
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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〈お知らせ〉 仲間と一歩踏み出そう！  「チャレンジ講座」開催
〈お知らせ〉 平成２９年度巡回定期健康診断実施のご案内
図柄入りナンバープレートをご存知ですか？

株式会社 アオキ
代表取締役 青木 伸翁
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名残とどめる旧街道
　日光街道に越谷宿が生まれる前に、そこには何があっ

たか。四丁野という村があっただけ。そこに置かれた「宿

場」が、いまの越谷市の原点です。明治7年（1874）の針

屋火事、同32年の芋金火事の大火を経ても、昔の面影を

残す建物が街道沿いに10棟以上、奥にあるものまで数

えると30棟ほど今もあって、郷愁をそそります。南側の

「越ヶ谷宿」は、周辺に広い商圏をもった商業のマチ。北

側の「大沢宿」は旅籠のマチ。二つ合わせての合い宿とし

て、北国の大名が参勤交代で行き来し、日光参詣の人た

ちが通り、高い文化を生みながら繁栄しました。

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「株式会社アオキ」

「チャレンジ講座」「越ヶ谷まちゼミ」

補助金等のご案内

電子証明書割引サービスのご案内　

無料相談／ 5月・6月の予定一覧

今月のはたらきびと／熊本城復興支援金

募集のお願い

図柄入りナンバープレートをご存知ですか？

新入会員紹介・事業報告

パズル・今月のおすすめ映画・編集後記

Contents
表紙題字／鬼頭墨峻



四季を感じる庭園「和・やわらぎ」に面したオフィス。床暖房で冬も暖かく、従業員からも好評。

人の心を大切にした経営
　株式会社アオキの社是は「会社と

は人の心なり」である。創業以来、人

の心を大切にし、世のため人のため

に貢献する、より良い会社を目指し

てきた。基本理念の「我らの信条」

には、すべての顧客、仕入れ先や協

力業者、全社員、地域社会、そして会

社の株主に対する責任を明確に掲

げている。

　それでも青木社長は「言ったり書

いたりすることはいくらでもできる。

実行することが大切」だとし、「私が

社員を大切にしなければ社員がお

客様を大切にすることはできな

い。」と語る。「社員と一体になって

仕事ができる。こんな嬉しいことは

ありません。」と青木社長は笑顔を

みせる。

　アオキの社員は毎朝活き活きと

朝の体操をし、地域の清掃活動を行

っている。

仕事は時代と共に歩む
　アオキの基礎は土木業の資材の

仕入販売から始まったが、世の中の

流れで建設投資が縮小し、売上が多

い年の1/4になった時もあったと振

り返る。近年は環境に配慮したエネ

ルギー事業も力を入れており、その

一つが太陽光発電事業であるが、そ

れには裏話がある。

　現在はソーラーパネルが立ち並ぶ

宇都宮の土地は、かつて土砂を採掘

したところである。当時はダンプカ

ーが行き交い近隣の住民に迷惑を

かけていたのではと心苦しく思う青

木社長は、「わずかではあるがクリ

ーンなエネルギーを地元に供給し

て、少しは罪滅ぼしになっているか

な」と穏やかに語る。

企業は信念をもって継続を
　アオキはただモノを売っているので

はない、モノを含めたサービスを買って

いただくと考えている。そして3年後、

10年後、更には20年後の姿を描いて

いる。青木社長が大切にしていること

は「継続すること」である。「今日のた

めの利益を考えてはいけない。継続の

ために今、何をなすべきか、お客様の

立場に立って考えれば迷いはない。」

　青木社長は、様々な可能性を秘め

ている越谷の街づくりを進め、商

業、工業の更なる発展につなげたい

と考える。そして若い世代にチャンス

を作り、地元で長く商いができる社

会づくりに貢献していきたいと大き

な夢を抱いている。

（取材：広報担当 中川）

【会社情報】
●設立　　　昭和 26年 1月
●事業内容　砂利・砕石・石材等建築資材
　　　　　　の販売、道路舗装・河川整備、
　　　　　　造園工事、太陽光発電事業等
●所在地　　埼玉県越谷市下間久里595-1
●電話　　　048（975）1831
●URL　　  http://www.kk-aoki.com

