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　両親ともに音楽好きで、市内在住のヴァイオリニス
ト・中島ゆみ子さんを叔母にもつ姉妹にとって、弦楽
器の道へ進んだのは自然な成り行きだったのかもしれ
ません。ヴァイオリンとチェロと楽器は違えど、プロ
の演奏家として活躍する沙紀さんは、未歩さんにとっ
て母校の先輩であり、よき相談相手でもあります。
 ｢子どもの頃はみんな練習が嫌いでしょう？　『練習
しなさい！』と厳しく言われて、『もうやめる！』と
言い出したことは何回もありました。本気のエンジン
がかかったのは､小学５年生のとき｡本番のステージで
初めての大失敗をしちゃったんです。そのときに痛感
したんです、練習は裏切らないって……｣(沙紀さん)
 ｢ソロやオーケストラより、室内楽演奏のほうが緊張
します」と未歩さん。「少人数で合奏するので､ 連帯責
任の重さに手が震えることがあります。そんなときは
仲間に、背中を手のひらでパン！と叩いてもらうんで
す」。「私は舞台袖で、思いっきり息を吐きます。緊張
すると呼吸が浅くなるんですよ。息を吐いて深呼吸し
て、気持ちを集中させています」と沙紀さん。音楽家
ならではの“あるある話”に笑顔がこぼれます。
　来春の卒業試験をクリアし、成績優秀者による卒業
演奏会の舞台に立つことが当面の目標という未歩さん
にとって、この夏、うれしい出来事が……。
 ｢７月６日(土)から８月２日(金)まで開催される『Ｐ

ＭＦ2019』のアカデミー生として参加します。憧れの
指揮者であるクリストフ・エッシェンバッハ氏と共演
できるのは人生最高の喜びです」と声を弾ませる未歩
さん。ただいま英会話を猛特訓中だとか。そんな未歩
さんを家族全員で応援する沙紀さんも、同じく７月に
大劇場のミュージカル公演オーケストラへの出演が決
定！　姉妹揃って、多忙で濃密な夏となりそうです。
 ｢結婚して母になって、練習方法や曲へのイメージも
変わってきました。フリー奏者としての活動と育児を
両立するのは大変で、家族のサポートがあればこそ。
本当に感謝しています。子どもたちを指導するときに
いつも話すのが『自分のペースでやればいいんだ』と
いうこと。それは私自身への言葉でもあります。音楽
だけでなく､美術でもスポーツでも､頂点を極めること
がすべてじゃないと思うのです。ライフステージに合
わせて、やりたいことや可能性はどんどん広がってい
くもの。無理を重ねて、それでいやになって止めてし
まうのはもったいない！　夢に向かっていつまでも、
好きで続けてほしいと願っているんです」(沙紀さん)

▼２月25日に開催された｢平成
30年度 永年勤続優良 従業員
表彰式｣の祝賀パーティーで演
奏する沙紀さん(左)と未歩さん

｢夢｣の選択肢は１つじゃない。

失敗や挫折を経験して｢人｣は成長する
“自分のペース”で続けることが大切！

ヴァイオリニスト 桐朋学園大学音楽部 ４年
チェロ専攻

小林 沙紀さん 小林 未歩さん

●桐朋学園大学 演奏会情報
　https://www.tohomusic.ac.jp/concert/index.html
●ＰＭＦ(パシフィック・ミュージック・フェスティバル札幌)
　 ＰＭＦは、世界の若手音楽家を育てる国際教育音楽祭。1990年、20
　 世紀を代表する指揮者・作曲家のレナード・バーンスタインがロン
　 ドン交響楽団とともに札幌で創設した。世界を代表する音楽家を教
　授陣に迎えた教育プログラム｢ＰＭＦアカデミー｣では、世界各地か
　   らオーディションで選抜された若手演奏家たちが毎年７月の約１カ
　月間、高い技術と豊富な経験を受け継ぎ、その成果は札幌をはじめ
　各地で開催される演奏会で披露される。四半世紀にわたり、世界中
　にのべ3500人以上の優秀な音楽家を輩出している。
　https://www.pmf.or.jp

■こばやし・さき(写真右)
上尾市立中央小学校・上尾中学校出身。４歳からヴァイオリン
を始める｡ 桐朋女子高等学校音楽科､桐朋学園大学音楽部卒業｡
在学中､学内試験優秀者による｢桐朋学園大学室内楽演奏会｣に
出演｡ 国内の数々のコンクールで入賞・入選する｡ これまでに
ヴァイオリンを野口千代光､エドアルド・オクーン､加藤知子
の各氏に師事｡ 2011年には､イタリアのカンナ市で開催された
音楽祭(Incontri di Canna)に招致され、室内楽の演奏で好評
を博した｡ 現在､フリーの演奏家としてソロ・アンサンブル・
オーケストラでの演奏活動を中心に､後進の指導や小学生のた
めのアウトリーチ活動(出張演奏会など)にも力を入れている。
■こばやし・みほ(写真左)
上尾市立中央小学校・上尾中学校出身。５歳からチェロを始め
る｡ 桐朋女子高等学校音楽科卒業､桐朋学園大学音楽部在学中｡
これまでに､チェロを中田有､金木博幸､藤原真理の各氏､室
内楽を山崎伸子､磯村和英､漆原啓子の各氏に師事｡ 現在､大
学で松波恵子氏に師事｡ 昨年12月､節目となる｢第100回桐朋学
園大学室内楽演奏会｣に出演したのに続き､今年も５月21日(火)
開催の第101回に連続出演が決定した｡
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0120-33-7475プラザオオノ フリーダイヤル365日
24時間
受　付

プラザオオノ桶川店  桶川市若宮1-1-19プラザオオノ上尾店  上尾市緑丘2-5-2 プラザオオノ北本店  北本市山中1-1153つの地域密着型メモリアルホール

おもてなしの心を大切にしたサービスをご提供します 「県央みずほ斎場」「つつじ苑」での式場葬も承ります。http://www.plaza-oono.com/

0120 33フリーダイヤル365日
24時間

 「県央みずほ斎場」「つつじ苑」での式場葬も承ります。http://www.plaza-oono.com/ 「県央みずほ斎場」「つつじ苑」での式場葬も承ります。http://www.plaza-oono.com/ 「県央みずほ斎場」「つつじ苑」での式場葬も承ります。

●棺
●仏衣
●布団
●納棺具一式
●カラー写真
●式場看板
●案内看板
●忌中看板

●会葬礼状
●会葬帳
●香典帳
●位牌
●塔婆類
●受付用品
●果　物
●供　物
●枕飾り
●清めセット
●火葬場案内
●後飾り etc

●ロウソク
●線　香
●骨つぼセット
●ドライアイス事前相談は必ず行いましょう！事前相談は必ず行いましょう！

桶川市社会福祉協議会指定店

大 切 な 人 だ か ら

そ の 人 ら し い
お 葬 式

大 切 な 人 だ か ら

そ の 人 ら し い
お 葬 式

地域最大級北本・桶川・上尾

完全個室 全室冷暖房完備 湯灌スペース有り

おすすめの

生前見積

●会館・祭壇使用料は無料です
●返礼品は2割引きです
●病院まで寝台車でお迎えに参ります
●大型駐車場完備
●駅まで無料送迎車があります
●手続きは代行いたします
　（死亡診断書・役所への届出・火葬許可証など）

●会館には宿泊施設完備です
●朝食・天然温泉無料サービス
　（天然温泉は北本店のみ）

●当社での霊安室は無料です
●「県央みずほ斎場」「つつじ苑」
　での式場葬も承ります

ご葬儀に必要な経費です

プラザオオノ
おもてなしの心を大切にしたサービスをご提供します

●棺
●仏衣仏衣
●布団布団
●納棺具一式納棺具一式
●カラー写真カラー写真
●式場看板式場看板
●案内看板案内看板
●忌中看板忌中看板
●ロウソク
●線　香
●骨つぼセット
●ドライアイス事前相談は必ず行いましょ事前相談は必ず行いましょ事前相談は必ず行いましょ事前相談は必ず行いましょうううううううううう！

