
企業繁栄と地域活性化を目指す経営者のコミュニティマガジン

越谷商工会議所だより
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［ 輝く越谷人 インタビュー ］

甲冑の伝統工芸士
株式会社 忠保
代表取締役 大越 保広

越谷商工会議所 移行から2年目の事業計画
音楽とアートの小さな街フェス☆  「Koshigaya ASYLUM 2017」開催！
越谷中央商店会「第10回 まるななマーケット」開催します
〈医療コラム〉カテーテル治療について
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徳川家康の夜具（越谷市指定有形文化財）
　天正18年（1590）に、新しい領国「武蔵」を与えられた

家康は大好きだった鷹狩りにことよせて、地理や民情視

察のため、領地内を精力的に巡回していましたが、泊まる

場所は有力社寺や豪族の居宅で、いつの日か、大聖寺に

宿泊した折、お礼として自分の夜具をおいていったので

しょうか。菊の柄模様に徳川家を表す三ツ葉葵の紋が配

する、「夜具」とは思えない立派さ。

　昨年の埼玉県立歴史と民俗の博物館の特別展「徳川

家康～語り継がれる天下人～」には、この「家康の夜具」

も出展され、見学者の興味が集まっていました。

所蔵：大相模不動尊　大聖寺　文：越谷市郷土研究会

越谷の歴史や文化
財、名所がかるたに
なっています。
制作：こしがや地域
ネットワーク13

越谷いろはかるた
K O S H I G A Y A  I R O H A  K A R U T A

輝く越谷人「株式会社忠保」

平成29年度 越谷商工会議所 事業計画

平成29年度 越谷商工会議所 事業計画

イベント・おしらせ

4月・5月の予定一覧

トレンド通信『世界遺産登録はされたけど』

とならないために・今月のはたらきびと

医療コラム「カテーテル治療について」

新入会員紹介・部会事業報告

パズル・今月のおすすめ映画・編集後記
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表紙題字／鬼頭墨峻



心を込めた手づくりの工芸品

　会社に伺うと、歴史を感じる機械

がずらりと並び、その両脇の畳敷き

の作業場では色彩豊かな紐や甲冑

の部品に囲まれた職人さんたちが、

実に丁寧に細かな作業に取り組んで

います。特に、兜の「しころ」は400

もの紙板をつなぎ合わせ塗装を施

し、正確な位置に穴を開け紐で組ん

でいく工程は、伝統工芸士ならでは

の卓越した技術です。

　作務衣姿の大越さんが工具を手

にすると、にこやかだった表情が一

変し、伝統工芸士としての引き締ま

った面差しで、精魂込めた技と気品

ある忠保の甲冑を製作する姿があり

ました。

伝統継承と未来

　甲冑の歴史は武士が出現する平

安時代に遡ります。戦闘形式の変遷

により甲冑は幾度となく形姿を変

え、現代となっては金工・漆工・染色

皮革などの技術を結集した総合工

芸品として魅力を放っています。

　大越さんは、いかにして伝統工芸

品に新しい付加価値をつけるかが課

題であると語ります。新しい試みと

して、小さいながらも精巧な兜を酒

瓶に飾って楽しむ「SAMURAI 

BOTTLE CAP」を製作しました。

この作品は埼玉県の平成28年度伝

統工芸品等新製品開発コンテストで

優秀賞を受賞しました。

　忠保では、工場見学も受け入れて

おり、遠方の小学校からもたくさん

の子供たちが訪れ、興味津々で職人

さんの作業に見入っているとのこ

と。最後に兜をかぶせてあげると大

喜びだそうです。

　知性と仁徳と勇気をそなえて健や

かに成長してほしい。そんな思いが

忠保の甲冑に込められています。

（取材：広報担当 中川）

【会社情報】
●設立　　　昭和39年 7月

●事業内容　伝統工芸品「江戸甲冑」と

　　　　　　その他の甲冑制作及び販売

　　　　　　卸・埼玉県指定　伝統工芸

　　　　　　モデル工場

●所在地　　埼玉県越谷市神明町1-39-2

●電話　　　048（962）1166

●URL　　　http://tadayasu.co.jp　

〈 今月の表紙〉

大越 保広 氏

株式会社 忠保

KOSHIGAYA-B I TO

プロフィール
昭和44年　埼玉県越谷市にて大越家十九
代目長男として生まれる。
平成5年　父二代目忠保大越弥太郎に師事
平成19年　代表取締役に就任
経済産業大臣指定　伝統工芸士
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SAMURAI BOTTLE CAP



