第 回交流会報 告
わたくしども北部地区は︑ 月
日水曜日︑ラ・ボア・ラクテにて開催
させていただいた第 回交流会を担
当いたしました︒今回の交流会では︑
地元川越を代表する企業であり︑ま
た青年部に企業として所属していた
だいている︑イーグルバス株式会社
代表取締役社長 谷島 賢さまを講
師にお迎えし︑﹁ニーズを狙え！〜
ビジネスチャンスはここにある〜﹂
というテーマで講演会をおこないま
した︒
交流会を開催するにあたっては︑
地区会の中で早くから﹁北部は講演

作法として︑前方のテーブルから先

の︑地区会で出た意見﹁講師例会の
着順で着席する﹂をもとに設えてお
名ものメンバー

いたのが功を奏しました︒不安をよ
そに︑最終的には
に聴講いただけ本当に良かったです︒
講演は︑谷島社長の熱意溢れる話
術と圧倒されるテンポで聞き逃せな
いコンテンツが次々展開されていき
ます︒泉のように湧き上がる発想や
とても情熱的でありながら俯瞰的な
考え方︑ビッグデータの落とし込み︒
あらゆるものを﹁見える化﹂しなが
ら︑それを﹁人﹂の部分に折り合わ
せる︒
﹁こんなにカッコいい先輩がい

