﹃全員集合 ﹄

２０１７忘年会だよ

Kane-no-ne

ますが︑自分史上最高に盛り上がっ

過去数々の忘年会を経験しており

も想定しておりませんでした︒

あれほど盛り上がるとは主催者側

訳ございませんでした︒﹄

合の付かなかった方々には大変申し

まった方々︑商売上どうしてもご都

したので 他の忘 年 会と重なってし

まずは一言︑﹃忘年会シーズンで

ただきました︒

のご厚意のもと盛大に開催させてい

会を︑川越温泉湯遊ランド木所社長

化室のメインイベントとなる大忘年

去る昨年の 月 日︵金︶に活性

!!

た忘年会になりました︒これも偏に

瀬谷 浩さん
ていく流れを皆さんも感じることが
できたのではないでしょうか︒
なんと︑カラオケ大 会の最 終 曲
﹃サライ﹄では︑地区を飛び越えて︑
全員肩を組んで大輪になっての大合
唱になりましたね︒
今思い出しても胸の奥が熱くなり
ます︒皆さんのご協力に本当に﹃感
活性化室は今期新設された〝室〟

謝﹄﹃感謝﹄の忘年会でした︒
です︒須賀副部長が新設時に悩んだ
的は︑交流会への出席者数︵率︶の

課題でもありますが︑活性化室の目

どうすれば交流会に足を運んでも

向上を掲げました︒
らえるのか︒全員で考えた末︑先ず

実は︑先約の入っていた川越温泉

みました︒交流会の回を重ねるごと

なければと︑チラシの改善に取り組

は交流会の案内に目を通してもらわ
湯遊ランドを︑木所社長にご無理を

た︒残念ながら︑忘年会は最高の出
席率とはなりませんでしたが︑最高

に少しずつ手応えも感じておりまし
た︑通常動かさない〝花道〟を我々

場を確保させていただきました︒ま
青年部会員の皆様の個々のパフォー

の思い出になりました︒

参 加していただいた皆 様の個々の

ました︒
活性化室 鈴木 誠

の達成感でした︒大変お世話になり

ましたので︑メンバー全員︑大満足

きました皆様の素敵な笑顔を見られ

で大変でしたけれど︑ご参会いただ

十分な時間は取れませんでしたの

活性化室の準備の話しですか？

だきました︒

のイメージに合わせて動かしていた
改めまして︑木所社長のご厚意に

の表れと感じております︒

感謝致します︒ありがとうございま

マンスと団結力が相まった相乗効果
例えでは１＋１＝２ではないとよ

忘 年 会はキーワードを﹃ 感 謝 ﹄

す︒

忘年会の内容に少しふれておきま

した︒

く言いますが︑１＋１＝ の現実を
会いただきました皆様︑大変ありが

目の当たりにした経験でした︒ご参

今回の忘年会は︑活性化室の今期

とうございました︒

パフォーマンスで盛り上げていただ

序 盤では ︑ゲームやカラオケに

﹃団結﹄﹃発掘﹄としました︒
た︒そこで︑各地区の活性化・一体化

いたこともありまして︑色々なキャ

期最高の出席率を目指しておりまし

の集大成の担当企画でしたので︑今

対抗のゲーム＆カラオケ大会を設け

有名人もたくさん登場しました︒ま

ラクターの﹃発掘﹄がありましたね︒

を狙っての企画ということで︑地区

も向上するだろうし︑各地区の活性

徐々に各地区の﹃団結﹄が強くなっ

た︑ゲームとカラオケが進むと共に

最近︑ユーチューブで野球関係を検索
﹁とくさんＴＶ﹂という某草野球チー

していたら︑面白い番組を見つけました︒

ムのメンバー通称︑とくさん︑ライパチ︑

をもっと広めていこうという趣旨の番組

アニキの主に３名で草野球に限らず野球

帝京高校から創価大で活躍しプロ注目

です︒番組名にもある﹁とくさん﹂は

番組の内容は世の中に出回っている野

選手いわゆる﹁プロ注﹂だったそうです︒

ブ︑バットなど︑ほぼすべてのメーカー

球練習ギア︵日本製に限らず︶やグロー
を試して解説をしているので︑非常に為
試合や練習内容を打ち上げの居酒屋で

になります︒また︑自分たちのチームの

るのも非常に見応えがあります︒

お酒を飲みながら熱く野球論を語ってい
ここ最近では︑用品メーカーの方が
を解説してくれているということで︑各

﹁とくさんＴＶ﹂を観て自分たちの商品

品を出したりしています︒更にすごい

メーカーとの企画だったり︑コラボで用
ことに現役プロ野球選手や現役メジャー
繋がって出演しています︒すごいことで

リーガーなども観ているそうで︑実際に

くさんありますが︑
興味のある方は是非︑

すよね︒まだまだお伝えしたいことがた

石川 隆之／山田 義隆／
松ヶ角 尚人／栗原 弘志

株式会社竹悠の竹村と申します︒
弊社は川越市内に三店舗の飲食店を
構える会社です︒
創業から十二年目を
迎えることができました︒
お客様︑地
域の皆様の支えがあってこそだと感
じております︒
ありがとうございます︒
お店の紹介をさせていただきます︒
一号店になりますのは︑本川越駅より
徒歩二分のところにあります︑鮮魚
と炉端焼きを中心にした和食居酒屋
﹁いっしょけんめい﹂です︒
昨年の六月
に全面改装致しまして︑
天然無垢の白
木を使い︑
落ち着いた雰囲気の店内に
変更致しました︒ご宴会等のご予約
も承っておりますので︑どうぞご利用
ください︒
