「NASの社長本 発売」 柴山 良成社長によるマル秘エピソード本出版。

第二十七回交流会報告

「外苑美人（エステ）出店」 エステ路面店を始めて出店しました。

「ゆるるん お女子の会

現代女性の新しいライフスタイルを見つけ出す会です

去る六月十六日︵土︶﹁第五回川越八幡宮こど
も相撲大会﹂が県内外から約二百五十人の豆力士
参加の中盛大に開催されました︒勝負の神様を祀
る当神社では︑国技である相撲を通じて正々堂々
と取り組みをすることはもちろん﹁礼に始まり礼
に終わる﹂ことの大切さ︑勝っても負けても相手
に敬意を示すことに主眼を置き大会を開催しまし
た︒また︑大会中に春日野部屋力士との交流会も
行われ︑大きなお相撲さんに挑戦するこども達に
は大きな歓声が上がりました︒
心配されました天候もこども達の熱戦に雨雲も
遠のき︑また観戦した父兄や先生の皆さんにもこ
ども達の真剣な取り組みに感動一杯の﹁八幡場
所﹂となり︑成功裏に閉幕しました︒
結びに︑今大会にご支援ご協力を賜りました川
越市を始めとする公共団体︑協賛企業︑ボラン
ティアの皆さまに心より御礼を申し上げます︒
会報誌﹃鐘の音﹄が
四月で五回目のリ
ニューアルになりまし
た︒タイトル周りの書
体も情報発信室のメン
バーの中で決めました︒
いかがでしょうか？
情報発信のツールと
してこの紙面を是非ご
活用下さい︒何でもか
まわないのでお気軽に
情報発信室メンバーへ
お声掛けください︒
ところで私の愛読す
るマンガワンピースか
ら引用させていただき
ます︒
﹃我々は嵐の中でその
灯に手を差しのべられ
た・・・聞こえるハズ
もない嵐の中で・・・
私はこの・・・鐘の音
を聞いたんだ・・ ﹄

﹁企業の成功法則〜不況期に不可欠なもの〜﹂

松村・笹岡・京野・小峰・
金井・服部・一川︵立︶・
一川︵直︶・平野・大野・
小林・福島・山田・
吉田︵智︶・吉田︵康︶・
福田・松ヶ角・國分

青年部情報発信室

編集後記

笹岡

青年部の皆様の心に
鐘の音 が響き渡り
ますように・・・

!
!
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岡 千絵」 女優 岡千絵さんによる

心地よくトレーニングできる広いジム︒ゆったりと気持ちよ
く泳げるプール︒大人の空間を大切にした地域密着型スポーツ
クラブです︒
私たちにスタッフにできることはスポーツを通じて川越の皆
さまに健康で喜びに満ちた生活を送っていただくことのサポー
トしかありません︒そこにやる気と情熱を傾ける熱いクラブを
目指しております︒
当社は︑ダイワハウスグループとして﹁カラダだけではなく
ココロも明るく元気にするサービス﹂の提供を目標とし︑多く
のお客様に支えていただいております︒川越店は二十周年とな
りました︒ひとえに皆さまのおかげと感謝しております︒商工
会青年部の皆さまがもし︑スポーツクラブを始めるときは思い
っきり勉強させていただきますので是非お声が下さい︒
それでは
最近の
の取り組みトピックスをいくつかご案内させてい
ただきます︒

む

「NAS銀座進出」プレミアムスポーツクラブを銀座に出店しました。

「NAS六本木進出」プレミアムスポーツクラブを六本木に出店しました。

「トライアスロン J
TUスポンサー」日本トライアスロン連合の公式スポンサー。

ht
t
p:
//bl
ogs.
yahoo.
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j
p/kawagoe̲cci
yg
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川越駅徒歩 3分！
このように︑いろいろなことに取り組んでおります︒
川越もこの会社の勢いに遅れを取らぬようスタ
ッフ一同日々成長できるように頑張っております︒ま
だまだ︑お客様に満足を提供できるレベルまでにはき
ておりませんが︑必ずお客様に満足いただけるクラブ
にできるようにいたします︒その為にはいつもかわい
がっていただいている商工会青年部の諸先輩方並びに
励ましや応援をしていただける地元の皆さまの力が欠
かすことはできません︒どうか NAS
川越と良い関係を
築いていただければうれしいです︒
今後ともご指導ご鞭撻の程よろしくお願いいたしま
す︒どうかどうかよろしくお願いいたします︒