桶川市社会福祉協議会指定店
完全個室 全室冷暖房完備 湯灌スペース有り

ご葬儀に必要な経費です

納
得
の

納
得
の
安心
価格
安心
価格

必ず見積を取って他社と比べてください

充実のサービス内容

生前見積が一番です

女性らしい美しい姿で
最後の旅立ちを華麗に飾ります。

見積を取って他社
と比べてください。

レディースプラン

28万円

一式

※税別

女性らしく美しい旅立ち

男の旅立ち 29万円

一式

※税別

最期を飾る粋な出で立ち

● 羽織ちりめん
● 旅支度一式
● オリジナル棺
　「ドリーム」
● 骨壷
　「鳳凰 金襴覆」
● 諸道具一式

男の旅立ち
心に残るお別れ

骨壷／鳳凰

オリジナル棺
『ドリーム』
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● 国・県・市および関係各機関等への建
議・要望活動　
　 ★各部会・委員会と連携した建議・要
望活動および結果検証　★関係行政機
関との意見・情報交換会の開催
●議員総会､役員･議員研修会の企画･開催
●役員･議員の改選手続きに関する諸運営
●受託業務に関する調査・研究
 　★業務内容および委託料の適正化推進
● その他、他の部会・委員会に属さない
事業等の調整

●工業基盤整備への提言
　 ★上尾市産業振興会議との連携　★も
のづくりのまち上尾推進事業への協力
●企業交流・連携の促進
　 ★受発注取引支援事業の拡大（ビジネ
ス商談会の継続と販路拡大支援、市内
企業･製品のＰＲと情報交換､ＩＴ活用等）
　 ★工業部会、上尾ものつくり協同組合
や公的機関との連携強化　★先進地視
察研修会の企画・開催
●技術向上の支援・研究
　 ★各種規格制度の取得支援　★ものづ
くり後継者の育成と技術の伝承支援
　 ★雇用確保の研究　★経営革新計画・
経営力向上計画承認支援　★アブセッ
ク、ものつくり大学、埼玉県産業技術
総合センターなどの活用　

●商業・地域振興研究事業
　 ★会員事業所有志による新商業グルー
プ｢アクティブ50｣への支援　★中心市
街地が一体となった賑わいの創出（第
２回キッズダンスフェスinイルミネー
ションへの協力) ★商店と消費者の結
びつき強化　★商業講演会の企画
　 ★キャッシュレス決済についての調
査・研究

●企業間交流・連携の促進　
　 ★広域商談会の開催（近隣商工会等と
の連携) ★｢彩の国ビジネスアリーナ｣や
大型展示会への出展支援　★工業フェ
アの底上げと、出展企業の意識改革　
★上尾市産業振興への協力
●講習会、視察研修会の開催
　 ★市内大手企業および先進地視察研修
会の企画・開催　★海外経済事情視察
研修会の企画・開催　★経営革新計画
承認支援と一貫した支援体制の確立　
★ものづくり創造セミナーの企画・開
催　★各種工業関係のセミナーの開催
● 工業関係団体との連携　★工業振興委
員会･上尾ものつくり協同組合との連携
強化　★ものづくり後継者の育成と技
術の伝承支援（埼玉県立中央高等技術
専門校と連携) ★アブセック(企業ＯＢ)､
埼玉県産業振興公社等公的機関の活用

●経営発達支援計画に基づく事業の実施
　 ★地域の経済動向調査　★事業計画の策
定・実施支援　★創業･第二創業(経営革
新)支援　★小規模事業者販路開拓支援
● 働き方改革制度支援 ★部会・支部と連
携した施策説明会の開催 ★｢働き方改革
関連法｣の周知・支援 ★外国人雇用支援
●消費税率引き上げ･軽減税率導入に伴う支援
● 金融支援　★中小企業向け制度融資の
利用促進　★小規模事業者経営改善資
金審査会の運営、制度ＰＲならびに利
用率向上に向けた調査研究
●青年部・女性会の活動支援

●会員拡大事業（喫緊の課題）　
　★支部を活用した会員増強活動の展開
　★退会防止への取り組み・調査研究　
●支部活動への提言
●婚活支援事業の実施　
●会員企業優良従業員表彰式の開催
●新入会員交流会の企画・開催
●各種共済制度の普及促進
　★｢パートナーあげお｣の加入促進
●会員企業における健康経営の推進
● 会員サービス事業の充実　★福利厚生
事業の実施　★労働環境整備に向けた
調査・研究(子育て支援等)ほか

● 情報紙「あぴお」発行事業 ★紙面掲載内 
容の検討と会員･市民への旬な情報提供
★配布効果の向上へモニター制度構築
★会員企業支援に向けた求人広告掲載
●ホームページ運営事業　
　★会員事業所へのタイムリーな情報提供
●会員企業への情報伝達手段の再考

■会員支援委員会

■工業部会

■サービス業部会

■観光・飲食業部会

＜収入の部＞

＜支出の部＞

会費・負担金 ………… 60,036千円
事業収入 ……………… 83,756千円
補助金・委託金 ……… 83,917千円

事業費　142,140千円
内訳） 一般会計 ……………47,252千円
 中小企業相談所会計 10,748千円
 収益事業会計 ………30,080千円
  商工業振興 …………12,600千円
 商工会館耐震･改修工事41,460千円

管理費　127,745千円
内訳） 一般会計 ……………66,505千円
 中小企業相談所会計 55,716千円
 収益事業会計 ……… 1,615千円
 商工業振興 ……………… 30千円
 商工会館耐震･改修工事3,879千円

2019年度収支予算
（主要科目別）

●商店街等整備振興研究事業
● 大型商業施設等の開発計画の情報収集
と要望活動（イオンモール上尾等）
●大型店の地域商業に対する貢献活動支援

■建設業部会

■商業部会

● 地元受発注のための業界意見の把握と
要望および提言活動　
● 情報紙｢あぴお｣を活用した会員企業Ｐ
Ｒと、市民への優良な情報提供

● 展示会、見本市等大型展示会への出展支援
●視察研修会の実施
　★埼玉県立中央高等技術専門校の見学会
●技能取得講習会・セミナーの実施
　★高所作業車運転技能講習の開催支援
　★埼玉県立中央高等技術専門校との連携

取り組み
● 地域コミュニティビジネスモデル推進
事業の実施　
● ｢街角美術館｣の実施
　★上尾市美術家協会との連携
● 安心・安全な食品の提供および地産地
消への取り組み
　★各種販売促進事業の実施
● 視察研修会の実施　
● 商業振興委員会ならびに商業関連団体
との連携強化

● 各種団体・組合との共催事業の実施
　 ★理容・美容組合等との共催によるセ
ミナーの開催
● 事業所・市民への情報提供
　 ★経営革新承認、補助金・助成金申請
取得等に向けた経営支援・情報提供
　 ★情報紙｢あぴお｣を活用した有益情報
の提供　★金融機関、士業ネットワー
クを活用したサービスの提供
● 講習会の開催
　 ★部会の特性を活かした講習会の開催
★金融機関、士業とのネットワーク

● 消費税引き上げに伴う各制度周知徹底
　★ 軽減税率制度の周知　
　 ★キャッシュレス・消費者還元事業の
周知　
　 ★生産性向上を目指したタブレットレ
ジ・クラウド会計の活用
● 各料飲組合、食品衛生協会等、各業界
団体と共同事業の実施
　★ 食品衛生等に関する講習会の実施　
● 展示会･即売会への出展および出展支援
● 部会員店舗巡回および新入会員紹介
● 地域観光ＰＲ活動の支援・実施
　★地域活性化事業への協力支援・実施
● 活動事例先進的会議所等や見本市など
視察研修会の実施