〈 今月の表 紙〉

青木 伸翁 氏

株式会社 アオキ

KOSHIGAYA-B I TO

プロフィール
1948年越谷市に生まれる。
1986年越谷青年会議所理事長、2001年
越谷東ロータリークラブ会長を務める。
趣味は50年以上続けているゴルフ。
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「まちゼミ」とは？
　お店の人が講師となり、プロならではの専門知識やコツ、情
報を無料で教えてもらえる街の中のゼミナール、略して「まち
ゼミ」です。安心して受講していただくため、お店からの販売
や勧誘は一切ありません。開催店舗は、越谷駅東口周辺の商
店会店舗が中心です。講座のジャンルは、「きれい学部・ちし
き学部・たべる学部・げんき学部・つくる学部」の5学部。約
19講座を開催します。詳しくは、越ヶ谷ＴＭＯホームページ内

●日　　時　６月２０日（火）8時 45分現地集合
●場　　所　千葉県野田市
　　　　　　紫カントリークラブ（あやめ東コース）
●競技方法　18ホールストロークプレイ新ペリア方式
●募集人員　10組 40 名（定員になり次第〆切）
●表　　彰　個人戦・団体戦（4名のネット計）
●参 加 費　１人 3,000 円
　　　　　　プレー代等別途自己負担となります。
　　　　　　（12,500円予定：昼食・１ドリンク代込、キャディ無）

●参加資格　原則として商工会議所の商業関係会員及び商店
　　　　　　会会員とします。
●申込方法　５月３０日（火）迄に参加費を添えて商工会議所
　　　　　　窓口にお越しいただくか、商工会議所ＨＰから
　　　　　　申込書をダウンロードしＦＡＸにてお申込み下さ
　　　　　　い。（定員になり次第〆切）
●問合せ 　　越谷商工会議所　地域振興課
　　　　　　（担当：梅沢・松嶋）　☎966-6111

にある「越ヶ谷まちゼミ」
ページをご覧ください。

●問合せ
越ヶ谷まちゼミ事務局
（越谷商工会議所　澤田・
梅沢）
☎966-6111

5月12日（金）より 電話受付開始
5月22日（月）～ 6月21日（水）開催♪

越ヶ谷ＴＭＯホームページ

　越ヶ谷ＴＭＯ（中心市街地活性化推進協議会）では、越谷市
で活躍したい、地域のために何か貢献したい、趣味を仕事にし
たい、創業などのステップアップをしたいと考えている方を対
象に、毎月1回全5回コースで「実現したいマイプラン」を作って
いくセミナーを開催します。毎回ゲスト講師として迎える先輩起
業家達のプロジェクトや先進事例をヒントに、具体的なアドバ
イスでマイプランの作成をサポートします。　　
●日　時　5月30日（火）・6月20日(火)・7月18日(火)・8月

22日(火)・9月19日(火)
いずれも午前10時～正午。終了後ランチ交流会あり。

●会　場　越谷産業会館（越谷商工会議所）ほか
●受講料　10,000円（5回分）
★開講に先だち、このセミナーの説明会兼お試しプレセミナー
を開催します。皆さま、お気軽にご参加ください。
●日　時　5月17日（水）　午前10時～正午

終了後、１時間程度交流会（軽食有り）を行います。

●会　場　越谷産業会館（越谷商工会議所）1階会議室
●参加費　無料　※交流会への参加は実費（500円）。
●申込み・問合せ　越谷商工会議所 地域振興課（担当：澤田）
　まで。　☎966-6111　メール sawada@koshigaya-cci.or.jp

仲間と一歩踏み出そう！  「チャレンジ講座」
ステップアップしたい方、まちづくりに関心のある方へ

プログラムプロデュース＆講師
尾野 寛明 氏　
（有限会社エコカレッジ　代表取締役）
※ゲスト講師は毎回変わります

商業親睦ゴルフ大会参加者募集
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平成29年4月1日から平成30年3月31日までの雇用保
険料率が右の表のとおり引き下がりました。

2017 vol.14

１. 一般の事業
　 （2・3以外の事業）

2. 農林水産の事業
　  清酒製造の事業

３. 建設の事業

事業の種類 雇用保険率 事業主負担率 被保険者負担率
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変わります

　越谷市では、越谷市産業雇用支援センター二番館におい
て実施する経営相談を受けながら、計画的に実施する新商
品等の開発、販路開拓および人材育成の新たな取組に係る
経費の一部を助成します。
●助成額　補助対象経費の2分の1以内（上限50万円）
●対象者　市内に事業所を有し、かつ、市内で１年以上事業
　　　　　を継続して営む中小企業者
●申込み　６月５日（月）から６月16日（金）17時の期間内に産
　　　　　業支援課に申請書を提出してください。