4

越谷商工会議所は、「会員企業の活力強化」、「地域経済の活性化」、「組織力の強化」を目標とし、市内事
業者の持続的発展のため経営発達支援事業を推進するとともに、商店街活性化や中心市街地活性化、特産
品等普及推進事業などの地域総合振興事業、また、組織の充実及び財政基盤強化のため、会員拡大事業や
検定事業、貿易証明発給事業等に積極的に取り組んでまいります。

Ⅰ．基本方針

Ⅱ．重点項目

平成29年度

地域社会に支持される商工会議所を目指す

1
2
3
4
5

企業支援体制の機能強化

経営改善普及事業（経営発達支援事業含む）の推進

地域総合振興事業の推進

会員サービス事業の充実

会員拡大と財政基盤の充実強化

　越谷商工会議所 事業計画

収入の部 支出の部 会計別合計

会 費
20.7%

事業費
一般会計

会館管理運営 特別会計

46.0%
51.4%中小企業相談所

特別会計
29.0%

特定退職金共済
特別会計
14.9%

4.7%

給与費
33.0%

管理費
11.3%

繰出金
9.4%9.4%

事業収入等

交付金

雑収入
繰越金 予備費

繰入金

受託料

35.3%

0.6%

32.2%

0.1%

1.7% 0.3%

平成29年度収支予算（４２８,５９０千円）の内訳

4会計（一般会計・中小企業相談所会計・特定退職金共済特別会計・会館管理運営特別会計）
を合わせた、越谷商工会議所全体の収入と支出

4会計の比率

3月23日（木）第2回通常議員総会を越谷コミュニティセンターポルティコホールで開催し、
平成29年度事業計画と収支予算が承認されました。
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（１）経営改善普及事業
　　　中小企業相談所による経営支援事業、税務対策事業、情報活用事業など
　　　 新規　海外展開支援事業
　　　　　　 海外展開に必要な知識習得に関するセミナーを開催します。
　　　　　　 また、日本貿易振興機構（JETRO）と連携し、企業の海外展開を支援します。

（２）建議要望活動
　　　産業の活性化並びに街づくり等に関して、地域の産業界の代表者と
　　　して行政等に建議要望活動を行っていきます。

（３）地域総合振興事業
　　　商店街や中心市街地の活性化、こしがや産業フェスタを代表とする
　　　工業や地場産業の振興、こしがやブランドの普及や特産品の開発推進。
　　　 新規　こしがや愛されグルメ発信事業
　　　　　　 越谷市内に埋もれている商品・飲食店を調査・発掘し、越谷を代表する地域ブランドとして
　　　　　　 市内外へ広くPRし、事業者の販路拡大を支援します。　
　　　 新規　商店街連携事業
　　　　　　 せんげん台３商店会連携による集客イベントを開催し、地域住民を巻き込んだ街おこしイベ
　　　　　　 ントとして定着を図り、地域商業活性化を支援します。
　　　 新規　商業者育成事業
　　　　　　 市内商店会員、商業者を対象に、マネジメント能力の向上、リーダー人材の育成に向けた講義、
　　　　　　 ワークショップ等を実施します。

（４）一般事業
　　　組織強化事業、労務福利厚生事業、調査・広報活動事業、会員交流推進事業、検定事業、証明書等
　　　発給事業、共済事業、青年部・女性会活動事業、市内業界団体の受託業務など　
　　　 新規　SNS活用（フェイスブックページ）による情報提供
　　　　　　 最新情報を会員の皆様に発信します。
　　　 新規　新規会員交流会の開催
　　　　　　 新規加入の会員の方々を対象に、商工会議所の活用法を伝えるとともに会員の交流を図ります。
　　　 新規　婚活パーティーの実施
　　　　　　 少人数で楽しく交流する場を提供します。

Ⅲ．事業計画の概要

2017 vol.13
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イベント・おしらせ ☎048-966-6111