● キャッシュレス決済関連支援策等の周知
● 新しい商業グループ｢アクティブ50｣へ
の支援
● 新スイーツ開発事業等の実施
　★あげおスイーツ研究会の取り組み支援
● 埼玉上尾メディックスと連携した商業
活性化事業の実施
　 ★上尾商店街連合会販売促進事業での

■総務委員会　　

2019年度 事業計画ならびに収支予算

部会 活動計画各委員会 調査研究活動計画

■中小企業振興委員会

■工業振興委員会

■商業振興委員会

■広報渉外委員会

３月25日、東武バンケットホール上尾にて、｢第161
回通常議員総会｣が開催。｢2019年度(平成31年４月１
日～令和２年３月31日)事業計画ならびに(各会計)収
支予算｣について、満場一致で可決承認されました。
■2019年度 主要課題
①商工会議所の組織および財政基盤強化
　★会員拡大に向けた組織対策室の設置
②中小･小規模事業者の経営力向上支援への取り組み
　★経営発達支援計画に基づく伴走型小規模事業者支援
　★消費税軽減税率対策窓口相談等事業
③地域産業振興の拠点整備
　★商工会館の耐震・改修工事の実施

▲開会の挨拶をする
　神田博一会頭
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５月開催の試合日程

社員・アルバイト・協力業者募集中です

 

〒362-0013  埼玉県上尾市上尾村592
TEL.048-775-6658　FAX.048-775-4411
URL http://earth-logistics.co.jp

一般貨物輸送・軽貨物輸送
倉庫保管業・梱包、ピッキング業務

アースロジスティックス株式会社アースロジスティックス株式会社

上尾市医師会

上尾看護専門学校 看護師国家試験（2014 2015 2017年度）100％合格

♢学校説明 ♢施設見学 ♢模擬授業 ♢在学生との交流
♦社会人の皆様へ
　本校は専門実践教育訓練給付金の支給の対象となる厚生労働大臣指定講座を運営するスクールです

6 ⁄ 9日・7⁄ 7日・8 ⁄ 1木・8 ⁄ 26月・9⁄ 29日

ここから始まる あなたの未来
オープンキャンパス2019

【お申込はメール・HPまたはお電話で】 
〒362-0021 埼玉県上尾市原市3494-4
電話：048－722－1043 E-mail ans@ageons.jp
https://www.ageons.jp

入場無料・
お申込み
不要です！ すこやか教室すこやか教室
高齢者施設の種類と内容

～ 将来、施設入所をお考えの方やご家族のために～
講師： 医療福祉相談係　松本 萌実
日時： 2019年5月18日（土）15：00～16：00
場所： 上尾中央総合病院 B館8階 会議室3+4

【お問い合わせ】上尾中央総合病院　総務二課
℡：048-773-1112　URL：http://www.ach.or.jp

5/24金～5/27月 
ありがとうの気持ちを込めて

感謝祭を開催します。
 

※1日 20箱限定　※お1人様 3箱まで
※ご予約・お取り置きはできません※記念セットは10時からの販売になります
上尾市観光協会推奨品

営業時間 8：30 ～18：30 　火曜日定休日

 048-771-0518
URL https://www.ishikawa-senbei.com

上尾市愛宕1-15-1 ◇地方発送承ります

04
URL https://www.ishikawa-senbei.com

TEL 
FAX

5/24金～5/27
ありがとうの気持ちを込めて

感謝祭を開催します
7月7月7

ありがとうの気持ちを込めて

あげお市民セレクション認定

2019-2020

あげお市民セレクション
上尾市観光協会

　

5月号3

埼玉上尾メディックス
GO! FIGHT!

「始春」

冬がおわり、
春がはじまる。
眠りから醒め、
歩き出そう。
新しい道へ。

言葉の力 ～ことばのちから～

揮毫・文／書道家 武田双雲

■読者プレゼントの応募方法／①ハガキに、希望するプレゼントの番号と名称
＜例・①お食事券＞１点と、本紙へのご意見・ご感想、住所、氏名、年齢、連絡
先電話番号を明記のうえ、＜〒362-8703 上尾市二ツ宮750 上尾商工会議所
「あぴおトレンドあらかると」プレゼント係＞宛にご郵送ください。
②上尾商工会議所HP（http://www.ageocci.or.jp/）の応募フォームよりご応
募ください。
★申込締切／5月15日㈬必着　★締切後、各賞品ごとに厳正なる抽選を行ない
ます。当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。
※ご記入いただいた個人情報は、抽選および発送にのみ使用いたします。

■SAITAMA AGEO MEDICS OFFICIAL WEBSITE  http://www.achs.jp/medics
■SAITAMA AGEO MEDICS OFFICIAL FAN CLUB  http://fc.medics.blue

　まず一番に、地元ファンの皆
様に心より御礼申し上げます。
昨年11月の上尾市民体育館を皮
切りに、ホームゲームが８試合
開催。皆様との交流も深まり、
選手一同、大声援に感激し、ホームゲーム
の大切さを改めて実感した次第です。　　
　2018-19V.LEAGUEは､ファイナル８進出を

果たしたものの最終順位７位という残念な
結果でした。勝ち切る力、詰めの甘さが課
題となりましたが、エースセッター冨永の
不在をバネに井上、山崎両セッターが奮起
し大きく成長したこと、堀江、吉野をはじ
めとする若手選手が貴重な経験を積み上げ
られたことは大きな成果です。
　４月上旬にイタリア修業から冨永が帰還
し、戦力もさらに厚みが増しています。来
季はヴィクトリーナ姫路が昇格して12チー
ムによる激戦となりますが、無畏激闘で戦
い続けます。令和となる５月、黒鷲旗大会
では優勝を目指して挑みます。“地元のみ
なさんのメディックス”としてホームゲー
ムにはぜひご来場いただき盛り上げてくだ
さい。さらなる熱い応援をお願いします！

2018-19シーズンを振り返って
吉田敏明監督からのメッセージ

社会福祉法人 和みの会
ゆうゆうくじら保育園
業務執行理事 兼 事務長

本田 勝さん

黒鷲旗大会開幕!～KEEP ON FIGHTING!!

▲今年は４月16日に鯉
のぼりを掲揚しました
▶中庭では｢こいのぼり集
会｣も開催されます

■社会福祉法人 和みの会
　＜認可保育園＞ゆうゆうくじら保育園
　子育て支援センター・病後児保育室・
　一時預かり保育　併設
　上尾市原市3870-1　TEL.048-721-3781
　http://www.yuyukujira.com/index.shtml

※ 試合結果および5/4(土･祝)準々決勝以降の決勝トーナ
メント戦の組合せは、下記公式サイトを参照ください！

●４月20日(土)、浦安運動公園総合体育館で開催さ
れた｢オールスターゲーム｣(Ｖ１女子)に、山岸あかね
選手(＃７)と青柳京古選手(＃11)が＜Teamチーバく
ん＞として出場｡[０-３]で＜Teamブイリー＞が勝利
しました。来季2019-20シーズンは10月12日(土)に
開幕し、2020年１月26日(日)まで開催の予定です。
●４月１日付けで松本亜弥華選手、荒木夕貴選手、
箕輪憲吾コーチが埼玉上尾メディックスを退団しま
した。ご声援いただいた皆様へのメッセージが下記
公式サイトに掲載されています。ご高覧ください！