んでいかなければ﹂と︑多大な勇気

我々もより元気に各々の持ち場で挑

同席いただくにあたっては︑﹁節度

ズを盛り込んでの歓談︒講師の方に

とイーグルバスさまにまつわるクイ

くださった谷島社長に感謝するばか

た我々北部地区役員に懐深く応じて

猛暑の中︑打ち合わせに押しかけ

内容とすることはもちろん︑歓談の

会での声を反映し︑しっかりとした

の交流に重点をおこう﹂という地区

や品位を保つべきだ﹂︑﹁部員同士

りです︒

つでもおみやげを持ち帰っていただ

加いただいた皆さまの心に何かひと

し︑つくり込んだ今回の講演会︒参

が︑北部部員皆で細部にわたり工夫

至らない点もあったかと思います

た︒

だきました︒ありがとうございまし

でグレードの高いものをご用意いた

ご協力いただき﹃出血大サービス﹄

うことで︑ラ・ボア・ラクテさまにも

い食事﹄と﹃お酒﹄が欠かせないとい

良いものとするためには︑﹃美味し

させていただきました︒歓談をより

時間を多くとり交流を図れる設えと

会をやりたい！﹂と意見がまとまっ
﹄こちらについて

いざ迎えた当日︒開会時刻直前に

らえました︒

点もさまざま地区会の中で意見をも

して︑講師例会のマナーなど細かい

実の時間をご提供﹄できること﹂そ

当日来場くださる部員のかたに﹃充

﹁貴重な時間を割き︑かつ期待感で

会 審 議にて承認いただいた以 降も

事業目的はもちろんのこと︑役員

期に皆がまとまることができました︒

いらっしゃることに着眼︑比較的早

も︑ここ川越にビジネスの大先達が

をお願いするか

ていました︒では︑﹃どなたに講師

ご講演でした︒

と元気をいただけた大変ありがたい

第 部も 名のご参加︒川越観光

谷島社長と青年部一同

北部地区 幹事 小松 良江

けたなら嬉しく思います︒

今年も年末になってしまいました︒

よう ︑人 間 模 様 を 観 察 し な がら過 ご

２０１７年になって︑今年も目立たぬ

そうと決めた矢先に︑情報発信室メン

バーに抜擢されました︒未知のお役目

とメンバーのジョークに戸惑いながら︑
年で し た ︒ 番
1

で︑ 日を大切に︑成長していきたい

もあっと言う間に駆け抜けると思うの

きたいと思います︒きっと︑２０１８年

を観察しながら︑青年部に関わってい

ています︒来年も目立たぬよう︑周り

り︑皆様の何気無い情報が刺激になっ

近になって新会社を設立したこともあ

は身につかないのですが︑私自身︑最

することができました︒なかなか技術

苦 手な原 稿 作りやカメラ技 術を勉 強

トのシクログに興味を持ってみたり︑

ディングをしてみたり︑自転車イベン

メンバーに影響されてクラウドファン

たので︑不思議な感覚でした︒今年は

血液型を言うと引かれることが多かっ

に複数いたことでした︒今までに無く︑

驚いたのは︑血液型のＡＢ型が私以外

楽しく駆け 抜けた
1

えください︒来年もどうぞ宜しくお願

と思っています︒皆様︑良いお年をお迎

情報発信室 栗原 弘志

い申し上げます︒

石川 隆之／山田 義隆／松ヶ角 尚人
黒田 龍也／栗原 弘志

２０１８年度で 周年を迎えます︒

器の販売メンテナンスを行っており︑

弊社は新宿町でＯＡ機器ＩＴ機

佐々木 大志 さん

株式会社エコーステーション
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い致します︒

にご相談下さい︒今後も宜しくお願

であるエコーステーションにお気軽

やお悩みは︑私たちＩＴのドクター

会社におけるＩＴ機器のトラブル

を入れ取り組んでおります︒

代だからこそ情報セキュリティに力

まで行っております︒このような時

日祝日も含めて回線のトラブル対応

たインターネットサービスです︒土

ＮＴＴ東日本西日本の回線を利用し

ンターネット︼を開始いたしました︒

コラボレーション事業︻小江戸光イ

ポート体 制をより強 化する為 ︑光

また︑インターネットにおけるサ

ど発信しております︒

実施し︑最新の被害事例や注意点な

ペシャリストによる対策セミナーを

合研究所様等情報セキュリティのス

各地域にて埼玉県警察様・船井総

提案をしております︒

被害にあわないような情報提供・ご

報セキュリティ対策チームをつくり︑

せも多くなりました︒それに伴い情

多発している中︑お客様よりお問合

イルス被害︑ランサムウェア被害等

昨 今インターネットにおけるウ

20

長島 昌美さん

公共交通機関の大幅な遅延がありま

登録事業者数 222社

株式会社右京
した︒そのような事態になったもの

1
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都ユニリース株式会社
埼玉支店

らっしゃるのだから︑若さが売りの
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編 集 後 記

PR

インのユニフォームをきれいに上手に着こなす、これだけで更
にイメージはアップし、販促効果は倍増します。
共存共栄を理念とする弊社は企業様によくなってもらうため
の提案を基本としております。
これからも川越で末永く商売をさせていただく上で、微力な
がら川越がよくなるために何かお手伝いができればと考えてお
ります。
今後ともご指導ご鞭撻の程どうぞよろしくお願い致します。
皆様はじまめして。この度川越商工会議所青年部に入会い
たしました都ユニリース株式会社埼玉支店の仁科芳郎と申しま
す。弊社は企業向けのユニフォームの販売・レンタル・管理業
務・集配達クリーニングを行っている、繊維の街・岡山県倉敷
に本社をおく企業です。埼玉支店は関東の拠点となっており、
川越には平成21年に開設したばかりの新参者でございます。
ユニフォームは企業様にとって非常に身近な存在でありなが
ら、以外と企業の顔になっていることにお気づきになっていら
っしゃらない場合が多いようです。企業イメージに合ったデザ

2

お世話になります。株式会社右京の長島と申します。20年前
に個人事業主として創業致しました。
事業内容は、家電量販店からご依頼のエアコン工事、アンテ
ナ工事など販売された物全般の取り付け工事です。10年前から
下請けさんと共に仕事をし、その頃に有限会社インストレーシ
ョンを設立致しました。その後、株式会社右京へ社名変更して
今に至ります。
3年前から一般家庭の住環境に興味をもちましてお風呂の追
い炊き配管の内部清掃、換気システムのダクト内部清掃を追加
で始める事となりました。
お風呂の追い焚き配管内部は皮脂、入浴剤が残り温度も湿
度も雑菌が繁殖しやすく危険な状態です。換気扇排気ダクト内
部はダニやノミの温床と化し危険です。危険の意味は、健康被
害を及ぼすかも知れないという事です。ご自宅はもちろん、賃
貸、中古物件の空き室対策（差別化）にいかがでしょうか？
地元川越で、皆様のお役に立てればと思い川越商工会議所
様に入会させて頂きました。ご指導等、喜んでお受け致します
ので宜しくお願い致します。
平成18年（20 0 6年）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 力を生み出す
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
ことを念頭に活動をしています。