※事前に越谷市産業雇用支援センター二番館への相談が必
　要です。十分な余裕をもって（できるだけ申請の１ヶ月前に
　は）、ご相談ください。
※書類審査により交付対象者を決定します。
　その他、詳細については産業支援課にお問い合わせくださ
い。申請書等は産業支援課で配布しているほか、越谷市ホー
ムページからも印刷できます。
●問合せ　越谷市産業支援課　☎967-4680

　越谷市では、「越谷の魅力」や「越谷らしさ」を地域外に発信
し、市の知名度向上や郷土愛の醸成につながる取組に対して、
事業費の一部を助成します。
●対象事業　歴史・文化・産業（農商工観）等の魅力ある地域
　　　　　　資源を活用し、市のイメージ向上や集客につな
　　　　　　がる事業　例：市外で開催されるイベントへの
　　　　　　出展、地域外への情報発信など。
　　　　　　※市から財政的支援を受けている事業（見込み
　　　　　　　の事業も含む）等は除きます
●助成額　　補助対象経費の２分の１以内（上限２０万円）

●対象者　市内に事業所または事務所を有する団体
　　　　　※年度内の申請は、１申請者１回
●申込み　申請書と必要書類を直接または郵送で観光課へ
　　　　　（予算がなくなりしだい終了）。詳しくは、観光課で
　　　　　配布する応募要項をご覧ください（市ホームページ
　　　　　から印刷できます）
※事前相談を実施しています。申請書の提出前に、活用する地域
　資源等について、観光課へお問い合わせください。
●問合せ　越谷市観光課　☎967-1325

越谷市ビジネスパワーアップ補助金
市内中小企業者の新たな挑戦を応援！

越谷市魅力発信プロモーション事業
越谷市の魅力を「市外に」発信する取組を支援します

●補助概要　　補助率　補助対象経費の３分の２以内
　　　　　　　補助上限額　50万円
●補助対象者　常時使用する従業員の数が 20 人以下、卸売
　　　　　　　業、小売業、サービス業（宿泊業・娯楽業は除く）
　　　　　　　に属する事業を主たる事業として営む者につ
　　　　　　　いては５人以下の商工業者

●公募期間　平成２９年４月１４日（金）から平成２９年５月３１日（水）
※申込みにあたり、商工会議所で書類を確認する作業が必要
　なため、5月24日（水）までに商工会議所にご相談ください。
●問合せ　　越谷商工会議所　☎966-6111
　　　　　　または持続化補助金ホームページ
　　　　　　http://h28.jizokukahojokin.info/tsuika/

小規模事業者持続化補助金　追加公募を受付
小規模事業者の新たな販路開拓等を補助します



イベント・おしらせ

6

　越谷商工会議所では、会員の皆様に対し、提携している電子
証明書を通常より割安な料金で提供しています。ご利用には、
割引クーポン券、クーポンコードが必要です。当所で取り次ぎし
ている電子証明書は、用途別に以下の３種類です。

①「TDB電子認証TypeA」（旧タイプ１－Aに相当）
提携先：㈱帝国データバンク

埼玉県や越谷市で使用している「埼玉県電子入札共同シ
ステム」に対応しています。詳しくは、㈱帝国データバンク
ホームページをご覧ください。

②「セコムパスポート for G-ID 行政書士電子証明書」（旧タ
イプ１－Gに相当）

提携先：セコムトラストシステムズ㈱
唯一の行政書士向けの電子証明書で中央官庁や地方公

共団体の「電子申請・届出システム」、「電子入札・開札シス
テム」、「電子申告・納税システム」に対応しています。詳しく
は、セコムトラストシステムズ㈱ ホームページ（行政書士向
け）をご覧ください。

③「セコムパスポート for G-ID 一般向け電子証明書」（旧タ
イプ１－Eに相当）

提携先：セコムトラストシステムズ㈱
電子政府の電子入札、電子申請、電子納税等において利
用することができます。中央官庁や地方公共団体の「電
子申請・届出システム」、「電子入札・開札システム」、「電
子申告・納税システム」に対応しています。詳しくは、セコ
ムトラストシステムズ㈱ ホームページ（一般向け）をご覧
ください。