音楽とアートの小さな街フェス★
「Koshigaya ASYLUM 2017」 開催！

越谷中央商店会
「第10回 まるななマーケット」開催します

　毎回大好評の越谷中央商店会「まるななマーケット」は記
念すべき10回目を迎えます。おなじみ！ほっこり美味しい商店
会グルメ屋台、ストリートライブ、キッズダンス、手づくりクラフト
市など、楽しいイベントが盛りだくさんです。是非、ご家族揃って
ご来場ください。お待ちしています！

●日　時　4月23日（日）10時～16時　※荒天中止
●場　所　市道70007号線（旧ミスターマックス通り）とその周辺
●主　催　越谷中央商店会　
●問合せ　越谷中央商店会事務局（越谷NSC開発㈱内）
　　　　　☎960-1611

　今、全国的にも注目されている街フェス「ASYLUM」！4月
22日(土)、23日(日)、越谷駅東口周辺で、音楽とアートの小さ
な街フェス「Koshigaya ASYLUM 2017」が開催されます！当
日は、越谷駅東口周辺のライブハウス、飲食店等約20か所
で、約100組のミュージシャンがライブを行います。また、路上
ではアーティストによるライブペイントも行われ、2日間、会場
周辺は音楽とアートで溢れます。出演アーティストやタイムス
ケジュールは、Koshigaya ASYLUMのホームページをご覧く
ださい。（https://www.koshigaya-asylum.com/）

チケット好評発売中！
 ・ 各日１日券　前売り￥3,000 ／当日￥3,500
 ・ ２日間通し券（前売りのみ）￥5,000
※チケットはプレイガイド（e+、ローソンチケット）、電話・メール
　予約、各会場店頭販売。
　電話予約・お問合せ：048-963-1221（越谷EASYGOINGS）
　Eメール：koshigaya.asylum@gmail.com

主催：KoshigayaASYLUM2017実行委員会　　後援：越谷商工会議所

4 22土

日23

4
日23

越谷商工会議所へのお問い合わせは
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４月 ・ ５月の予定一覧

４月
※予定は予告なく変更されることがございます。

公庫担当者による金融個別相談会です。
国民生活事業相談では、創業相談も承っています。
●日　時　4月6日（木） 10:00～12：00
●場　所　越谷商工会議所事務所内　相談室
●申　込　越谷商工会議所　

埼玉県内の中小企業・小規模事業者を対象に新商品や
サービスの開発から販路開拓まで経営上の様々な課題
についてアドバイスします。相談については、中小企業支
援に特に優れた能力・知見・実績等を有する専門スタッ
フが対応します。
●４月の相談会　
　　　　　第1回　４月   ７日（金）
　　　　　第2回　４月２１日（金）
●５月の相談会
　　　　　第1回　５月１９日（金）
●時　間　9：00～12：00、13：00～17：00
　　　　　※相談時間は1社につき1時間～1時間30分
●会　場　越谷産業会館　地下第2会議室　　　
※相談は無料ですが事前の予約が必要です。
●問合せ　公益財団法人　埼玉県産業振興公社
　　　　　フリーダイヤル：0120-973-248

埼玉県よろず支援拠点出張相談会
（要予約）

金融個別相談会と創業相談
（要予約）　※毎月第1木曜日

埼玉県事業引継ぎセンターとは、事業の存続に関する
様々な課題の解決を支援する公的な相談窓口です。後
継者がいないなど、事業引継ぎについてのご相談がござ
いましたら、お気軽にお問い合わせください。
●日　程　４月１９日（水） ・ ５月２４日（水）
●会　場　越谷産業会館　第２会議室
●申込先　埼玉県事業引継ぎ支援センター
　　　　　048-711-6326

事業継承の相談会
巡回個別相談会 ｉｎ 越谷 （予約制 ・ 先着順）

無料相談 ３日（月）

３日（月）

４日（火）

６日（木）

７日（金）

７日（金）

１0日（月）

１１日（火）

１１日（火）

１２日（水）

１８日（火）

１９日（水）

２０日（木）

２１日（金）

２１日（金）

２２日（土）

２３日（日）

サービス業部会　幹事会
青年部執行部会
環境衛生業部会　役員会
日本政策金融公庫定例相談日
第１回正 ・ 副会頭会議
埼玉県よろず支援拠点出張相談会
青年部役員会
女性会　監査 ・ 執行部会
マル経審査会
建設業部会　幹事会
生活習慣病予防健診 （～２０日、 ２５～２６日）
埼玉県事業引継ぎ支援センター巡回個別相談会
第 1 回常議員会
埼玉県よろず支援拠点出張相談会
青年部定例会
Koshigaya  ASYLUM2017 （～２３日）
越谷中央商店会第１０回まるななマーケット