仁科 芳郎さん
写真：松本 貴仁さん
熱意溢れる講演 谷島社長

佐藤 愛美さん
10
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皆さん、こんにちは！この度、川越商工会議所青年部の一員
にしていただきました、アイファミーユの佐藤です。
アイファミーユは、2011年3月10日の東日本大震災前日に創業
した個人事業ですが、多くの方々に支えられて、今日まで続け
てくることができてきました。
弊社の主な事業は、従業員数数名から100人程度の企業様に
合った業務システムの提案・開発です。受発注から出荷管理、
有給休暇管理や工場での昼食弁当発注管理など、お客様が求
める内容に合わせたシステムを開発して来ています。
それ以外にも、英語・中国語の通訳・翻訳、輸出入業務のサ
ポート、チラシや小冊子など印刷物のデザインなども行ってお
ります。また、変わったところでは、風水理論に基づいた企業
経営・人材採用サポートも行っています。
業務内容があれこれあり過ぎて、「一体何屋さんですか？」
と聞かれることもありますが、何にでも対応できる企業のよろ
ず相談所的な存在になりたいと思っています。何かお困りのこ
となどがありましたら、気軽に声を掛けて下さい。

!?

アイファミーユ
52

川越商工会議所青年部とは

新入部員紹介
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各
室活動報告
活性化室
幹事 竹村

仁

今年より新たに設立されました活
性化室では︑十二月八日に行われま

慮しながら選定させていただきまし

選び︑会場の雰囲気や予算などを考

さんを利用させていただくこととな

た︒今回は﹁川越温泉湯遊ランド﹂

一年間の主な活 動としましては︑

気に満ち溢れている室であります︒

加 率 向 上 を 目 的 と し た チラシ 作 成

二ヶ月に一度行われます交流会の参

す︒内容につきましても︑一年を労

く和やかな雰囲気で行えると思いま

チャレンジしていく 部 署でもあり︑
う忘年会という趣旨ではございます

りまして︑年末の交流会にふさわし

一枚のチラシ作成でも互いに指摘を
年部のメンバーとしての団結力︑新

が︑ 日 頃 の 感 謝 や︑ 商 工 会 議 所 青

掛かっておりますが︑新しいことに

し合い︑より良いものを作れるよう

で す︒ 担 当 者 を 決 め て 製 作 に 取 り

に毎回意見を重ねております︒
写真や絵を入れて視覚に訴えるこ
学びながら楽しみながらの交流会を

ワードを盛り込み︑意見を出し合い︑

しいものを発掘していくというキー

す担当交流会に向けて八月から︑毎
とで︑青年部のメンバーからも好評

議所青年部を︑川越を活性化するべ

創ってまいります︒今後とも商工会

の声を頂いております︒
十二月の交流会では︑今年は金曜

月一回〜三回の室活動を行ってまい

日ということもあり︑会場選びには

りました︒活性化室では各地区から
おりますが︑毎回の室活動において

お花を眺めることや︑まして花を生

く努めてまいります︒

二名のメンバーの八名で構成されて

間の中で華道の成り立ち等の講義と
としては今 後も 折に触れ日 本の文

けること自体少ないですが︑修行部

忙しい日々の生活では落ち着いて

しく感謝しております︒

顔ぶれに変化があったことも大変嬉

変わった会となったため︑参加者の

また今回はいつもとは少し趣向の

つ作品へと変わっていきました︒

融合し︑それぞれが違った印象を持

お花に対する慈しみや個人の感性が

種類を選んで思うように生ける間に︑

でしたが︑３種類あるお花のうち１

くは華道を経験したことのない方々