●問合せ　越谷商工会議所　企業支援課　中川

電子証明書割引サービスのご案内

平成２９年度巡回定期健康診断実施のご案内
申込書は６月発送の商工会議所だよりに同封いたします

日程

検査内容

◎特殊健康診断・オプション検査の詳細は６月号をご覧ください。
◎実施機関　ライフサポートクリニック（法人名称：ライフサポートサービス株式会社）
　　　　　　〒332-0002　埼玉県川口市弥平 4-6-24　Tel.048-223-2576　Fax.048-223-2637
◎申込方法　６月号に同封される申込書に必要事項をご記入の上、越谷商工会議所事務局宛にお送りください。
◎申込締切　７月３日（月）　〔※期限厳守〕
◎労働安全衛生法により、事業主は従業員に対して年１回（有害作業従事者は年２回）の医師による健康診断を行うことと
　なっています。

1.　一般定期健康診断Ａ　7,300円(税込)　（３５歳及び４０歳以上の方）

2.　一般定期健康診断Ｂ　2,700円(税込)　（３５歳未満及び３６～３９歳までの方）

９月２２日（金）　荻島地区センター　   ９月２６日（火）　蒲生地区センター
１０月２日（月）　増林地区センター　１０月１０日（火）　桜井地区センター
〈健診受付時間〉 午前の部　９：００～１１：３０、午後の部１３：００～１６：００

①身長　②体重　③腹囲　④視力　⑤聴力(オージオメーターによる)　⑥検尿　⑦血圧　⑧胸部X線　
⑨医師診察　⑩心電図検査　【採血検査】⑪貧血(赤血球数・血色素量)　⑫肝機能（GOT、GPT、γ-GTP）
⑬血中脂質検査（LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪）　⑭血糖

①身長　②体重　③視力　④聴力(会話音)　⑤検尿　⑥血圧　⑦胸部X線　⑧医師診察
☆希望により、３５歳未満及び３６～３９歳までの方も一般定期健康診断Ａを受診できます。

事業所巡回日 ８月４日（金）、７日（月）、２１日（月）、２２日（火）、２３日（水）、２４日（木）、２５日（金）、２８日（月）
※5名以上受診の場合、巡回します。

地区センター巡回日

☎048-966-6111
越谷商工会議所へのお問い合わせは
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５月・６月の予定一覧

５月
※予定は予告なく変更されることがございます。

日本政策金融公庫の担当者による、金融個別相談会
です。
●日　時　５月11日（木） 10:00～12：00
　　　　　６月  1日（木） 10:00～12：00
●場　所　越谷商工会議所2階事務所内　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。
●５月の相談会
　　　　　第１回　５月19日（金）
●6月の相談会
　　　　　第１回　６月  ２日（金）
　　　　　第２回　６月16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　５月24日（水）・ 6月21日（水）
●会　場　越谷産業会館　地下第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）

８日（月）
１１日（木）
１２日（金）
１２日（金）
１５日（月）
１５日（月）
１５日（月）
１６日（火）

１７日（水）
１７日（水）
１９日（金）
１９日（金）
２２日（月）
２２日（月）
２２日（月）
２４日（水）
２９日（月）
３０日（火）

青年部執行部会
日本政策金融公庫定例相談日
第２回正副会頭会議
総務委員会
工業部会第２回正副部会長会議
工業部会議員会
青年部役員会
こしがや企業応援地域プラットフォーム
第１回連絡会議
TMOチャレンジ講座プレセミナー
越谷工業経営懇話会　役員会
埼玉県よろず支援拠点出張相談会
青年部通常会員総会
女性会通常総会並びに講演会
第４回越ヶ谷まちゼミ（～６月21日）
第２回常議員会
埼玉県事業引継ぎ支援センター巡回個別相談会
労働セミナー（同封チラシ参照）
TMOチャレンジ講座①

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 

６月
１日（木）
２日（金）
２日（金）
6日（火）
１１日（日）
１４日（水）
１５日（木）
１６日（金）
２１日（水）
２２日（木）
２５日（日）

日本政策金融公庫定例相談日
第３回正副会頭会議
埼玉県よろず支援拠点出張相談会
建設業部会幹事会
第 146 回簿記検定
工業経営懇話会　平成 29年度通常総会
知的財産総合支援センター埼玉 特許・商標相談会
埼玉県よろず支援拠点出張相談会
埼玉県事業引継ぎ支援センター巡回個別相談会
第３回通常議員総会
第210回珠算検定・第120回段位認定試験
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特許・商標相談会
●日　時　6月15日（木）13：00～17：00
●会　場　越谷産業会館　２階会議室
●相談員　知的財産アドバイザー
　　　　　小林　公（こばやし　いさお）氏
●内　容　知的財産総合支援センターのアドバイザーが、特