　ゆうゆうくじら保育園(理事長・園長：本田直子さ
ん」)は、2007年４月１日に創設されました。ここ
は昔、畑だった場所で、周囲にはたくさんの木々が
生えていました。整地する際に１本だけ残し、保育
園を竣工したときに園庭に移植したのが、このシイ
ノキです。シルバー人材センターへお願いして､ 定
期的に剪定しています。直子園長いわく､「シイノキ
は年輪が詰まっているので、樹齢は50年以上あるで
しょう」とのこと。保育園創設からずっと、子どもた
ちの成長を見守ってくれている、わが園のシンボル
的存在です。鯉のぼり掲揚や運動会など、園庭で行
なわれるさまざまなイベントでは飾り付けに活用さ
れているんですよ。
　2010年４月に｢ゆうゆうくじら第２保育園｣、2018
年３月に内閣府所管・企業主導型保育所｢ふきのさと
くじらルーム｣が開園。昨年10月には､長年にわたる
活動が評価され、市制施行 60周年・児童福祉功労の
表彰を受けました。３園の統括管理に加え、上尾商
工会議所原市支部・副支部長と町内会役員を務め、法
人・団体での活動など、毎日やることがいっぱいで
すが、子どもたちの笑顔に元気をもらっています。

子どもたちの成長を見守る
園庭の椎の木

■第68回黒鷲旗 全日本男女選抜バレーボール大会
　埼玉上尾メディックスは｢グループ戦Ｄ組｣に参
戦。各組上位２チームが決勝トーナメント戦へ進出
★開催期間／５月１日(水･祝)～５月６日(月･振)
★会場／ 丸善インテックアリーナ大阪
　　　　(大阪市中央体育館)
●５月１日(水･祝) Ｄコート 第１試合 11時～
　vs ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ(富山県)
●５月２日(木･休) Ｄコート 第１試合 10時～
　vs 松蔭大学(神奈川県)
●５月３日(金･祝) Ｄコート 第３試合 14時～
　vs ＮＥＣレッドロケッツ(東京都)

■読者プレゼント❶／ 「RDC商品券1000円（500円を2枚）」を10名様
※(他のサービス券との併用可能です。)

市場さながらのボリュームと鮮度感

●住所／上尾市春日2-11-2
●TEL／778-2188
●定休日／ 無休  ●駐車場／有り（24台）
●営業時間／11：00～22：00（L.021:30）

市場には、たくさんの食堂が併設されています。市場の
美味しい物を集めた、そんな食堂をイメージして作った
のが大島屋。がってんのこだわりは、寿司だけではあり
ません。市場さながらのボリュームと鮮度に溢れたメニ
ューは種類が豊富。また旬の食材を使用した季節限定メ
ニューや、店独自のアイデアメニューなどもあります。
◎南まぐろ中とろ丼1380円　(写真上)
◎海鮮丼　980円　(写真下)

がってん食堂大島屋
上尾店

上
尾
駅

七輪房

コジマ×
ビックカメラ

がってん食堂
大島屋 上尾店

春日二丁目

がってん食堂大島屋上尾店

有効期限：2019年5月末日

■読者プレゼント❷／お食事券（1,000円）を10名様 ※ディナーのみ

本格インド料理カレー！

市民体育館

上
尾
駅

アリオ

大平中

マクドナルド

エネオス

アジアンダイニング

ニューデリ

UD
トラックス

ヤマダ
電機

●住所／上尾市地頭方401-1   ●TEL／725-7778
●定休日／年中無休 ●駐車場／有
●営業時間／ランチ11:00～15:00 ディナー17:00～23:00

ライスとナンはお替り自由で食べ放題です！
ランチタイムは、カレー・ナンまたはライス・サラダ・ドリ
ンクがセットになった「ランチセット」（790円～）、日替わ
り特製カレー＆6種のカレーから選べるランチタイム弁当
（ワンコイン500円ランチ）もあります。ディナータイムは、
甘口から辛口まで30種類のカレーから選べる「ディナー
セット」（1,060円～）、お子様にもおすすめなマイルドな
カレーもあり家族連れでも楽しめます。

アジアンダイニングニューデリ 

                    あぴお特典・読者限定サービス

本誌切抜持参でランチ…デザート1品！ ディナー…10％OFF orソフトドリンク人数分

2名様から40名様まで各種パーティ承ります。（「食べ放
題＋飲み放題」の2時間コース・お一人様3,000円～）お
持ち帰りもできます。

おすすめ

　　　　　　　　　　　　　　　 こだわりのグルメ＆
ショップをご紹介し
ます。各店提供の
「読者プレゼント」も
お見逃しなく！

あぴお2019_05_193号_03.indd   2 2019/04/24   13:30

上尾商工会議所
四角形

上尾商工会議所
テキスト ボックス
※このコーナーに掲載中の『言葉の力』は
著作権の関係でWebでは掲載できません。
ご了承ください。

上尾商工会議所
スタンプ



日本対がん協会
「乳がんをなくすほほえみ基金」

へ寄付します。

5/12
11:00a.m.～2:00ｐ.ｍ.

5月号4

あげおアッピーガイドの会 会員募集！
上尾市内の社寺、史跡、文化財を通して上尾の良いところを一緒に紹介してみませんか?

内　容： 上尾市プラザ22会議室において、毎
月第2火曜日の13時30分から15時まで

　　　　例会を開催します。年会費は、1,20
0円

対　象：上尾市にお住まいの方

申込み：   住所・氏名・電話番号を記入の上、
ハガキかFAXまたは電話にて上尾市観光協会

(TEL.775-5917)まで。※電話の場合は、月
～金 9時から16時

会　期： 5月3日(金・祝)～6月2日(日)
10時～16時（入園時間：9時～18時）

 ※開花状況により変更の場合あり
会　場： 伊奈町制施行記念公園　※バラ園有料350円
メインイベント日：5月18日㈯･19日㈰

※ 市町村観光物産展や各種模擬店（5/18、19）、ミニコンサ－ト（5/11、12）、

　ローズウエディング(5/12)、夜間ライトアップ(5/11・18・19日 19時～21時)等を開催

問合せ：（一社）伊奈町観光協会 TEL.724-1055  

2019バラまつり（伊奈町）

日　時： 5月4日(土・祝)～6日(月・祝)
会　場：  べに花ふるさと館
　　　　桶川市加納419-1(JR高崎線桶川駅東口から
　　　　市内循環バス【べに花ふるさと館前】下車すぐ)
内　容：ミニテント村(5/4～6)、ステ－ジイベント
　　　　(歌・演奏等、5/4～5、10:00～15:00)、
　　　　おけがわ手作りマ－ケット(5/4～5、9:00～)
　　　　 BEYBLADE・ベイブレードバースト(5/4・6)、抹茶のふるまい(5/4～5)、

きんぎょ釣り(5/4)、流しそうめん(5/6)

べに花ふるさと館祭り

問合せ：べに花ふるさと館 TEL.729-1611

初夏は各地で様々なイベントが開催されます。
ご家族、お友達と是非お出かけください！ご家族、お友達と是非お出かけください！

あげお良いとこ探し
フォトコンテストの入選作品決定
2月15日㈮に行われた審査会にて応募総数279作品の中から各部門の会長賞、佳作が決
定しました(以下、会長賞)。 6/1㈯から12㈬、自然学習館1階にて展示開催しています。

◀ 上尾の元気・笑顔部門　
｢大好物です!!｣　 
上尾市「雪だるま」さんの作品

▲上尾の四季･風景部門　
｢リフレクション｣　上尾市
 「cbr164ps」さんの作品

▲上尾のイベント・お祭り部門　
｢迸る(ほとばしる)｣　
上尾市「ニチロ－」さんの作品

※9月には｢第8回あげお良いとこ探しフォトコンテスト｣の募集を開始します。
問合せ： 上尾市観光協会 TEL.775-5917

◀ 
｢大好物です!!｣　 
上尾市「雪だるま」さんの作品

9月には｢第8回あげお良いとこ探しフォトコンテスト｣の募集を開始します。

▲上尾の四季･風景部門　
▲上尾のイベント・お祭り部門　

上尾丸山公園の菖蒲田(2800㎡)に、約50種1万株
のハナショウブが咲き誇ります。
日　時： 6月1日㈯～6月12日㈬
会　場： 上尾丸山公園
内　容：  観光協会推奨土産品などの販売（期間中の