埼玉県よろず支援拠点相談支援詳しくは 

埼玉県事業引継ぎ支援センター詳しくは 

５月
１１日（木）

１２日（金）

日本政策金融公庫定例相談日
第 2 回正 ・ 副会頭会議

労働保険事務組合からのお知らせ

● 年度更新手続きについて

● 東日本大震災の復旧 ・ 復興のため除染作業
　を行う建設の一人親方や中小事業主の特別
　加入について

４月１７日（月）＊厳守提出期限

越谷商工会議所で労働保険の事務を委託されて
いる事業所の方に年度更新書類を送付致しました
ので、期限までにご提出をお願い致します。

※労働保険の年度更新は、労働保険に加入されて
いる事業所の方の申告業務です。対象期間は平
成2８年4月1日～平成2９年3月31日までに支
払った給与賃金、並びに工事元請金額です。

既に特別加入している方で除染作業を行う場合は
業務内容について変更があった旨の届け出が必要
です。

2017 vol.13
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日本商工会議所　提供

トレンド

通　信

『世界遺産登録はされたけど』
とならないために

日経BPヒット総合研究所　上席研究員

渡辺  和博

たちにとって意味がなければ、観光やブランディングの資

源にはならないのです。

　発信すべき情報は、その間を埋めるものでなければなり

ません。地域が持つ独自性が誰（ターゲット）にとって、

どんな価値を持つのかを精査して、それを伝えていくこと

が第一歩になると思います。

　例えばファミリー層なら「学び」「参加する喜び」、30～

40代女性なら「癒やし」「幸運」などを旅に求める傾向が

あります。ともに「良い写真が撮れること」も現在では重

要な要素です。こうした潜在ニーズに地域の資源がどう貢

献できるかを整理して発信することがまず求められると思

います。

　新庄の情報発信セミナーでは①外から地域に関心を持っ

て来てもらうには「こちらが伝えたい情報と消費者が知り

たい情報」のズレを意識すること、②地域に埋もれたストー

リーを発掘して次の世代に伝えていくことで、地域の「誇り」

を醸成すること、③地域の文化や情報はできるだけデジタル

化・映像化して世界中のどこからでもアクセス可能にする

こと、などをお話ししました。

　いろいろな地域の話を伺うと、「祭」はそれが開催される

期間だけのものではなく、何カ月も前から練習や制作で準

備を進めてきた結果だということが分かります。実はその

目立たない部分こそが、地域や言語を超えて人を引きつけ

る最強のコンテンツなのではないかとも感じています。

　　　 016 年 12 月、国際連合教育科学文化機関（ユネスコ）

　　　 は日本が提案していた「山・鉾・屋台行事」を無形

文化遺産に登録することを決定しました。青森県八戸市の

「八戸三社大祭の山車行事」や佐賀県唐津市の「唐津くんち

の曳山行事」など 18 府県の 33 件で構成されたものです。

私自身、昨年はここに登録された山形県新庄市の「新庄ま

つりの山車（やたい）行事」と愛知県津島市・愛西市の「尾

張津島天王祭の車楽舟（だんじりぶね）行事」を実際に見

ることができました。ともに何百年もの歴史を持つ素晴ら

しい催事です。ところが、どちらもいまひとつ世間での認

知度は低いように思います。

　先日、山形県の新庄商工会議所で地域の情報発信をテー

マにしたセミナーでお話しする機会がありました。無形文

化遺産に登録されたこと自体はめでたいのですが、問題は

その価値をこの先どう外に伝えていくかだと思います。ユ

ネスコの世界遺産にはいくつものカテゴリーがあり、国内

で登録認定される地域や文化は次第に増えてきました。希

少性はだんだんと薄らいできているといえます。

　世界遺産に登録されたからといってすぐ観光客が押し寄

せたり、土産物がばんばん売れたりするということは、も

はやありません。厳しい言い方ですが世界遺産はユネスコ

が価値だと認めたことであって、地域に来てもらいたい人

や買ってもらいたい人がその価値を認めたわけではないか

らです。歴史あるストーリーや文化でも、現代に暮らす人

