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［ 輝く越谷人 インタビュー ］

地域に親しまれる仕事と技術を

平成28年度   事業報告・収支決算報告
〈お知らせ〉商業夏季親睦交流会（サマーフェス）
〈お知らせ〉 環境衛生業部会・サービス業部会親睦ゴルフ大会
貿易に関する相談・講座・証明発給サービスのご案内

株式会社 八木沢工務店
代表取締役　八木沢  登さん（下段左）と会長（下段右）、スタッフの皆さん



静かな里に大鰐口の音が響く
　鰐口とは、寺院に参詣の時に、ご本尊に向かって紐を

引っ張って鳴らすもの。野島の浄山寺の大鰐口は直径

176ｃｍという全国有数の大きさで有名でしたが、この

お寺で、さらに市民の誇りとなるものが見つかりました。

ご本尊の木造地蔵尊像です。専門家により9世紀（平安

時代）の作とされ、国の重要文化財に指定されました。

地蔵尊像として全国最古級の古さです。埼玉県では、こ

れまで10世紀の仏像が一番古いといわれてきましたが、

それらをしのぐ県内で最古の仏像が越谷にあったので

す。彫像としての美しさも超一級です。（像高92.5ｃｍ）

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
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輝く越谷人「株式会社八木沢工務店」

平成28年度事業報告・収支決算報告（～P5）

イベント・お知らせ　

無料相談／7月・8月の予定一覧

貿易関係証明発給サービスのご案内

解体工事業新設から１年

新入会員紹介・事業報告・えせ同和行為を

排除しましょう

パズル・今月のおすすめ映画・編集後記



「地域のため」 という思い
　株式会社八木沢工務店の創立者

は現会長の八木沢隆さん。栃木県

出身で、東京都内の材木店、工務

店で修行の後、若干23歳で越谷市

に会社を設立した。5年前、隆さ

んは会長となり、登さんが八木沢

工務店を引き継いだ。

　八木沢工務店は地域に密着した事

業を大切にしており、貢献している。隆

さんは長く自治会長を務め、登さんは

建設関係の組合などに真摯に取り組

んでいる。八木沢工務店が建てた自

治会館も市内にたくさんあり、事務所

には感謝状が壁一面に飾られている。

　また、ノミやカンナの手入れで鍛

えた研ぐ技術を生かして包丁研ぎも

受けている。家庭で包丁を上手に研ぐ

のは難しいもので、近所の人々に大変

感謝されているそうだ。地元、南越谷

地区のイベ

ントでは一日

で100本も

研いだことも

あるという。

木の魅力
　八木沢工務店は国産の檜や杉な

どの無垢の木材をできるだけ使い

たいと思っている。木が持つ暖か

みを味わってほしいからだ。木は

生きている。だから長年使ってい

るうちに曲がったり反ったり割れ

たりしてしまうこともある。それ

も「木の味」なのだが、近年は薄

い板を張り合わせた修正材が使わ

れることが多いそうだ。

　八木沢工務店の事務所には大き

な厚い松の板が仕切りとして使わ

れている。30年たった今でも松脂

が滲み出てくるそうだ。木の生命

力と同時に年輪や節の深い味わい

が感じられる一枚の板だ。何の飾

りもいらない。

街の工務店だからできること
　八木沢工務店は新築、増築、修

繕、マンションリフォーム、オーダー

メイドの家具の製造を手がける。や

りがいはどれも同じだという。お客

様とよく話し、工務店ならではのアド

バイスをし、いいものを造りたいとい

う。そうして建てられた家には愛着

があり責任があるという。また、家を

建て替えるとき、希望すれば柱や梁

などを再利用してくれる。施主にとっ

て住み慣れた家を取り壊すのはつら

いが、一部でも活かしてもらえるの

はとても嬉しいことだ。

　街の工務店ならではの強みは、水

回り、内装など様々な業者とのチー

ムワークがしっかりしていることだ。

小さな困りごとでもすぐに駆けつけ

てくれる。

　八木沢工務店では社員の皆さん

が一緒に取材に応じ、掲載する施工

の写真も皆さんが一生懸命選んでく

れた。表紙の写真を撮る段になると、

「皆で写ってもいいですか？」と会長

も交えての撮影になった。家族的な

温もりがある事業所だ。これからも

永く地域に親しまれることだろう。

（取材：広報担当 中川）

【会社情報】
●創業　　　昭和 47年 12 月
●事業内容　木造住宅を中心に、新築、増築、
　　　　　　リフォームなど
●所在地　　越谷市赤山町4-1-33
●電話　　　048-962-2888