中︑上着を脱いで花を生ける方の多

仕事帰りでスーツ姿の男性も多い

苦労致しました︒何ヶ所かの候補を

行部報告

加奈

も非常に参加率が高く︑皆さんやる

修
修行部
副部長 栃原
月６日︑川越商工会議所大会議

室にて華道の会を開催いたしました︒
松映斎

回全日本いけば

講師には︑古流松映会家元
山田理映先生︵第
なコンクールいけばな大賞・内閣総

ともに実際に花器や剣山︑生花を用

理大臣賞受賞︶をお迎えし︑約２時

いてお花を生けました︒

ゴ
隆之

ルフ同好会報告

会長 石川

ゴルフ同好会

鐘づくり

４

8

化や精神を通すことで︑より豊かな

12月担当交流会内容の確認

の

室会議

花 器 は デ ザ イ ンの 違 う 総 数

11/28

思っております︒

3

コミュニケーションの場となれ ばと

12月担当交流会内容の確認修正

講義では︑数ある流派のうち古流は

役員会

器をそれぞれ選ぶところから始まり︑

皆様︑小江戸川越ハーフマラソン大
変お疲れ様でした︒
また︑師走で多忙を極める中での青
年部活動︑大変お疲れ様です︒
今回は今︑私が直面している事業
承継について私が勉強した事のお話を
できればと思います︒
我が川越商工会議所青年部に所属
している皆様も会社の代表者︑または
後継者の方が大きな割合を占めてい
ると思います︒
私は後継者の方で︑今年４月から
社長に就任しました︒一言で事業承継
といいましても︑いろいろな面での承
継をしなければなりません︒大きく分
けてソフトとハードと言われています︒
ソフト面では客先︑取引先間の引継︑
業務内容の引継等があげられ︑ハード
面では株式等の純資産の受け渡し︑名
義変更︑会社の体制等があげられる
と思います︒ソフト面は会社によって
それぞれですし︑後継者の手腕も問わ
れます︒ハード面は皆様の会社似たり
寄ったりの苦労をしていると思います︒
一般的に事業承継には 年かかると
言われています︒特にハード面では如
何に税制優遇措置を取れるのか︑また︑
後継者の資金をどうやって捻出するの
かに掛かってくると思います︒我が青
年部にも士業の方々︑保険業の方々が
大勢いらっしゃいますので︑事業承継
をお考えの方はなるべく早く相談し
たら如何でしょうか︒最後は士業︑保
険業の回し者になってしまった感じも
しますが︑自分の為に理論や知識を身
に着けいい方向に持っていければいい
ですよね︒
情報発信室
幹事 牛村 淳一
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川越にゆかりがあるというお話や基

去る 月２日木曜日︑高麗川カント
リーグラブにて︑川越商工会議所第
回会員ゴルフ大会が開催され︑青年部
からは︑ 人ほど参加し︑全体では
人参加していますので︑約５人に１人
青年部が大会を盛り上げたと思いま
した︒その日は︑まさに最高のゴルフ
日和に恵まれ︑皆さん気持ちよくプ
レーできた事でしょう︒そして︑何と
言っても凄いのが︑この大会の優勝し
た方が︑中台ゴルフセンターの小島洋
一さんでした︒また︑飛び賞にも︑多
数の青年部員が絡み非常に良かった
大会でした︒
３日後︑ 月５日日曜日︑２０２０
オリンピック会場の霞ヶ関カンツリー
俱楽部で約２時間にわたり︑安倍晋
三首相とトランプ米大統領が男子ゴ
ルフの松山英樹プロを交えて９ホール
を回った︒共通の趣味を通じて信頼関
係を深める﹁ゴルフ外交﹂が狙い︒ト
ランプ大統領が︑
︵乗用カートがない
ゴルフ場は︑初めてだ︶との一言が︑一
番印象に残りました︒川越で︑日米の
ＴＯＰが︑来られた事を誇りに思いま
す︒
次回のゴルフコンペは︑３月を予定
していますので︑多数のご参加をよろ
しくお願いします︒