２

会員
紹介 はたらきびとの

月
今

越谷生まれの通信会社「あなたの街の電話局  Town光＆Mobile」

せんげん台駅東口に「Town光電話局」が誕生しました。イン
ターネット・固定電話（NTT回線）や携帯電話・格安SIM
（NTTドコモ回線）のお申込みから面倒な設定、サポートまで
すべてお任せください。また「電話料金見直し無料相談」も受
け付けています。更に「パソコン＆スマホ教室」も併設。あなた
に合ったパソコン選びもお気軽にご相談ください。

一般社団法人　日本ＩＣＴスクール協会　せんげん台本部

代表　小池夏代
〒343-0042   越谷市千間台東１-９-５ 菅山ビル2階　TEL.048（972）5950　FAX.048（972）5951



会議をして…　食事をして…
カラオケでお楽しみの
ひとときを！

越谷駅 東口 徒歩約1分

ントが開発され冠動脈解離の修復が99%可能となり、カ

テーテル治療は全盛期を迎えることとなりました。2000

年代に薬剤溶出型ステントが登場し慢性期の再狭窄といっ

た問題もほぼ解消、抗血小板薬の進歩に伴いステント血栓

症にも十分対応できるに至りました。現在は日本でも年間

に20万件以上のカテーテル治療がなされ、その有効性や安

全性は成熟期にあると思われます。

　近年では冠動脈へのカテーテル治療で得た知識や技術を

活かし、頸動脈や下肢動脈疾患へのカテーテル治療も普及

してきました。また画像診断の進歩に伴い静脈疾患への診

断も高まり、それらへのカテーテル治療も導入されていま

す。さらに大動脈瘤や大動脈弁疾患へのカテーテル治療を

専門とする外科医も現れるようになりました。このように

カテーテル治療はその裾野がますます広がって発展してい

る領域なのです。

　これまでの40年にわたるカテーテル治療の知識と技術を

礎にしてスペシャリストが育成されてきました。カテーテ

ル治療の専門医になるにはそれらを学び、4～500症例の

経験を積むことが必要と言われています。現在はカテーテ

ル治療の技術的な完成度は高く、その修練を受けた者であ

れば誰でも同じ様な治療成績が得られるようになっていま

す。今でもカテーテル治療には難易度の高い症例は存在し

ますが、一人でも多くの患者さんがその恩恵にあずかれれ

ば幸いと考えています。

　カテーテル治療はメディアで取り扱われることも多くな

り、最近ではその認知度が高まっていると思います。ここ

では少しそのことについてお話をさせて頂きます。

　「カテーテル」という言葉を辞書で調べてみると、「医

療用に用いられる中空の柔らかい管のこと」と記載されて

います。人体は多くの管腔臓器で構成されていますので、

その管腔部に3～4mmのカテーテルを挿入し体液の排出、

薬液や造影剤などの注入に用いるものです。例えば食物は

口から入り、食道や胃と腸を通過した後、肛門から便とし

て排出されます。これら全ては管腔臓器でありますし、他

にも耳道、尿管やリンパ管なども存在します。多くの管腔

臓器のなかで、私たち循環器内科医が対峙にするのは、皆

さんお察しのとおり血管であります。

　血管へのカテーテル治療は、1964年にDotterが下肢動脈

を拡張したことに始まりました。当時にしては斬新すぎた

のか、殆んど評価されることなく日々が過ぎました。

1977年に発表されたGruentigによる冠動脈へのバルーン拡

張術が、カテーテル治療の夜明けと言われています。

1980年の初頭には日本にもその技術が波及され、冠動脈

形成術と命名されました。冠動脈形成術の合併症として

25%～40%の冠動脈解離があり、その当時は5%前後に急性

冠閉塞が発症していました。つまりカテーテル治療をする

患者の5%以上に緊急バイパス手術が必要とされ、その安全

性には疑問視された時代でありました。1990年代にステ

9

カテーテル治療について
埼玉東部循環器病院　院長　上村 竜太

医療法人道心会　埼玉東部循環器病院　提供

医療コラム
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平成29年 2月にご加入いただいた新入会員の皆様