〈 今月の表 紙〉

八木沢　登 氏

株式会社八木沢工務店

KOSHIGAYA-B I TO

プロフィール
昭和37年  越谷市に生まれる。
平成22年  株式会社八木沢工務店代表取締役
に就任。二級施工管理技士。
趣味はウィンドサーフィン。座右の銘は「やって
みせ 言って聞かせて させてみて ほめてやらね
ば人は動かじ（元帥海軍大将 山本五十六）。
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　平成28年度の我が国の経済は、緩やかな回復基調が続いているものの、中小企業・
小規模事業者は、労働力不足や事業承継、グローバル化の対応などの課題を抱え、
依然として厳しい経営環境にあります。
　このような中、全国515番目の商工会議所として活動をスタートした越谷商工会
議所は地域経済発展のため諸事業を行いました。

●経営指導員を中心とした経営相談を行いました。
　2,858事業所に対し延べ3,759件
　…内訳　巡回1,244件、窓口2,455件、創業 60件　
●行政・金融機関等地域支援機関と連携した「こしがや企
　業応援プラットフォーム」で専門家の派遣相談やセミナー
　を開催しました。
　・コーディネーターの設置によるワンストップ窓口相
　　談件数……………………………………………4,186件
　・専門家派遣件数……………………………31社（51回）
　・企業応援プロジェクト支援企業数…………………20社
　・セミナーの開催………………………………………4回
　・ビジネス交流会参加企業数…………………………54社
●小規模事業者の持続的発展に寄与するため伴走型支援を
　実施しました。
　・経営革新計画承認件数………………………………16件
　・小規模事業者持続化補助金申請支援事業者………46件
　・事業計画フォローアップ件数………………………23件
●平成28年度新規事業　
　・メールマガジンの配信………………………月2回配信
　・働く女性の応援プロジェクト事業……………46名参加 
　・合同企業説明会……………参加企業28社、求職者73名

●関係団体と連携し、雛めぐり、甲冑めぐり、越ヶ谷宿場
　まつり、まるななマーケットなどを実施し、賑わいを
　創出しました。
●企業のＰＲと取引の拡大等を目的に、埼玉東部工業
　展への出展やこしがや産業フェスタを開催しました。
●簿記、珠算など日本商工会議所検定や貿易証明の発
　給など、商工会議所ならではの事業に取り組みました。

事業総括

越谷商工会議所　平成28年度

事業報告・収支決算報告
6月22日（木）第３回通常議員総会が越谷コミュニティセンターポルティコホールで開催され、
平成28年度事業報告・収支決算報告が承認されました。主な内容をご報告いたします。

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

経営支援事業 地域振興事業

●会員加入増強運動に取り組み、会員増を図ることが
　できました。
　平成28年度末会員数　5,400事業所

組織強化事業

こしがや産業フェスタ 企業合同説明会
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財政規模  421,103千円 支出の部　421,103千円

事業費
46.5%

195,921千円
給与費
32.5%

136,951千円

管理費
10.7%

45,015千円

繰出金7.2%
30,096千円

次年度繰越金3.1%
13,120千円

平成28年度収支決算の内訳

※給与費には給与、福利厚生費、退職給与引当費が含まれる。

平成28年度会員加入増強推進にご協力いただいた方々を表彰しました

埼玉りそな銀行　越谷支店
武蔵野銀行　　　越谷支店
武蔵野銀行　　　大袋支店
埼玉縣信用金庫　越谷支店
埼玉縣信用金庫　大袋支店
埼玉縣信用金庫　越谷平方支店
栃木銀行　　　　越谷支店
栃木銀行　　　　大袋支店
栃木銀行　　　　蒲生支店
栃木銀行　　　　東越谷支店
栃木銀行　　　　弥十郎支店
栃木銀行　　　　せんげん台支店
栃木銀行　　　　蒲生西支店
常陽銀行　　　　越谷支店
川口信用金庫　　蒲生支店

金融機関 ㈱新井製作所　　　　　　　新井　　進
池中建設㈱　　　　　　　　中島美三郎
㈱石川商事　　　　　　　　石川　正一
㈲エコーエンタープライズ　江原　武男
㈲大内食品　　　　　　　　大内　一幸
髙元建設㈱　　　　　　　　髙橋　　奬
㈱豊田工務店　　　　　　　豊田　高行
富士純薬㈱　　　　　　　　中﨑　勝幸
吉岳商事㈱　　　　　　　　吉澤　雅隆
㈱和光製作所　　　　　　　山田二三夫
㈲鈴木硝子　　　　　　　　鈴木　宗勝
手打ちそばたなみ　　　　　会田　栄子
㈲ロードハウス　　　　　　島根　　亨