7

本の生け方を教えていただきました︒

いた﹁皆勤賞﹂や一年の活動を通し︑
最も貢献した会員に送る﹁ＭＶＰ・Ｖ

12月担当交流会内容の確認修正

は主に協賛企業対応という事で活動

次

室会議

して参りました︒４月早々には今年の

10/31

ラソン報告

そして︑今日まで多大なる御理解

Ｐ﹂発表︒

8

マ

回全体協議会
︵第 回︶

退となる﹁卒業式﹂を行います︒

と御尽力いただき︑今年度をもって引

室会議

に横田実行委員長︑肥沼部長と共に特

正博

10/ 6

マラソン開催報告並びに協賛のお願い

副部長 山本

交流推進室担当

全体協議会及びマラソンについて

マラソンについて
12月担当交流会内容の確認修正

別協賛のサミー︵株︶様を皮切りに︑

室会議

︵株︶報知新聞社様︑
︵株︶コーセー様

年の総決

11/14

情報発信室担当

年目を終え︑新たな

7

など訪問に伺って参りました︒このよ

全体協議会及びマラソンについて

貴正

算

室会議

副部長 山口

今年度 全体協議会は第 回目
を迎えます︒

10/19

なりました︒

6

うな企業訪問は私にとって良い経験と

今年度の活動を振り返り︑互いを

マラソンについて

今 回 が８回 目 と な る 小 江 戸 川 越

２０１７年度事業活動および次年

室会議

またその他の協賛企業におきまし

労う場として︑また次年度に向け決

11/ 8

ハーフマラソン２０１７も盛大に開催

度に向けて青年部として大事な報告
と発表の場となります︒

マラソンについて

ては今回から各副部長︵各地区・室︶

地区会

に対応を分担していただき︑各担当の

11/14

た︒これも偏に皆様一人ひとりのご尽

起集会の場として思い出に残る楽しい

23

し︑無事に終了することができまし

例年通り︑議長進行による協議会︒

11

第52回交流会について

皆様には大変なご尽力をいただきま

皆様が主役となる場です︒多くの

場としましょう︒

第52回交流会について

交流会

力の賜物だと思っております︒ご協力

各地区・室による今年度の活動報告
会︒

地区会

10/25

その後も大会開催に向けて超えな

10/12

して誠にありがとうございました︒

25

交流会会場打合せ・確認

いただきましたすべての方に御礼申し

マラソンについて

幹事会

会員の参加をお待ちしております︒

地区会

10/11
地区

室

https://kawagoe-yeg.jp/
https://kawagoe-yeg.jp/

また青年部活動に全て参加いただ

20

上げます︒大変お疲れ様でした︒

マラソンについて

ちひしがれそうにもなりましたが︑多

地区会

ければならない多くの壁があり︑打

11/15

さて︑実はこの文章は︑開催日より

4

前にペンをとっておりまして︵汗︶︑
何とかやってこれたというのが正直な

くの人たちの手厚いサポートがあって

した︒

持っている力を実感させていただきま

ところです︒改めて皆様一人ひとりが

今 年 の 小 江 戸 川 越 ハ ー フマ ラ ソ ン
お伝えしたいと思っております︒

２０１７の内容につきましては次回︑
︵掲載写真は本年度の物︶

マラソンについて

10

11/15

活性化

18

未定

交流
推進

役員会

1

白熱した練習をする一同

16

97

マラソンについて

マラソンについて

北部

※11月役員会時点 予定含む

18

4
地区会

地区会

西部

10/16

南部

10/30

議題・内容等

!! 10

18

11

イベント

東部

11/15

情報
発信

11

20

参加人数
日付
地区・室

私は今年度より情報発信室の副部

10 月・11 月の各地区・３室活動状況報告

華を愛す島﨑相談役
華と同化する二幹事
華に愛されている飯野副部長

81

長ということでマラソンに関しまして

蔵の街を疾走するランナー達

蔵の街を快走するハーフTOPランナー
1,080本の旗づくりに燃えるメンバー達

26
朝礼にて
早朝5:00
11月26日

前日準備の朝礼のようす
11月25日
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