㈲ロア・デザイン
アスク
㈲金城重機　
フォレストサービス
美馬克康司法書士・行政書士事務所
越谷ＢＡＳＥコンディショニング＆カフェ
㈱ワコ－
井野
野原
㈱フロンティア　
㈱ハウス・イー
振袖店　Ｓｗｅｅｔ Ｐｅａ
野中
学研こしがや教室
炭火　やきとり　ちょっくり
㈲オフィスしんしん
黒田工業㈱
㈱関根エンタープライズ　
すし遊膳　ゆう彩華
㈱明和
㈱Ｇ－ＣＲＡＦＴ
㈱エヌケー　
橋本建設
齋藤
㈱川上商事　

桃井　信雄
相良　　仁
金城　光男
森　　稔和
美馬　克康
松田　孝司
川口　文彦
井野　　智
野原　裕二
草木　大地
戸掛　淳一
樫田　重仁
野中　　凌
柳　はる子
島根宗市郎
荻原　潤治
黒田　知治
関根　崇裕
池田　吉一
藤森　正信
岡田　呉央
小松崎　寛
橋本　寛永
齋藤　夏樹
川上　智貴

赤山町　
宮本町
砂原
弥十郎
千間台西
北越谷
東越谷
大泊
蒲生
南越谷
草加市青柳
東越谷
袋山
赤山町
北越谷
春日部市南
大沢
増森
東越谷
東越谷
谷中町
増森
大里
新川町
東越谷

住宅デザイン設計施行等　
内装解体業　
土木業　
設備工事業　
司法書士・行政書士　
整体、トレーニング　
生損保代理業
タイル工事　
運送業　
とび、土木　
木造建築業　
和服振袖販売レンタル
足場組立
学習塾　
やきとり屋　
保険代理店　
鉄骨建設の加工請負　
一般貨物自動車運送事業等　
寿司・そば　
自動車部品・用品製造
リフォーム業・太陽光発電
看板の企画制作　
型枠大工
一般木造建築
運送業　

事業所名 代表者氏名 住 所 業 種

部会事業報告

〈商業部会〉

〈建設業部会〉

〈サービス業部会〉

〈環境衛生業部会〉

　２月６日（月）～７日（火）の
２日間、京都・大阪方面へ商
業視察研修を実施しました。
　京都市にある錦市場商店
街や大阪市で推進している
水都大阪プロジェクトの取り
組みを（一社）水都大阪パー
トナーズ様よりご講義頂き今
後の商業施策について研修
しました。

4月12日（水）幹事会を開催し、平成29年度の活動について話し合う予定です。

2月3日（金）幹事会を開催しました。どのような事業であれば会員が参加しやすいのか、入っていて良かっ
たと思っていただけるのか議論し、事業企画をまとめました。

4月4日（火）に役員会を開催し、平成29年度の活動について話し合います。

（一社）水都大阪パートナーズ講義

〈工業部会〉
2月1日（水）～2月2日（木）
さいたまスーパーアリーナで
開催された「彩の国ビジネ
スアリーナ2017」の第20回
埼玉東部工業展特設ブース
に当会議所工業部会員6社
が出展しました。

賑わいを見せた会場の様子

※2月末会員数　5,403事業所
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有限会社  雅堂

〒343-0845 越谷市南越谷4-8-6-201

雅堂 検索

048-989-8228

リニューアルされた会報第一弾はいかがでしたでしょうか。辞書を紐解きますと「鼓動」には「心
臓の収縮」の他に、「気持ちや物などが震え動くこと」という意味があります。皆様の心を動
かすような様々な情報をお届けしたいと思います。ご意見・ご感想をお待ちしております。

編集後記

ヨコのヒントタテのヒント

事件の舞台は大阪、そして京都！
炎に包まれる西の名探偵・服部平次とそ
の幼馴染・遠山和葉の身に何かが起こ
る…！？　そして、青山剛昌の原作ストー
リーでも今後重要な人物となってくる注
目の新キャラクター・大岡紅葉が、登場！