土･日曜日 9時30分～）売り切れ次第終了。

問合せ：上尾市観光協会 TEL.775-5917

あげお花しょうぶ祭り

問合せ：上尾市観光協会 TEL.775-5917

初夏は各地で様々なイベントが開催されます。初夏は各地で様々なイベントが開催されます。
ご家族、お友達と是非お出かけください！ご家族、お友達と是非お出かけください！

｢看護の日（5月12日）｣にちなんだイベントを今年
も開催します！ 血圧・視力検査、血管年齢測定、
体組成測定（20歳以上）ほか、介護・栄養・健康な
どの各種相談窓口も開設。看護師のみなさんと交
流を深め、日頃の健康づくりにお役立てください。
日　時：5月14日㈫ 10時～12時（受付終了：11時30分）
会　場：ショーサンプラザ１階 センターコート
 （上尾駅西口から直結、イトーヨーカドー
　　　　上尾駅前店併設）
主　催：上尾中央総合病院
※ 時間の都合により、測定人数に制限がかかる場
合があります。あらかじめご了承ください

｢2019看護の日｣イベントのお知らせ

▲毎年大盛況の人気イベントです
（昨年の会場風景）

★無料ですので、お気軽に　お立ち寄りください！

第12回あげお駅からハイキング
荒川沿いの雄大な草原から牧場へ、そして初夏の花しょうぶを満喫できるコース。観光協会会員企業から提供されたステキな景品が当たるスタンプラリーを開催します。
日　時： 6月1日㈯ ※イベントセレモニ－ 8時45分～9時　参加費：無 料
参加受付：9時～11時にJR上尾駅自由通路で受付を行い、コース上を自由散策となります。
　　　　　※事前予約の必要なし
内　容：  上尾駅西口を出発し、馬蹄寺や榎本牧場、上尾丸山公園(あげお花しょうぶ祭

り)、川の大じめ等を巡り上尾駅西口到着【歩行距離約15キロ】
問合せ：  上尾市観光協会 TEL.775-5917
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ビジネスフォーム印刷 
商業印刷全般
事務用品 
OAサプライ

TEL. 048-771-3657
〒362-0011  上尾市平塚 1988

私達の技術で、 人の想いをカタチにします。
お客様のこまった！を解決します。印刷のことなら 何でもおまかせあれ！

ム印刷 

短納
期

短納
期
高品
質

高品
質
低価
格

株

ポスティング
スタッフ募集‼

総合広告代理店／お気軽にお問い合せください

  

有限会社エイチアイディー有限会社エイチアイディー　　　　　　　　

電気設備・空調設備設計施工電気設備・空調設備設計施工

　　　　
事業所：埼玉県上尾市平方領領家 750-1
電　話：048-771-7337  FAX：048-795-5550
M a i l：info@hid -denki. jp （メール受付中！）
社員・アルバイト・協力業者募集中です

商業施設・工場・店舗工事なら設計施工管理はお任せください。商業施設・工場・店舗工事なら設計施工管理はお任せください。

http://www.hid-denki.jp/http://www.hid-denki.jp/
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日　時： 6月15日㈯ 13時～(開場12時)　
会　場：上尾市文化センタ－大ホール、ホワイエ
内　容： ＜精神保健福祉啓発＞
　　　　  精神保健福祉啓発コーナーの設置
　　　  ＜吹奏楽チャリティコンサート＞
　　　　  埼玉県立伊奈学園総合高等学校 吹奏楽部
　　　  ＜物品販売＞福祉事業所自主製品の販売等
参加費：一般1,300円(中学生以下700円･3歳以下無料)

こころの健康まつり2019  

問合せ：あげお福祉会後援会事務局 [社会福祉法人あげお福祉会内]TEL.777-2188

日　時： 6月30日㈰ 9時40分～16時30分(受付9時10分～9時30分)会　場： 上尾市文化センタ－201・203・204号室対局方法：級別に5回戦　A級／3段以上、B級／2段～初段　、C級／1級以下、　　　　　J級／小・中学生
対　象：市内在住か在勤または近隣市町も可、市内将棋クラブに所属している方定　員： 130名　参加費：1,000円(女性、高校生以下500円)申込み： ハガキに住所、氏名、電話番号、希望クラスを明記し、6月29日(土)までに彩の国上尾将棋連合会 〒362-0059 上尾市平方4326-5 深澤國昭へ。

第22回 上尾将棋名人戦

5/11(土)から5/20(月)まで
｢春の全国交通安全運動｣が実施されます

日　時： 5月20日㈪ 14時～15時30分 ※参加費無料

会　場： 遍照院 本堂(上尾市図書館そば)

内　容： 黄金バットほか、笑いと涙の紙芝居

第7回 お寺で紙芝居 

問合せ：やぎさん一座 八木 TEL.771-1583  

日　時： 8月18日㈰  14時開演(13時30分開場)
会　場： 上尾市コミュニティセンターホール
出　演：   スティールパンオーケストラ”PAN NOTE 

MAGIC”(上尾市出身・小針彩菜さん在籍)
入場料：  一般 2,000円/小学生以下1,000円
 ※ 全席指定。3歳児以下の膝上無料、座席必要な

場合は有料
入場券販売： 5月25日㈯ 9時より
入場券販売場所： 上尾市コミュニティセンター窓口

問合せ：上尾市コミュニティセンターTEL.775-0866
　　　　またはPAN NOTE MAGIC（林）sns@pannotemagic.com

ＰＡＮ ＮＯＴＥ ＭＡＧＩＣコンサ－トｉｎ上尾
カリブ海に浮かぶ南国の世界三大カーニバルを
体感。熱く陽気な音楽から世界一 人の心を癒す
とされるスティールパンのその涼しげな音色を
お楽しみください。

大型連休も終わり、新入学の子どもたちも学校生活に慣れ始めた時期。
登下校の時間帯には温かい見守りをお願いします。地域を挙げて、交通
安全に努めましょう。
■実施期間／５月11日(土)～５月20日(月)
■埼玉県重点／●子どもと高齢者の自転車乗用中の交通事故防止
　★交差点を通行するときは、安全確認を徹底しましょう！
■全国重点
●子どもと高齢者の安全な運行の確保と高齢運転者の交通事故防止
　★交通事故死者の約半数は高齢者です
●自転車の安全利用の推進
　★｢自転車安全利用五則｣を確認しましょう
　①自転車は、車道が原則、歩道は例外
　②車道は左側を通行
　③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
　④安全ルールを守る
　 ⑤ 子どもはヘルメットを
着用

● すべての座席のシートベ
ルトとチャイルドシート
の正しい着用の徹底　　
★ シートベルトは、どこ
に座っても必ず着用し
ましょう！

● 飲酒運転の根絶
　 ★飲んだら乗らない！　
　乗るなら飲まない！

■ 埼玉県｢春の全国交通安
全運動｣のホームページ

https://www.pref.
saitama.lg.jp/a0311/
undou/2019haruundo.
html

問合せ：上尾市文化センタ－ TEL.774-2951

「ブダペスト室内楽団with長尾春花コンサ－ト」
日　時： 6月30日㈰  14時開演(13時30分開場)
会　場： 上尾市文化センター 大ホ－ル
入場料：  全席指定　一般 2,000円／高校生以下 1,000円
前売券販売所： 上尾市文化センター、上尾市コミュニ

ティセンター、イコス上尾
　　　　　　　※未就学児はご入場できません

キラリ☆あげおPR大使特別企画

子どもと高齢者の安全な運行の確保と高齢運転者の交通事故防止
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武藤社労士・行政書士事務所
武藤 成子
〒362-0063上尾市小泉2-15-4
TEL .048-781-7640 
FAX.048-781-8904

村岡社労士事務所
村岡 武仁
〒362-0034上尾市愛宕2-20-17
TEL .048-775-1315 
FAX.048-774-8704

細沼社会保険労務士事務所
細沼 朱美
〒362-0075上尾市柏座2-4-28 エリア赤熊301
TEL .048-871-9582 
FAX.048-871-9583