「ビーチバレーNASカップ開催」ビーチバレーの日本代表を応援しております。

その後︑深堀会と称した懇親会におい
ても︑杵渕先生および日創研の社員の
方々と交流をはからせていただきました︒
ご入会を検討されている事業所の方々も︑
青年部の活動の一端をご覧いただいたこ
とで︑より深い興味をもたれたことと思
います︒
新年度のご多忙の折︑ご参加いただい
たメンバーの皆様︑入会をご検討されて
いる事業所様︑そして何よりも︑働くも
の同士の価値観の共有の大切さを最後に
訴えられ気迫を込めたご講演をいただい
た日創研の杵渕
隆様に御礼を申し上げ︑
交流会報告とさせていただきます︒

青年部登録社数：173社

横浜にNAS大型店舗を出店しました。
出店」
「NAS中山

西日暮里にNASﾋ
ﾞ
ﾙ
８Ｆ全てがＮＡＳです。
「NAS西日暮里 出店」

西部地区 木村幹事

川越商工会議所後援
川越商工会議所後援

平成24年6月22日（金）

N
A
S

N
A
S

創立以来七年目の春を迎えた新年度第一回目
の交流会は︑中小企業支援に熱い志を抱かれる
株式会社日本創造教育研究所 東京本社代表取締
役 杵渕 隆様を講師としてお迎えし︑また入会
を検討されている事業所の方々にも参加いただ
き︑西部地区担当のもと氷川会館にて行なわれ
ました︒
荘厳な氷川の杜に小雨が降る中︑夕方六時よ
りお集まりいただいた九〇余名の皆様に︑まず
企業ＰＲタイムの中でＮＡＳ川越様のインスト
ラクターによる︑青年の集いらしいエアロビク
ス準備運動が行われました︒額にうっすらと汗
がにじむような軽い運動で集中力が高まったと
ころで︑杵渕先生にご登壇いただき︑ご講演が
始まりました︒日創研︑および先生の自己紹介
をまじえながらも︑冒頭より﹁凡事徹底﹂︑
﹁経営理念の大切さ﹂などの基本的な考えをお
話いただきました︒その後︑先生のお話を挟み
ながら７名程に分かれたグループディスカッ
ションを行いました︒先生から出されたテーマ
は﹁中小企業の強みとは﹂﹁自社の強みとは﹂
﹁人財づくりのポイントと業績の向上とは﹂
﹁社内でモチベーションを上げるには﹂など基
本的でありながらも日頃改めて考えが及びにく
いことでした︒そして各円卓では青年という枠
の中で同質の者が意見を述べ合うからこそ得ら
れる︑刺激に満ちた化学反応が発生するのを感
じ取れました︒杵渕先生は︑各グループの
リーダーが発表する内容を受け止めながら
も︑示唆に富み︑かつ明快なご説明をされ︑
不況期に直面する各事業所の青年部員に︑
進むべき道を指し示していただいたのでは
ないでしょうか︒そして最後に成功企業の
事例の説明を︑また質疑応答ではメンバー
自身が直面する具体的な問題にも詳細な解
決方法をご教授いただけました︒