二号店は︑川越市駅より徒
歩一分の
﹁六軒町一丁目商店﹂
という川
越には珍しい立ち飲み屋で︑ロクイチ
の愛称で親しまれております︒
串揚げ︑
おでんを中心に日替わりメニューが
充実︑
お気軽にお立ち寄りいただけま
す︒
二階席は三十名が座れます︒
十五
時から年中無休で営業しています︒
三
号店は立ち飲み屋の向かいにありま
す﹁六軒町バルミスモ﹂です︒
こちらは
ワインとお肉のお店でスペインのバル
をイメージしたお洒落な店内で気軽
にワインがお楽しみいただけます︒
皆
様の気分に合ったお店を選んで頂い
て︑スタッフ一同心よりご来店お待ち
しております︒

竹村 仁 さん

株式会社竹悠

西部地区

川越商工会議所青年部 会報誌
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一度観てみて下さい︒

登録事業者数 222社

鐘つき通りの路地裏にございます。
川越にお店を出して感じたことは、熱い思いをもって川越を
愛している人がすごく多いことに驚きました。川越祭りや小江
戸川越マラソンなど多くの人たちが一丸となり川越ならではの
ビックイベントを間近に見て感動いたしました。
これから2020年のオリンピックに向けて更に多くの人たちに注
目される街になると思うので、その中で少しでも川越の街に貢献
できるお店になるように努力していきたいと思っております。
宜しくお願いいたします。
はじめまして。
CoedoJam3281を運営する（株）HAPPY CURRY LIFE 代表
の瀬谷浩と申します。
じっくりと手間暇をかけて作る欧風カレー専門店として1999
年にふじみ野市で開業いたしました。
ふじみ野という新しくできた街で街作りに参加する気持ちで
運営をしてきました。
２号店となる小江戸川越店は2015年にオープンいたしました。
お店の場所は、川越の観光のシンボルである“時の鐘”がある

言って︑先約を断っていただいて会

大いに楽しめる会場です︒

も︑皆さんが参加しやすい参加費で︑

楽しく騒げる会場が必要です︒しか

くなることが予想されます︒先ずは

CoedoJam3281

てみました︒これであれば︑出席率

しかし︑盛り上がれば当然騒がし

（平成30年2月現在）
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川越商工会議所青年部
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北部地区

編 集 後 記
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はじめまして。
この度、川越商工会議所青年部に入会しました。Studio
Sunny Pieceの堀次と申します。
Sunny Pieceでは、ダンス（Jazz、HIPHOP、バレエ、チア）、リ
トミック、ヨガ、ピラティス等のレッスンを行っております。赤
ちゃんから大人までが通えるスタジオを運営しております。
特に「子連れで通えるレッスン」が人気で沢山のママ達がレ
ッスンを受けにきてくれるのでスタジオは毎日赤ちゃんの賑や
かな声でいっぱいです。
その他にも、インストラクターの出張レッスンも行っています。
外出が難しい御老人の自宅や、様々な企業の健康経営のお手
伝いとして朝礼終礼後に社員の方々に向けてレッスンをさせて
頂いております。
【運を動かす】と書いて【運動】です。運動は体が健康になる
のはもちろん、心も健康になります。運動する事により気持ちが
前向きになり、日々の生活の活力にもなります。
ストレスの多い現代社会ですが、心も体も元気な人を増やし
たいです。
地元川越がもっともっと魅力的な街になるよう、微力ながら
お役に立てればと思っております。
若輩者ですがヤル気は誰にも負けません。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。
全員集合の東部

堀次 眞穂さん
化も図れるだろうと︒

ダンディズムを感じる鈴木氏

岡部 剛さん

鐘の音

Dance & Yoga Studio
Sunny Piece
初めまして。
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
有限会社スタジオ・フォーチュンクッキー 代表取締役 岡部剛
と申します。
弊社は、グラフィックデザインを主に広告制作、イラストや
オリジナルキャラクターなどを手がける会社です。最近では
サイバーエージェント社のゲームアプリ内のイラストやキャラ
クターデザインも手がけております。同時に大正浪漫夢通りで
「マドモアゼル ルゥルゥ」という刺繍雑貨の店舗を営んでお
り、妻で刺繍作家のシマヅカオリが主に雑貨の販売と刺繍教室
を運営しております。
もともと東京都の練馬区で事業をしておりましたが、およそ
４年前に川越に憧れ、事業所を川越に移転いたしました。川越
商工会議所青年部を通して川越に貢献できるように励んでまい
りたいと思っております。今後ともどうぞよろしくお願いいた
します。