山岸社労士事務所
山岸 玲子
〒363-0023桶川市朝日3-26-16
TEL .048-772-8398 
FAX.048-772-8398

小
泉

齋藤社会保険労務士事務所
齋藤 壽實穂
〒363-0023桶川市朝日3-8-13
TEL .048-776-2276 
FAX.048-776-2276

桶
川
市

柏
座

愛
宕

大杉社会保険労務士事務所
大杉 知也
〒362-0063上尾市小泉6-6-4
TEL .048-781-2088 
FAX.048-781-2088

小
泉

齋藤社労士事務所
斎藤 幸恵
〒362-0014上尾市本町6-13-6-403
TEL .050-1232-5124 
FAX.048-774-6020

金子社会保険労務士事務所
金子  聡
〒362-0014上尾市本町6-3-37
TEL .048-782-5092 
FAX.048-782-5093

本
町

本
町

桶
川
市

髙橋社労士事務所
髙橋  工
〒331-0823さいたま市北区日進町2-986-3
TEL .048-676-2244 
FAX.048-676-2245

さ
い
た
ま
市

大木経営労務事務所
大木 冨士夫
〒331-0812さいたま市北区宮原町3-55-106
TEL .048-767-5277 
FAX.048-767-5278

さ
い
た
ま
市

PMサポート事務所
生方  隆
〒362-0047上尾市今泉152-61
TEL .048-725-3715 
FAX.048-725-3715

今
泉

石倉労務管理事務所
石倉 正仁
〒362-0059上尾市平方2065
TEL .048-725-1263 
FAX.048-725-9789

平
方
平
方

手島社会保険労務士事務所
手島 俊明
〒362-0067上尾市中分1-22-10
TEL .048-781-0453 
FAX.048-781-0484

中
分

社会保険労務士法人OAKマネジメント
大久保  悟 /磯  早苗
〒362-0072上尾市中妻1-15-12ノガジャパンビル3階
TEL .048-773-7244 
FAX.048-773-7246

中
妻

野口社会保険労務士事務所
野口  茂
〒362-0024上尾市五番町12-16
TEL .048-722-4539 
FAX.048-722-3840

五
番
町

水出社労士事務所
水出 祐子
〒362-0074上尾市春日1-28-9
TEL .048-773-5807 
FAX.048-771-5655

春
日

吉澤社労士事務所
吉澤 茂雄
〒362-0073上尾市浅間台3-32-26
TEL .048-774-6170 
FAX.048-774-9054

浅
間
台

社会保険・労働保険の諸手続きは、
会員社労士におまかせください。

社会保険・労働保険の諸手続きは、

PMサポート事務所
上尾市今泉152-61

3715 
3715

大杉社会保険労務士事務所
上尾市小泉6-6-4

2088 
2088

社会保険労務士法人OAKマネジメント
大久保  悟 /磯  早苗

ノガジャパンビル3階
7244 
7246

金子社会保険労務士事務所
上尾市本町6-3-37

5092 
5093

石倉労務管理事務所

1263 
9789

齋藤社労士事務所
上尾市本町6-13-6-403

5124 
6020

手島社会保険労務士事務所
上尾市中分1-22-10

0453 
0484

野口社会保険労務士事務所
上尾市五番町12-16

4539 
3840

細沼社会保険労務士事務所
上尾市柏座2-4-28 エリア赤熊301

9582 
9583

水出社労士事務所
上尾市春日1-28-9

5807 
5655

行政書士事務所
上尾市小泉2-15-4

7640 
8904

村岡社労士事務所
上尾市愛宕2-20-17

1315 
8704

吉澤社労士事務所
上尾市浅間台3-32-26

6170 
9054

大木経営労務事務所
北区宮原町3-55-106
5277 
5278

髙橋社労士事務所
さいたま市北区日進町2-986-3

2244 
2245

齋藤社会保険労務士事務所
桶川市朝日3-8-13

2276 
2276

山岸社労士事務所
桶川市朝日3-26-16

8398 
8398
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消費税が１０％になると「年金生活者支援
給付金」がもらえると聞きました。私は６６

歳で年金は年間60万円ほどです。今はパート収入
が年間８０万円ほどありますが、働いていても給
付金はもらえるのでしょうか？

マル経融資のご案内！＜無担保･無保証人･低利＞

2019年度の雇用保険料率

第1回：生産現場におけるIT活用
日　時：6月5日㈬ 18時～20時
会　場：上尾市プラザ22会議室
内　容：①なぜＩＴが必要なのか
　　　　②ＩＴ・ＩＯＴ・ＡＩ・ＲＰＡとは
　　　　 ③導入プロジェクトの上手い進め方 他
講　師： 企業経営監査士　元㈱タムロン
　　　　上尾・アブセック会員 安田 信一 氏
第2回：知的財産について
日　時：6月19日㈬ 18時～20時
会　場：上尾商工会議所 3階 大会議室
内　容： ①知的財産のいろは　②知的財産取得に取組

む事の意味（利点）　③知的財産の活用事例（会
社を元気にする知的財産）

講　師： 特許業務法人　石原国際特許事務所
　　　　会長　弁理士
　　　　上尾・アブセック会員　石原 詔二 氏
第３回：工場見学会
日　時：7月4日㈭ 8時上尾市役所集合・16時50分帰着予定
見学先：  ①伊藤鉄工㈱ (川口)鋳物鋳造メーカー　 　

②小原歯車工業㈱ (川口)世界的な歯車メーカー

　経営改善を図る小規模事業者を支援するため、上尾
商工会議所の推薦により受けられる国の制度資金です。
融資額： 2,000万円以内 利　率：1.21%（H31.4.1現在）
返済期間： 運転資金 7年以内（据置１年以内）
  設備資金10年以内（据置２年以内）

問合せ：上尾商工会議所 中小企業相談所 TEL.773-3111

　平成31年4月1日から令和２年3月31日までの雇用保険
料率は、以下の表のとおりです。

2019年度の雇用保険料率

厚生労働省･都道府県労働局･ハローワーク

お詫び
４月号５頁 ｢彩菓庵おおき  芋蔵｣ において、説明文が間違っていました。
正確には、小判型の芋ミルク饅頭です。お詫びと訂正いたします。

　
①労働者負担(失
業等給付の保険料
率のみ)

②事業主負担

一般の事業 3／1,000 6／1,000
(H30年度 ) 3／1,000 6／1,000
農林水産
清酒製造の事業 4／1,000 7／1,000

(H30年度 ) 4／1,000 7／1,000
建設の事業 4／1,000 8／1,000
(H30年度 ) 4／1,000 8／1,000

　
①＋②

雇用保険料率

9／1,000
9／1,000

11／1,000

11／1,000
12／1,000
12／1,000

負担者

事業の種類

武田社労士事務所
社会保険労務士　武田 香代

TEL.048-877-5276

●今月の回答者

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収
入や所得額が一定基準額以下の高齢者の方
の生活を支援するために、年金に上乗せし

て支給される給付金です。

【支給要件】
□65歳以上で老齢基礎年金を受けている方
□ 前年の公的年金の収入額とその他の所得との合
計が879，300円以下である方
□ 世帯全員が市町村民税非課税である方
以上の支給要件を満たしている必要があります。

ご質問のケースでは「60万円(公的年金収入＋15万
円(給料所得：給料収入80万円－給料所得控除額65
万円)＝75万円)」となりますので、他の支給要件を
満たしていれば、年金生活者支援給付金が支給さ
れます。
該当者には、7月以降に順次案内が
届く予定です。(10月より施行予定)