許・実用新案・意匠・商標等のご質問やご相談
に応じるとともに、特許等のデータベース
「J-PlatPat」の活用方法等についても個別に説
明いたします。お気軽にご相談ください。

●申込先　知的財産総合支援センター埼玉
　　　　　☎048-621-7050

無 料 相 談

（予約制・先着順）



交番

千間台西三丁目
バス停

東武スカイツリーライン
せんげん台駅

西口
ターミナル

TOBU
食鮮市場

イオン
く
す
の
き
通
り

ケント
鍼灸整骨院

セ
キ
チ
ュ
ー

せ
ん
げ
ん
台

西
店

あなたの事業所を「鼓動」で紹介しませんか？ 無料です。　問合せ　越谷商工会議所　総務課　中川

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
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会員
紹介 はたらきびとの

月
今

　こんにちは！　ケント鍼灸整骨院の院長をして
おります、島屋賢人です！　せんげん台に開院し
て、５月３日で５年目に入ります。
　当院では、患者さんの症状や、体の状態に合
わせ、色々な角度から施術を行っております。そ
して、根本治療を目指す中で、リラックスして施
術を受けていただく為に、院内は間接照明、観葉
植物や音楽、ほんのりアロマエッセンシャルオイ
ルの香りで、癒しの空間作りをしております。
　患者さんが笑顔になる事をイメージしながら、
毎日施術をしております。
　近隣や遠方の方、若い方やご年配の方など、様々
な患者さんが来院されております。体の悩みや、
どんな些細な事でも、お気軽にご相談ください。
　いつでも元気よく、お待ちしております！

ケント鍼灸整骨院

熊本城
復興支援金
募集のお願い

代表　島屋賢人
〒 343-0041  埼玉県越谷市千間台西5-3-56
TEL.048（976）1115

　平成２８年熊本地震によって、熊本の貴重な宝である文化財が大きな被害を蒙りました。
熊本城は、築城から４００年余の歳月を経て現在に受け継がれた重要な文化財であり、熊
本の宝、ひいては我が国の宝といえるものです。甚大な被害を受けた石垣や重要文化財建
造物等の復旧には、これから長い歳月と費用が必要となります。
　そこで、熊本商工会議所では、この災害で被災した我が国の貴重な宝である熊本城の早
期復元を支援することを目的としました支援金の募集を行うこととしました。皆さまの温か
いご支援を何卒よろしくお願いいたします。

◆募集期間　　平成３０年３月３１日（土）まで

◆振込先口座
　　金融機関　肥後銀行　紺屋町支店
　　口座種類　普通口座
　　口座番号　１３６３９８５
　　　　　　　くまもとじょうふっこうしえんきん
　　口座名義　熊本城復興支援金
　　　　　　　くまもとしょうこうかいぎしょ　せんむりじ　たにざきじゅんいち
　　　　　　　熊本商工会議所　専務理事　谷﨑淳一

◆支援金の取扱いについて
　いただいた支援金は「熊本城災害復興支援金」として、全
額を熊本市に寄付いたします。

◆税制上の取扱いについて
　この支援金は、所得税法第７８条第２項第１号及び法人税法第
３７条第３項第１号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄
付金」に該当します。希望される場合は、受領証を発送いたします。

◆お申込みについて
　「支援金申込書」（熊本商工会議所ホームページよりダウン
ロードできます）に必要事項をご記載のうえ、郵送・ファックス・
Eメールのいずれかにて熊本商工会議所までご送付ください。

◆問合せ
熊本商工会議所　総務部　総務企画課
TEL.０９６-３５４-６６８８（代表）　FAX.０９６-３５２-５２０２
〒８６０-８５４７　熊本市中央区横紺屋町１０番地
http://www.kmt-cci.or.jp/fukkou-shien.php
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図柄入りナンバープレート
をご存知ですか？
ナンバープレートの交換には出張封印取付代行と
いう制度がございます