あなたの予測をすべてブチ壊す　驚
愕のラスト24分！　学園一の美少女を
殺したのは誰？
イヤミスの傑作！ 「全員悪女×ダマし
合い」裏切り！　エンターテインメント

公 開
4 /15 土

公 開
4 / 1 土

画映めすすおの月今 イオンシネマ越谷レイクタウン　
JR武蔵野線「越谷レイクタウン」駅下車  イオンレイクタウンkaze3階

お問い合わせ TEL.048-990-3661 イオンシネマ 検索

3 月号のクロスワードパズルの答えは「テンボウダイ」でした。

クロスワードパズル

＊当選者の発表は商品の発送をもってかえさせていただきます。答えは5月号をご覧ください。

〒343-0817　越谷市中町 7-17　越谷商工会議所
　　　　　　　「越谷商工会議所だより」係

①クイズの答え　②あなたの郵便番号・住所・事業所名・氏名・
年齢　③越谷商工会議所だよりの感想や商工会議所へのご意
見・ご要望をハガキにご記入ください。

「イオンシネマ鑑賞券」をプレゼント！

平成 29 年 4月 25日（当日消印有効）

宛　　先

締　　切

応募方法

正解者の中から抽選で 5名様に
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トーエイひかり
With NTT東日本

URL  http://www.toeig.co.jp/

0120-818-201

we support your business オフィスの快適をサポートします

With 東燃ゼネラル
トーエイ

toeig
株式
会社トーエイ

本 部　　千葉県松戸市大金平５丁目４１２番地１

1　海外に送るのは「○○メール」
3　酒を飲んで盛り上がる
5　合格するのが非常に難しいこと
6　神社を支える地元の人
7　お笑い芸人の寸劇
9　「あしたのジョー」はこのスポーツの漫画
11　ニュージーランドの飛べない鳥
12　巨万の○○を得る

1　偽物。○○学問
2　母親にべったりの子ども
3　ダウンジャケットの「ダウン」って？
4　「サイン、コサイン」の後に続く
8　鼻が高いこと
10　弾力のあるキャンディー
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編集・発行　

T E L. 048-966-6111
F A X. 048-965-4445
U R L  http://www.koshigaya-cci.or.jp
E-mail  k9664445@koshigaya-cci.or.jp
開所時間  8:30～17:15
休所日  土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始

〒343-0817
越谷市中町7-17　越谷産業会館内

越谷商工会議所

検定試験名 試験回 実施級 試験日 受付期間 受験料（税込）

簿 　 　 記

リテールマーケティング
（販売士）

珠 　 　 算

146

80

210
120

6月11日（日）

7月 8日（土）

6月25日（日）

1級～3級

2級～3級

1級～3級
段位

郵　　　送　　4月  1日（土）～5月10日（水）
窓　　　口　　4月10日（月）～5月12日（金）
ネット申込　　4月  1日（土）～5月13日（土）
郵　　　送  　  5月22日（月）～6月16日（金）
個 人 窓 口  　  5月22日（月）～6月16日（金）
団 体 窓 口  　  5月29日（月）～6月14日（水）
ネット申込  　  5月15日（月）～6月15日（木）

郵送・窓口　5月8日（月）～5月25日（木）

1級　7,710 円
2級　4,630 円
3級　2,800 円

1級　7,710 円
2級　5,660 円
3級　4,120 円

段位2,900円（珠算のみ2,500円
/暗算のみ1,200円）1級2,300円
/2級1,700円/3級1,500円

▼ 各種検定試験が下記の日程にて行われます。 8月以降の検定はホームページでご確認ください。

技能を習得する各種検定、各種講演セミナーなど、技術・能力・資質の向上を
図ることを目的としたスキルアップの機会をつくっています。

越谷商工会議所では人材育成をサポートします。

セミナー・講演会各種検定事業

昭和シェル石油株式会社特約店

株式会社

株式会社

企業

株式会社ティー・アイ・シー　　イハシライフ株式会社
株式会社アイ・エム　　株式会社イハシ産業
アイ・ケア株式会社　　英興商事株式会社

代表取締役　井橋　吉一
本社　〒343-0824　埼玉県越谷市流通団地1丁目1番2号

TEL .  0 4 8 - 9 8 5 - 9 1 1 1（代）

発行日／平成29年4月1日