軽減税率制度とキャッシュレスポイントのしくみ
 ＝受講無料＝

●拡げよう会員の輪　高めよう地域への貢献●商工会議所からのお知らせ

[融資対象]①従業員20名(商業･サービス業5名)以下②
上尾商工会議所の経営指導を6か月以上受けている③
義務納税額を完納④原則、同一地域で最近1年以上事業
を営む⑤商工業者かつ日本政策金融公庫生活事業の融
資対象業種⑥1,500万円を超える借入は別要件あり

定　員：各回 35名
受講料： 第1回及び第２回 各回 1,000円　　　　　　　

第3回　　　　　　　　1,500円（昼食代を含む）
申込･問合せ：上尾商工会議所/中小企業相談所　  
　　　　　　TEL：048-773-3111  FAX：048-775-9090

負担金額1,000円也（年間）　
特定商工業者の負担金については、法律により該当
事業所の同意を得る必要があります。本制度につい
て異議のある方は、令和元年5月末日までに文書を
もって本所までお申し出ください。お申し出のない場
合は、｢同意したもの｣とみなし、この旨、上尾市長あ
てに報告いたします。

令和元年5月1日
上尾商工会議所　会頭　神田 博一

● 口座振替の会員様…5月15日㈬に所定の口座より振替さ
せていただきます。領収証が必要な方は、総務課までお
手数ですがご連絡ください。
● 振込納入の会員様…所定の振込用紙を送付致しますの
で、5月31日㈮までにご納入をお願い致します。

2019年度商工会議所会費納入のご案内

特定商工業者の皆様へ
≪特定商工業者とは？≫　昭和28年に｢商工会議所法｣
が施行され、この法律の定めに従い一定基準以上の商工
業者を特定商工業者と呼んでいます。
現在の基準は、毎年4月1日現在で従業員数が20人(商業
又はサービス業で5人)以上若しくは資本金300万円以上
のいずれかに該当する方です。
≪法定台帳とは？≫　特定商工業者については、一定の
事業内容を登録した｢特定商工業者法定台帳｣を商工会
議所に備え付けなければなりません。
商工会議所は、会員制の公的な特殊団体ですが、商工会
議所の使命は｢地域経済を基盤とし、商工業の総合的な
改善発達を図り、兼ねて社会一般の福祉増進を図る｣と
され、このため法定台帳は商工業者の世論的背後力を示
す大切な資料になります。
　更に商工会議所には各地の商工会議所から会員事業
所を中心に、様々な問合せや照会があります。当所で
は、これらについて、個人情報保護に配慮しつつ、当該
法定台帳により、照会･斡旋･証明などを行っています。

キャッシュレスセミナ－

＝受講無料＝ 消費税軽減税率対策セミナ－

リーダー養成実践セミナー

日　時：5月28日㈫ 14時～16時30分(13時30分受付)
会　場：上尾市文化センター2階 203号室（定員60名）
内　容：①キャッシュレス・消費者還元事業について
 ② クレジットカードを利用したキャッシュレス

決済について
 ③スマホ決済 Origami Payについて
 ※モバイルPOSレジを17時30分まで展示します
対　象：  キャッシュレス・消費者還元事業、キャッシュ

レス決済に関心のある中小企業・小規模事業者
問合せ： 上尾商工会議所（TEL.773-3111）

埼玉縣信用金庫上尾支店（TEL.771-6621）
埼玉縣信用金庫上尾西支店（TEL.773-7611）

日　時：6月26日㈬ 14時～16時
会　場：上尾商工会議所 3階 大会議室
内　容：①軽減税率が導入されたらどうなるか？
　　　　②なぜキャッシュレス決済が主流になってき
　　　　たのか？③キャッシュレス決済方法とは？他
講　師： IdeaREST代表　門　浩司 氏
問合せ： 上尾商工会議所 TEL.773-3111

日　時：6月19日㈬ 14時～16時
会　場：東武バンケットホール上尾 ポリアス
内　容：①消費税軽減税率のしくみとは？
　　　　②インボイス制度とは？
　　　　③キャッシュレス決済ポイント還元とは？他
講　師： ㈱Ideal Works 代表取締役
 中小企業診断士　井手 美由樹 氏
問合せ： 上尾商工会議所 TEL.773-3111

※当日9時から11時30分まで電話予約受付。1人20分、
先着9人で連続相談不可 ★契約、金銭貸借、相続、遺言、
離婚、調停･訴訟手続きなど

法　律 【弁護士：藤木 孝男】
●8日㈬ 午後1時30分～4時30分

★  消費税、事業承継、相続、贈与、決算、申告など

税　務 【税理士：高橋 吉博】
●10日㈮ 午後1時～4時

金　融 【日本政策金融公庫】※午後1時～3時
●7日㈫・14日㈫・21日㈫・28日㈫

★  販路拡大、現場改善、社員教育、パソコン全般など
経営よろず相談【企業ＯＢ専門家が対応】●20日㈪ 午後1時～4時

★    各種給付金制度、労働・社会保険に関するご相談
　知っておきたい年金・健康保険・雇用保険など

労務・年金【社会保険労務士：武田 香代】
●21日㈫ 午後1時30分～3時30分

商工会議所の5月無料相談日
= 一般市民の方も相談できます =

あぴお2019_05_193号_06.indd   2 2019/04/24   14:14



  
株式会社シンクリーンエス

ハウスクリーニングハウスクリーニング
お部屋のお片付け

　　　　　　　　ご家庭用  業 務 用

0120-323-253 0120-323-253 Mail : scyudo2016@yahoo.co.jp上尾市中妻4-2-2-3号
Mail : scyudo2016@yahoo.co.jp
上尾市中妻4-2-2-3号

嫌な梅雨の時期になる前に、
エアコンのクリーニングを
                     お勧めします。

嫌な梅雨の時期になる前に、
エアコンのクリーニングを
                     お勧めします。

http://www.natori-mnf.co.jp/index.html

創業から68年間、プレス加工を深化させ製品製作をしてまいりました。
これからも、「和」「創造」「努力」の社是のもと、人と人とのつながりを大切にし、モノづくりを通して
社会に貢献できる特長ある企業を目指して、更なる技術開発の充実に取組んで参ります。名取製作所は、
考え方、考えることを大事にしています。本質への追求と、基礎からの積み重ねに裏付けられたものづ
くりをするため、経営理念を始めとして、「考え方」を大切にしています。

プレス加工で硬鋼線、異形線か
らアームピース（ワイパーアーム
部品）を生産しております。3次
元曲げをプレスで行い、曲げ、
ねじりのプレス技術を組み合わ
せた製品です。

プレス技術

せた製品です。
アームピース（ワイパー部品）
①｠3次元曲げ加工について
この技術で作ったアームピース
は、車や新幹線のワイパーなど
に使われています。3次元形状
の美しいラインをプレス成形で
きる、当社独自の技術です。

名取製作所では、スポーツ義肢製作の
お手伝いをさせていただいております。
技術で選手を支えます。誰もがスポーツ
を楽しむ社会の実現に向けて取り組ん
でいます。最高の結果が出せるように最
大限サポートさせて頂いております。

アスリートたちのやりたい、欲しいを形にします

お問合せ  0480-22-3301　natori-ss@natori-mnf.co.jp
本　　社 埼玉県上尾市愛宕3-15-14
 048-774-1153(代表)
久喜工場 埼玉県久喜市河原井町47番地
 （久喜菖蒲工業団地7-7-3）
 0480-22-3301
湾岸ラボ 東京都江東区青海2-4-10
 都立産業技術研究センター 315号
 

創業から68年

きる、当社独自の技術です。

アスリ②｠チタン加工
試作・開発が中心ですが、量産を見据えた試作・開発
をやらせていただいております。また、お客様のご要望を
最大限に汲み上げるものづくりとして、スポーツ義足の
製作をさせていただきました。感覚の世界にまでふみこ
んだ製作活動は、度重なるヒアリングと試行錯誤を経
て、ロンドンパラリンピック銅メダルとして結実しました。