○埼玉県行政書士会越谷支部　提供

　2019年にラグビーワールドカップ、2020年には東京オリン

ピック・パラリンピックが日本で開催されることは、皆様もご存

知のことと思われます。それらの開催に併せ、平成29年4月か

らはラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートが導入

されています。また、平成29年10月頃には東京オリンピック・パ

ラリンピック特別仕様ナンバープレートが導入される予定と

なっており、それぞれの大会を盛り上げていこうという取組の

一つとなっています。

　そしてもう一つ、平成30年10月頃からは地方版図柄入りナン

バープレートの導入も予定されており、越谷市でも導入を予定

しているようです。市のホームページにも情報が掲載されてお

りますが、デザインを公募して最終的には市民の皆様のアン

ケート投票で決定されるそうです。どのようなデザインになる

のか今から楽しみです。今後は、それぞれの地域独自のナン

バープレートをあちこちで見かけるようになるかもしれません。

　では、実際に図柄入りナンバープレートに交換したい場合

は、どのような手続きをとればよいのか。すでに導入されてお

ります、ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートを例

にお話させていただきます。2種類のナンバープレートがござ

いまして、「大会関連マークと図柄の入った寄付金あり」と「大

会関連マークのみの寄付金無し」（イラストを参照）となってお

ります。簡単な流れと致しましては、①ナンバープレートの申

込み②寄付金（寄付を行う場合）及び手数料の支払い③車を

運輸支局等に持込、交換手続き（申請書類の作成が必要）④

ナンバープレートの交付・取付となっております。

　全てをご自身でやられる場合には、ある程度の時間と手間

がかかります。土日祝日は運輸支局等の役所はお休みですの

で、平日にお仕事をされている方などは車の持込が難しい場

合もあるのではないでしょうか。

　そこで、出張封印取付代行制度をご紹介させていただきま

す。一言で申しますと、「車を持ち込まなくてもナンバープレー

トの交換が可能」という制度です。ご自宅の車庫や借りてい

る駐車場での交換が可能です。交換の日時は行政書士との間

で調整していただきます。では、行政書士なら誰でもできるの

か、というと、実はそうではありません。「自動車登録業務に

十分精通した行政書士」ということで、所定の講習を受講した

上で、出張封印取付代行実施契約を一般財団法人関東陸運

振興センターの埼玉県内各支部との間で締結するなど、一定

の要件を満たした行政書士のみが取り扱える業務となってお

ります。（平成29年3月31日時点）

　道路運送車両法が改正されて、今つけられているナンバー

プレートの番号を変えることなく図柄入りナンバープレートへ

の交換が可能となりました。これを機に、お気に入りのナン

バーに図柄を入れるのも良いのではないでしょうか。図柄入り

ナンバープレートに関する詳細が知りたい方は、国土交通省の

ホームページや越谷市のホームページにも掲載されていますの

で、そちらも確認されると良いと思います。あるいは、埼玉県

行政書士会越谷支部（048-964-7412）にお問い合わせ頂け

れば専門の行政書士が説明致します。

（埼玉県行政書士会越谷支部　松澤 勇太）

イラスト出典：国土交通省ホームページ
（http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha06_hh_000068.html）
左：図柄入りナンバー（寄付金つき）　右：ロゴ付きナンバー
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平成29年 3月にご加入いただいた新入会員の皆様

ヌーベルシノワ　Ｉｓｈｉｂａｓｈｉ
住友生命保険相互会社　越谷支社
オリ行政書士事務所
環境技術開発㈱
田野本
ＫＯＣＯＲＯＨｏｍｅ‘ｓ㈱
両備ホールディングス㈱　両備トランスポートカンパニー越谷支社
㈲英建　
田村巧芸　
神
ロイヤルクリーン　
Ｓｈｅｌｌｙ　
ＬａＬａ　洋服のお直し
田中　
川村　
遠藤　
ひだりずし
小森　
佐藤設備　
㈱アグリテクノ　関東事業所　
㈱越谷ロック
ＪＡＮエンタープライズ（同）
オートバックス　カーズ北越谷　
埼玉ダイハツ販売㈱
㈲エスケイオート
ネットワンサービス

飯山　哲也
久保　貴紀
オリ　　香　
大山　　陽　
田野本真理　
杉澤由季子　
石井　泰広
石井　英樹
田村　隆行
神　　　享
菅原　栄二
矢島　佳朗
近藤　淑子
田中　　亮　
川村　剛人
遠藤　恭子
宮本　俊三
小森　恵子
佐藤　文厚
小池　正弘
井上　健三
モハメッド　ジャヴェド
大濱　裕広
山口　雅行
渡辺　真也
赤松　俊之