第５回川越八幡宮こども相撲大会
第５回川越八幡宮こども相撲大会
第25号
川越商工会議所
青年部会報誌

（はしもと

英治
えいじ）さん
NAS川越
橋本
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㈲埼玉清掃

はじめまして︑この度川
越商工会議所青年部に入会
させて頂きました有限会社
埼玉清掃の齊藤隆信と申し
ます︒
川越生まれ川越育ちの生
粋の小江戸っ子で︑年齢は︑
こってり油の乗った 4
歳
1で
す︒
当社は設立以来︑川越市
内で事業系廃棄物運搬業・
浄化槽保守点検・浄化槽清
掃及び運搬業を細々と営ん
でおります︒
今回︑川越商工会議所青
年部に入会させて頂いた切
っ掛けは︑社団法人 川越
青年会議所で現役時代にお
世話になった横田先輩が︑
この度川越商工会議所青年
部をご卒業間近と伺い︑取
り急ぎ入会させて頂きまし
た︒
諸先輩方の指導の下︑知
性や感性を磨かせて頂き︑
新たな発想や活力を育み川
越のまちの発展に取り組ん
で参りたいと思っておりま
すので︑よろしくお願いい
たします︒

南部地区

（さいとう たかのぶ）さん

はじめまして︑この度川越商
工会議所青年部に入会させてい
ただきましたひろせクリニック
の廣瀬哲也と申します︒
川越生まれで十八歳までこの
地で過ごし︑仙台︑新宿等をへ
て川越に帰り実家の病院をつい
でから十七年経ちました︒
この間 青年会議所に属しま
ち造りの一員という観点を持っ
て地域医療に取り組んで参りま
した︒
その後︑ 平成二十四 年三月に
一念発起し︑新たに新富町の木
村屋ビルに診療所を開業したて
のほやほやです︒
当院では地域のかかりつけ医
として幅広い総合診療を目指し
ています︒また病院時代の人脈
を生かし大学病院︑がんセンタ
ーなどへのシームレスな連携も
行ないます︒
今回川越商工会議所青年部に
入会させていただきありがとう
ございました︒
様々な業種の皆様との交流を
通じて自らを磨くとともに﹁住
みやすい街川越﹂造りに微力で
はございますが取り組んで参り
たいと思っております︒
今後ともご指導︑ご鞭撻の程
よろしくお願いいたします︒

はじめまして︑ケーズサ
ポート代表︑河村賢治と申
します︒
この度︑何かのご縁︑繋
がりから川越商工会議所青
年部に参加させて頂くこと
になりました︒
事業内容は︑建築業にな
るんですかね︑荷揚げ︑解
体など請け負ってます︒
開業して間も無いですが
皆様の支えに喜んで貰える
仕事をしたいと思います︒
そして︑みんなで支え合
い楽しい職場環境を作る努
力を惜しまず忘れずに頑張
って行きたいと思います︒
今後とも皆様︑宜しくお
願いいたします︒

隆信
齊藤

賢治

この度川越商工会議所青
年部に入会させていただき
ました︑税理士法人 長岡
会計の長岡千晶と申します︒
弊社は︑脇田本町にて税
務・会計に関する相談︑財
務書類作成︑申請や申告︑
経営に関するコンサルティ
ングから監査まで︑公認会
計士︑社労士及び行政書士
事務所を併設して企業と個
人様の総合サポートサービ
スを提供しております︒個
人事務所時代を含めますと
五十年以上川越でお世話に
なっております︒
私自身は小学校から所沢
で育ち埼玉都民を続けてお
りましたが︑昨年︑父が代
表を務める弊社に転職致し
ました︒地元でのコミュニ
ティを探していたところ︑
公私ともにお世話になって
いる方にこちらをご紹介い
ただいた次第です︒
異業種の方々との貴重な
交流の場として参加させて
頂くと共に︑微力ながら地
域貢献を果たしていきたい
と存じます︒どうぞよろし
くお願い申し上げます︒

この度︑川越商工会議所青
年部に入会させていただき
ました︑株式会社サンライ
ズクリエートの佐藤直介と
申します︒
当社は生命保険・損害保
険の代理店として皆様をあ
らゆるリスクからお守りす
るリスクコンサルタントと
して日々活動しております︒
今回︑川越商工会議所青
年部に入会させていただい
たのは︑日ごろ地域の皆様
にご指導いただいているこ
とへの恩返しと︑自分たち
が培ってきた交通安全等の
活動が少しでも役立てばと
思ったためです︒
まだまだ︑未熟者ですが
先輩方からいろいろなこと
を学ばせていただき︑川越
の地域活性に少しでも貢献
できるよう微力ながら取り
組んで参りたいと思ってお
ります︒
今後とも︑ご指導・ご鞭
撻のほどよろしくお願いし
ます︒