③｠モールド（金型）について
プレス成形は金型が命です。この金型や治
工具を自分達で作り、試すことで、プレスの
本質を追求できるはずです。また、使い手
側の意見を反映させるなどして、「こういう
金型にしてみよう」で作ったことは、ノウハ
ウとして社内に蓄積されていきます。

http://www.natori-mnf.co.jp/index.html

アスリ トたちのやりたい、欲しいを形にします

本　　社 埼玉県上尾市愛宕3-15-14

久喜工場 埼玉県久喜市河原井町47番地アスリ

http://www.natori-mnf.co.jp/index.html④｠治工具製作
弊社では頭で漠然としているものを、具
現化しプロのための治工具を製作いたし
ます。この考える力は、弊社が大切にして
きた技術の一つです。60年間培ってきて
いる技術やノウハウと考える力で、ここに
まだないものを形にしていきます。

絶え間ない技術開発により
新たな価値を創造し
社会に貢献

TEL048-671-9909
(平日14：00～20：00)  家庭塾さくらだ

求人募集と広告の同時掲載が
可能になるので、経費を抑えながら
広範囲に情報を発信できます。

詳細 掲載サイズ 34 × 60ミリ
 掲載価格  10,000円（税別）
 掲載は、上尾商工会議所会員事業所のみ
受付／電話: 048-773-3111　受付時間: 平日(月～金) AM 8:30 ～ PM 5:00

求人募集と広告の同時掲載が

     情報誌あぴお に、                               
求人募集 ＋ 広告の掲載コーナー

ができました。

ご応募お待ちし
てます
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●あなたのげんきのおてつだい・上尾商工会議所●

採用難・働き方改革の取組みをテーマに
平成30年度「商業講演会」を開催

大石南支部　先進企業「石坂産業」
リサイクル工場を視察

　3月26日
㈫、上尾商
工会議所で
商 業 振 興
委員会（大
木保司委員
長）・商業部会（更科一郎部会長）・上尾市の主催により
「平成30年度 商業講演会」を開催、29名が聴講しました。
東証ＪＡＳＤＡＱに株式上場する中小企業専門のコン
サルティング会社「㈱エフアンドエム」営業推進本部 本
部長代行 加藤丈侍氏を講師に「人口減少・採用難・働き
方改革時代の到来 経営者・経営陣が今こそ取り組むべ
き３つのこと」をテーマに講演頂きました。現在中小企
業にとって関心の高い「人が採れて定着している会社
の共通点」「働き方改革と労働トラブル事例」「補助金
活用の基礎知識」などについて幅広く説明頂き、参加し
た会員企業は興味深く聴き入っていました。

　大石南支部（原田
嘉明支部長）は、3月
21日㈭、入間郡三
芳町にある「石坂産
業㈱」リサイクル工
場を視察し、会員
企業等12名が参加
しました。建設系廃
棄物のリサイクル
技術を開発し続け、
業界トップクラスの
減量化・リサイクル
率98％を達成している先進的な工場内で、業界に先駆け
て導入した先進設備や、「ゴミにしない技術」を徹底追及
した独自の処理方法の現場を間近で見学し、テレビ番組
等各メディアで紹介され年間来場者数３万人と注目され
る工場を視察でき、有意義な視察となりました。

　3月26日㈫、委嘱式が開催され、21代目となる「2019
フレッシュあげお」の3名(小熊彩椰さん・河合杏奈さ
ん・津崎奈南さん）へ前任者からタスキが引継がれま
した。また1年間の活動を終えた「2018フレッシュあげ
お」３名へ感謝状が授与されました。4月6日㈯開催の
「北上尾駅からハイキング」に参加して活動が本格的
にスタート、4月10日㈬には上尾市長・上尾市議会議
長・上尾商工会議所正副会頭等を表敬訪問しました。

▲(写真左)畠山市長・上尾市議会議長を表敬訪問（写真中・右）10㎞のハイキングコースを歩いた「北上尾駅からハイキング」

小規模事業者持続化補助金
　小規模事業者のほとんどは、経営資源が不足してい
ることから全国にネットワークを持ち、地域に密着し
ている商工会議所を活用しながら、地域の需要の変化
に応じた持続的な経営に向けた取り組みを支援し、地
域の原動力となる小規模事業者の活性化を図ります。
　本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画
に基づく、小規模事業者の地道な販路開拓等の取組
みや、地道な販路開拓等とあわせて行う業務効率化
（生産性向上）の取組みを支援するため、それに要する
経費の一部を補助するものです。
■ 対象者：小規模事業者[商工会及び商工会議所によ
る小規模事業者の支援に関する法律（平成5年法律
第51号）第2条を準用]

■ 対象事業：経営計画に基づき、商工会議所の支援
を受けながら実施する販路開拓等のための事業。
あるいは、販路開拓等とあわせて行う業務効率化
（生産性向上）のための事業。
■ 対象経費：①機械装置等費用 ②広報費 ③展示会等
出展費 ④旅費 ⑤開発費 ⑥資料購入費 ⑦雑役務費 
⑧借料 ⑨専門家謝金 ⑩専門家旅費 ⑪車両購入費
（買物弱者対策事業の場合のみ）⑫委託費 ⑬外注費
■ 対象になる事業の例：○チラシ・カタログの作成 
○ホームページの作成 ○店舗改装 ○看板作成・設
置など
■ 補助率･補助額：補助対象経費の3分の2以内・上限
50万円　※ただし取組みにより上限額が異なります
ので、詳しくは下記ホームページでご確認ください。
■受付締切： 2019年6月12日㈬【予定】
 ［締切日当日消印有効］

※詳細はhttp://h28.jizokukahojokin.info/ippan

業　種 常時使用する従業員数

卸売業･小売業
　　　 ５人以下

サービス業（宿泊業･娯楽業以外）

サービス業のうち宿泊業･娯楽業
20人以下

製造業その他

植木剪定、大工仕事、ふすま、
障子、網戸張り

掃除、除草、片付け運搬

窓ふき、室内掃除、植木の水やり
技　能 家事援助

サービス屋内外の軽作業

事　務

ーあなたの豊かな知識と経験を活かしませんかー
一般事務、経理事務、学習教室

　毛筆筆耕、あて名書き、
　チラシ配布

◎シルバー会員募集中
あなたの豊かな知識と経験を

活かしませんか
上尾市在住で60歳以上の方

上尾市大字平塚3001番地
TEL.048-779-5525
上尾市大字平塚3001番地

上尾市シルバー人材センター上尾公益社団
法　　人

　3月26日㈫、elise de 葉山庵(さいたま市大
宮区)で３月定例会・卒業式を開催しました。
青年部活動に多大な功績を残された9名の
卒業生に対し、遠山会長より卒業証書を授
与し感謝の言葉を贈り、卒業生からそれぞ
れＹＥＧ活動の思い出や卒業にあたっての
思いを語っていただきました。
　また、平成30年度最後の定例会で「創立40
周年記念事業」「県連 研修と交流の集い」と
二大事業を無事終えることができた１年を振り返り、各委員会より報告を行い参加者全員で労をねぎらいました。

「２０１９フレッシュあげお」３名の活動がスタート！

持続化補助金 検　索

Topics ……………………………………………上尾商工会議所が実施した主な事業をご紹介します

上尾商工会議所青年部  －3月定例会・卒業式開催－ 
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上尾商工会議所
四角形

上尾商工会議所
テキスト ボックス
https://h30.jizokukahojokin.info/



5月号8

あぴお2019_05_193号_上尾ハウジングステージ.indd   1 2019/04/19   16:43


	1面(今月の顔)
	2面(事業計画ならびに収支予算)
	3面(あぴおトレンドあらかると/私のとっておき/埼玉上尾メディックス)
	4面(初夏のイベント情報-1)
	5面(初夏のイベント情報-2)
	6面(会議所からのお知らせ-1)
	7面(会議所からのお知らせ-2)
	8面(広告ページ)