登戸町
弥生町
蒲生南町
大間野町
瓦曽根
越ヶ谷
西新井
東越谷
蒲生
北越谷
東越谷
大竹
蒲生茜町
花田
川柳町
東大沢
流通団地
越ヶ谷
上間久里
大成町
千間台東
南荻島
大房
弥十郎
川柳町
増林

飲食店　
生命保険業　
行政書士
造園業　
不動産賃貸経営　
一般住宅建築
運輸倉庫業　
外構工事
内装業　
Ｗｅｂデザイナー
清掃業　
中古車販売　
洋裁
撮影
型枠大工
駐車場　
定食屋　
飲食業　
水道設備
鶏卵事業、食品加工事業　
錠前取扱業　
装備トラック販売
自動車整備業等
自動車整備業等
自動車整備業等
自動車整備業等

事業所名 代表者氏名 住 所 業 種

事業報告
　３月１７日午後、越谷コミュニティセンターにおいて、第
１回越谷合同企業説明会を開催しました。越谷の将来を
担う来春卒業予定の大学生や専門学校生、更には既卒
者や一般求職者と越谷市周辺の事業者が出会う場とし
て開催されました。求職者の参加人数は７３人、様々な業
種から２８社が参加しました。企業の各ブースに立ち寄っ
た求職者は、担当者の話に熱心に耳を傾けていました。
　また、午前中に開催された講演会には求職者、企業双
方が出席し、熱心に勉強をしていました。

※3月末会員数　5,400 事業所

あかいし　　りょう

赤石　亮　　総務課　管理運営業務、会員サービス事業担当

4月1日付で、新しく職員が入所しました。

越谷市出身です。趣味はサッカー観戦ですが、最近はなかなかスタジアムに行
けず、もっぱらテレビで観戦しています。Jリーグも海外サッカーも両方楽しん
でいます。
会員の皆様のお役に立てるよう頑張ります。どうぞよろしくお願いいたします。



家族の健康を守る家づくり

有限会社

埼玉県越谷市登戸町23番18号
TEL. 048-988-3373
FAX. 048-988-3369

大 熊 建 設

若葉は日ごとに濃い緑となり、街路樹の花が咲き、躍動感溢れる季節となりました。越谷商工会議
所では平成29年度のセミナーや相談会など様々な事業が始まりました。少しでもご興味がありまし
たら、お気軽にお問い合わせください。商工会議所はいつでも皆様をお待ちしています。

編集後記

ヨコのヒントタテのヒント

その悲劇もきっと明日は喜劇になる！
旧友との再会は、新たな大騒動への
幕開けだった！？
原作・監督：山田洋次
出演：橋爪功 吉行和子 西村雅彦 夏川結衣 
　　　中嶋朋子 林家正蔵 妻夫木聡 蒼井優

すべての“働く人”が共感して泣い
た、60万部突破のベストセラー小説
が待望の映画化！

出演：福士蒼汰　工藤阿須加

公 開
5/27 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

4 月号のクロスワードパズルの答えは「イセジングウ」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 5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

11

Ⓒ2017「家族はつらいよ２」製作委員会（C）2017 映画「ちょっと今から仕事やめてくる」製作委員会

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　物をまとめて縛ったもの、○○にする
3　ほったらかしにすること
6　おでんや豚カツにつける香辛料
8　見える範囲のこと
9　金づちの別名は？
11　しっくりこないこと、○○○○を覚える
13　ラクダの背中に一つか二つある
15　伸縮自在の便利なバンド
16　針が上下する裁縫機械
17　同じ釜の○○を食う

1　10m上の台からプールにダイブする競技
2　弁当やすしの仕切りにする緑色のシート
3　ホルスタインやバイソンもこの仲間
4　和食、卵を使った具材入りの蒸し料理
8　式や番組の進行役
10　メキシコの州と同名の小型犬
12　1人を囲んで回りながら歌うわらべ歌
14　○○に二言なし
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明 日 の 夢 を 創 る

〒343-0811  埼玉県越谷市御殿町2番11号
TEL（048）966-1661（代）  FAX（048）962-1661

代表取締役　髙 橋　和 彦

ご相談・お見積りは無料です。
些細なことでもご相談ください。 受付時間 ９：００～１７：００（日曜・祝日休み）

0120-20-16610120-20-1661

ＩＳＯ ９００１（品質）／ＩＳＯ １４００１（環境）認証取得

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

発行日／平成29年5月1日