（かわむら けんじ）さん

青年部のメンバーには、
TVに出演される方が多いのを
ご存知ですか？
このお二人「もやもやさまーず」
に出演されていました・・
河村

お花見綺麗で
最高でしたね！
ケーズサポート

（こいわい さだゆき）さん

はじめまして︑この度川越商
工会議所青年部に入会させてい
ただきました有限会社 立ち華
葬祭の小岩井 貞幸と申します︒
茨城県生まれの四十四歳です︒
川越に越してきて十七年︑設立
十年です︒
日本の社会は高齢化社会にな
りました︒この実年︑やすらぎ
の里が大変混み合っております︑
その為一週間以上待つ事があり
ます︒
悲しみのなかで︑あわただし
く準備を急ぐご遺族は葬儀の費
用や内容を葬儀社に任せがちで︑
色々な支障やトラブルになって
しまうケースが多く見られます︒
これからの葬儀は︑生活者の立
場に立った生活関連事業として
の位置づけ︑ご遺族に葬儀内容
を吟味してもらい︑ご遺族の合
理的で納得のできるサービスと
料金を明示し対応しなければな
らないと思います︒
当社はやすらぎの里と︑同じ
価格で葬儀のできる葬儀式場を
川越市大仙波九七〇 一‑
メモリ
ードホール川越を昨年十一月に
オープンいたしました︑いつで
も御自由に見学してください︒
会員価格があります︒

とは平成十八年 二(
〇〇
六年 五)
月二十九日設立
川越に集う青年経済人
に﹁互いの知性や感性
を磨き合い︑新たな発
想や活力を生み出場﹂
を提供することを目的
とし︑次代の川越商工
会議所と川越市経済界︑
そして埼玉県西部地域
の更なる発展を推し進
めていくことを念頭に
活動しています︒

はじめまして︑この度︑入会さ
せていただいた ︵有︶ Of
f
i
ceLi
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Bear
s矢澤英昭と申します︒
当社は︑音楽出版管理・原盤制
作管理・音楽制作・コンサート企
画制作運営など音楽プロダクショ
ン業を行っています︒
なぜ？川越？そうですね︑︑︑
一九九〇年設立 神宮前を経て現
在は渋谷東急本店近くに︵二〇〇
〇年より︶事務所を構えています︒
近年急激にデジタルディバイス
が進化し大量のデータを送れる環
境が整ったため数年前より自宅の
一室に業務機能の一部を移せるこ
ととなり川越で過ごす時間も増え
てまいりました︒
夏季経営セミナーや小江戸川越
マラソンなどで青年部の方々との
交流機会も多くなりこの佳き出会
いを大切にしより深いお付き合い
させて頂きたいと思い入会させて
頂きました︒
皆様にご指導いただきながら
より良い川越の街創りのお手伝い
が出来︑多少でも役立つことが出
来れば
そして︑笑顔が溢れ 素晴らしい
明日を描ける川越の子供達が溢れ
日本一住みやすい街︑川越にな
れればいいなぁと思ってます︒
﹁小江戸川越↓夢が持てる街↓夢
が叶う街↓夢のような街﹂を築き
たい︒
一人では何も出来ませんが︑み
なさま宜しくお願いします︒

南部地区

哲也
廣瀬
直介
佐藤

（ひろせ てつや）さん
（さとう ただすけ）さん

ひろせクリニック
㈱サンライズクリエート

東部地区
西部地区

貞幸
小岩井

千晶
長岡
英昭
矢澤

（ながおか ちあき）さん
（やざわ ひであき）さん

税理士法人 長岡会計
(有)OfficeLittleBears

㈲立ち華葬祭

川越商工会議所青年部

ようこそ
青年部へ

南部地区
西部地区

北部地区
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