10

東部地区

有限会社
スタジオフォーチュンクッキー
8

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。

新入部員紹介

北部地区
12

川越商工会議所青年部とは

New Face
川越商工会議所青年部会報誌
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２０１７小江戸マラソン写真

ゴ


隆之

ルフ同好会報告
ゴルフ同好会
会長 石川

は、埼玉県東松山市の岩殿丘陵に広が
プレーヤーが皆、手ごたえを感じる

るゴルフ場であり、豊かな自然の中、

と点在する池の水面。ゆったりと時間

ホール、赤松林を始めとする樹木の緑
が流れるコースは、初心者からシング

ディースクラシックが多数開催された

には、女子プロトーナメント、紀文レ

醐味を堪能していただけます。過去

ルプレイヤーの皆様まで、ゴルフの醍

ずかであり、春になればゴルフシーズ
素晴らしいコースでもあります。
また、ゴルフコンペに向けて、 月
日水曜日、練習会を中台ゴルフセン

睦ゴルフコンペを開催予定しておりま

ターにて予定しておりますので、初心

回）

正一

回交流会は北部地区の担当で

副部長 長峰

北部地区担当

回交流会（第

松山インターより 分の便利なコース

次

第
す。
次回交流会では、株式会社協同商
事 コエドブルワリー様の東松山市に
ある新工場を第一部で見学し、緑豊か

霧様は２００３年に副社長に就任し、
赤字事業となっているビール事業の建
昨今の社会情勢では、私達の事業

て直しに取り組みます。
も現状維持のままでは衰退し生き残
れないと思い、
更なる商品価値（品質）
その、経験や人材育成方法などを

を探ることが重要であると考えます。
講演いただくことで、部員の皆様の事
平成 年４月 日（火）第一部 時、

業に役立つのではないかと考えます。
川越駅集合（バス移動）
第二部 時マーケットテラスアトレ

15

を見学するとともに、価値を生み出す
す。

マルヒロ店での開催を予定しておりま

様をお迎えして、講演会を行います。

そうでない方も、朝霧社長の考える

た だ け るので、ビール 好 き な 方 も、

懇親会には、朝霧社長もご参加い

「川越から世界へ」世界中から評価

“ Beer Beautiful
”を一緒 に 楽 し み ま
しょう。

合同室会

1/15

室会

1/15

合同室会

12/ 4

室会

第53回交流会内容の確認・修正

7

12/28

室会

第53回交流会の反省及び慰労

8

5

全体協議会について

8

忘年会
（情報発信室と合同）

全体協議会について

6

新年会
（情報発信室と合同）

6

長した “ＣＯＥＤＯ ”。しかし、

12/11

6

室

※2月役員会時点 予定含む

おまちしております。

室会

鐘の音について、ホームページについて

新年会
（交流推進室と合同）

年代後半に地ビールブームが起きた

第54回交流会について

9

1/26

合同地区会

12/11

合同室会

が長くは続かず、そのような中、朝

地区

12/11

交流
推進

地区会

[４月１日以降の連絡先］

活性化

室会

合同室会

ＦＡＸ：０４９－２２５－２１０１

1/23

忘年会
（交流推進室と合同）
新年会
（西部地区と合同）

（2室合計）13
1/15

ＴＥＬ：０４９－２２９－１８１０

11

い申し上げます。

1/15

川越市仲町１－１２

（2室合計）13
13

第54回交流会について

情報
発信

住 所：〒３５０－８５１０

（2地区合計）40

'90

マラソン反省等

地区会

北部

地区会

1/10

ご不便をおかけしますが宜しくお願

合同地区会

月１日以降川越商工会議所（仲町）へ

12/20

移転となります。

（2地区合計）40
1/26

新年会
（北部地区と合同）
地区会

ウェスタ川越オフィス閉所に伴い、４

北部地区一同、多くの方のご参加を

を受けるグローバルブランドにまで成

二部では代表取締役社長、朝霧 重治

ものづくりを肌で感じていただき、第

な自然の中で環境と一体になった施設

10

54

ております。

者の方含め、多数のご参加をお待ちし

松山カントリーグラブにて、第 回親

早速ですが、 月 日水曜日、武蔵

ろしくお願いいたします。

ン到来です。今年もゴルフ同好会をよ

皆様、こんにちは！寒い冬もあとわ

18

2

す。都心から 時間、関越自動車道東

28

7

29
12/26

青年部事務局は川越商工会議所

西部

合同地区会

忘年会

（卒業生2含む）22
1/29

地区対抗ボウリング大会
（東部地区と）

28

南部

https://kawagoe-yeg.jp/

15

3

10

1

（卒業生2含む）18

地区会

地区対抗ボウリング大会
（南部地区と）
合同地区会

忘年会
1/29

12/18
東部

移転のお知らせ

https://kawagoe-yeg.jp/

30

19

54
参加人数
議題・内容等
イベント
日付
地区・室

青年部事務局

12 月・1 月の各地区・３室活動状況報告
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