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日々営んでおります。

けないカフェに成長して行こうと

多々ありますが、川越の魅力に負

カフェですので至らないところが
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は西部地区の交流会としては物

西部地区の前副部長である木

最後に、今一度、青年部の設

並びに川越市経済界、さらには埼玉県西

交流会を終えて

村体制のもと初めて行われた交

立趣意を掲載し青年部の発展に

篠原隆徳

年部」を設立し、次代の川越商工会議所

足りないと感じ、過去の交流会

年部 交流の向こう側」と銘打
流 会 に お い て、
「青年部の可能

寄与いただければと思います。

ことを目的として、「川越商工会議所青
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「自己紹介＆企業ＰＲ」を、
2部ではビジネスマッチングと
性」と銘打ち、青年部の成り立

西部地区幹事
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行政書士篠原法務事務所

に「互いの知性や感性を磨き合い、新た

去 る4月

バルを合わせた「まちバル＆ビ
ちから、他団体との比較、さら

当日の交流会では、多くのビ

「～当会議所は、川越に集う青年経済人

を思い起こしました。

ジネスまちコン」を開催し、大
に今後青年部でやっていきたい

社を代表してきている以上、仕

というタイトルには少し勇気が

ジネスマッチングの成功が聞か

おりますが、西部地区はこれで
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5月29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
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川越商工会議所と川
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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
活動をしています。

「青年部設立趣意書」 （抜粋）

区担当交流会は、1部では「青

きな反響と盛会のうちに終える

た。その際に出た意見をそのま

事として意見をあぶりだしまし

そもそも、島﨑新部長になっ

まにしてはいけないと思い、意

ことができました。
て初の交流会を担当することが

入会して5年弱、青年部として

事の話がしづらい会では成長も
そろそろ堂々と仕事の話をして

年 を 見 据 え、
西部地区の十八番である
「バル」

もいいのではないか、との皆の

必要でした。青年部では「仕事

れ、西部地区会員一同、開催意

なりました。

の話より、まず交流」と言う風

ただし、
「ビジネスマッチング」

を企画できたと思っております。 意見が固まり、今回の交流会と

を合わせた、素晴らしい交流会

った「ビジネスマッチング」と、 な い、 設 立 か ら

もおそらく一度もやっていなか

の会を開ければと考えたところ、 る話し合いの中で、やはり、会

決まった昨年の 月の時点では、 見の多かった「ビジネス」関連
講師を呼んでセミナーを開こう

川越商工会議所
青年部とは

潮が少なからずあると思います。 義が大いにあったものと喜んで
ただし、西部地区会での度重な
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南部地区

東部地区

田島板金工業

ラ・コッコロ

代表

田島祐司

上野幹継

さん

さん

はじめまして。
「グラフィックデザイン」と「マーケティング

田島板金工業では金属を中心とした屋根、外壁や雨どいの施

コンサルティング」をやっております上野と申します。

工を行います。

私は、文具・玩具メーカー等で長年「企画開発マーケティン

金属を薄く平らな形状に形成したものを板金と呼び、それを

グ」に携わって参りましたので「一般のお客様」に向けた「物

切断加工や曲げ加工により様々な形状に加工します。

作り」と「売る戦略作り」を得意としております。

いろいろな種類がある板金の中で、建物の屋根や壁、雨どい
の加工施工を行っているのが建築板金です。一般的な新築住宅

よく、ご相談頂きますのは「売れると思って作ったんだけど

から工場の大きな鉄骨造の建物、また、リフォームの施工もや

…」という当初の思惑と違ってしまったという内容です。お話

っています。

を伺い、絡まってしまったお考えを一緒に整理しながら置き直
し「どのタイミング」に「どのような形」で「一般のお客様」

建築板金では、さまざまな形の屋根や外壁に対し金属板を折
ったり、切ったり、曲げたり、雨が建物内部に侵入しないよう

にお知らせしていく方がいいか、試して頂く方がいいか等、ご

に、風で飛ばされないようにします。特に複雑な形状の屋根と

希望を交えながら組み立てて行くのが主な仕事です。
また、
「一般のお客様」にご提示するには「可視化」する事

なるとさまざまな角度が入り組んでくることが多く、角同士の

が不可欠ですので「グラフィックデザイン」まで含めてワンス

取り合い部分などは、職人芸の世界とも言えます。

トップでご提供出来る環境もございます。

また、趣味も兼ねて手作りでオリジナルシルバーアクセサリ

このような事でお困りの事業主様、お気軽にお声掛け頂けま

ーのショップもやっています。ペンダントやリングバングなど

したら幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。

を造ったりします。どちらもお客様に喜ばれたとき、笑顔を見
たときが一番嬉しく思います。

新 入 部 員 紹 介

New Fa c e
西部地区

北部地区

株式会社
埼エネコーポレーション

有限会社出光工務店

古嶋剛篤

代表取締役

斉藤 哲

さん

新入会員の株式会社埼エネコーポレーションの古嶋と申しま

さん

初めまして。この度、川越商工会議所青年部に入会させて頂

す。何卒宜しくお願い致します。

きました有限会社出光工務店の斉藤と申します。

当社は、太陽光発電・蓄電池・オール電化等、次世代エネル

当社は「良い建物・良いアフター」をモットーに、土地探し

ギー商材を取り扱う施工販売会社でございます。

のお手伝いから木造住宅の新築、リフォーム、重量鉄骨の建物

次世代エネルギーは、子供たちの未来に向け必要不可欠なも

から各種施設の営繕管理まで幅広く、お客様のお手伝いをさせ

のです。次世代エネルギーの伝道師として少しでも、皆様に知

て頂いております。

って頂ければと思い入会致しました。

以前、他社に現場監督として勤めていた時には現場の人間と

まだまだ半人前ですが、諸先輩方々の後姿を見て、少しでも

しか付き合いがありませんでした。地元である川越に戻って来

自分の経験に役にたつ、また、皆様のお力になれる様、これか

て多くの仲間を作りたいと考え、青年部に入会させて頂きました。

らも精進して参りますので、今後とも、ご指導ご鞭撻宜しくお

交流会などの活動を通して、多くの方々とお知り合いになれ

願い致します。

ればと思っております。宜しくお願いいたします。
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編集後記

第 回交流会はビジネス街バ

ルということで、仕事のお話を

しながら、霞ヶ関駅近辺のお店

を食べ歩きするという今までに

ない懇親会のスタイルで、とて

も有意義な時間を過ごせました。

マッチングに成功した方は、Ｃ

ＬＡＳＳＩＣに掲載されるとい

うことなのでそちらも楽しみで

月日の過ぎるのは早いもので

http://blogs.yahoo.co.jp/kawagoe_cciyg

すね。

梅雨独特

今年も半分が過ぎてしまいまし

いかがでしょうか？

た。年始に立てた目標の進捗は

のジメジメした雰囲気を振り払

土金

一川（直）／京野／近藤（孝）／近藤（武）／櫻井
富澤／馬場／本多／矢野／吉田（雅）／吉田（康）
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い、２０１５年後半も頑張って

登録事業者数 203社

（平成27年4月現在)

いきましょう。
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