役員・議員

収入の部　421,103千円

会費
20.6%

86,764千円

事業収入等
33.1%

139,287千円

一般会計
53.5%

225,228千円
中小企業相談所
特別会計
28.1%

118,227千円

特定退職金共済
特別会計
13.4%

56,528千円

会館管理運営
特別会計5.0%
21,120千円

受託料
0.6%

2,520千円

交付金
35.2%

148,355千円

繰入金7.1%
30,096千円

雑収入0.2%
751千円

前年度繰越金3.2%
13,330千円

（順不同　敬称略）
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イベント・お知らせ

●日　時　7月3日(月)、４日(火)、5日(水)、10日(月)
　　　　　9：00～11：30、13：00～15：00
●会　場　越谷産業会館　地下　第1会議室

●お持ちいただくもの
　・支払った給与額がわかる書類(源泉徴収簿等)
　・源泉税納付書(納付書整理番号印字付きのもの)
　　（紛失した場合は税務署で再発行の手続きをしてください）
　・帳簿等、青色申告会会員手帳

　市内商業者の皆様の交流・連携促進を目的に商業夏季親睦
交流会を開催します。
●日　時　8月25日（金）　18：30～20：30　
●会　場　㈱大野楽器・ライブハウス
　　　　　越谷市赤山町1-89-9
●内　容　①地元音楽バンドなどによる生演奏　
　　　　　②立食形式の交流会

●定　員　60名（先着順）
●対　象　商工会議所会員（原則、商業者）・市内商店会会員
●参加費　3,000円（当日集金）※開催日前１週間以内のキャ
　　　　　ンセルはキャンセル料が発生します。
●申込み　同封の申込書をＦＡＸ
●問合せ　地域振興課　商業担当

源泉指導並びに記帳指導・相談のお知らせ

越谷商工会議所商業部会　福利厚生事業商業夏季親睦交流会（サマーフェス）開催のお知らせ

　部会相互の親睦を深めるため、ゴルフ大会を開催します。
　プレー終了後、クラブハウスでパーティを開催します。
●日　　時　9月27日（水）
　　　　　　8：15（現地集合）　8：42スタート
●場　　所　ＪGMセベ・バレステロスゴルフクラブ
　　　　　　（茨城県稲敷市）　
●参加資格　環境衛生業・サービス業部会員
●参 加 費　一人4,000円（当日集金します）
　　　　　　※プレー代等別途自己負担となります。
　　　　　　（プレー代7,500円（昼食付）＋キャディー代）

●競技方法　新ペリア方式
●募集人数　40名（10組）（定員になり次第締切）
●締　　切　8月25日（金）
●申  込   み　電話または参加申込書をFAX。（申込書は商工会
　　　　　　議所ホームページからダウンロードできます。）
●問 合 せ　地域振興課　関根・澤田

環境衛生業部会・サービス業部会　親睦ゴルフ大会のお知らせ

　5月の全産業合計の業況DIは、▲16.2と、前月から＋1.1ポイントの改善。ただし、「悪化」から「不変」への変化が押し上げ要因と
なったことに留意が必要です。インバウンドを含めゴールデンウィークの好調な観光需要からサービス業の業況感が改善しました。ま
た、電子部品、自動車関連の堅調な生産・輸出や、建設・設備投資の底堅い推移から、関連商品を扱う卸売業の業況改善を指摘する
声が聞かれました。他方、消費者の節約志向や人手不足の影響拡大、原材料・燃料の値上りが依然、中小企業のマインドに影響を及
ぼしており、業況改善に向けた動きは力強さを欠いています。
　先行きについては、先行き見通しDIが▲15.9（今月比＋0.3ポイント）とほぼ
横ばいを見込みます。インバウンドを含む消費や輸出の拡大に期待する声が
聞かれました。他方、消費の一段の悪化、人手不足の影響拡大、原材料・燃料
価格の上昇、地政学的リスクなど、先行きの懸念材料を指摘する声は多く、中
小企業の業況感は足踏みが続く見通しです。
※ＤＩ＝（増加・好転などの回答割合）－（減少・悪化などの回答割合）
※業況　採算：（好転）－（悪化）   売上：（増加）－（減少）

5月度調査報告LOBO調査（商工会議所早期景気観測）
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イベント・お知らせ ☎048-966-6111
越谷商工会議所へのお問い合わせは

　海外進出･展開に関する疑問、取引先発掘、専門家の紹介な
ど、貿易に関する様々なご相談をお受けします。ご相談は、貿易
の知識と経験豊富な専門アドバイザーが対応いたします。
●日　時　7月26日（水）9：00～12：00

●会　場　越谷産業会館　地下第２会議室
●費　用　無料
●申込み　公益財団法人 埼玉県産業振興公社 
　　　　　☎048-647-4156

　初めて貿易実務に携わる方、これから貿易をしようと考えて
いる方、貿易取引に関する知識を再確認したい方等にオススメ
の貿易基礎講座です。経験豊富な講師より、貿易の基礎を分か
り易くご説明いたしますので、是非お気軽にご参加ください。
●日　時　7月26日（水）14：00～17：00
●会　場　越谷産業会館 １階集会室
●定　員　50名（定員になり次第締切）
●受講料　無料

●講　師　前田　直明氏
　　　　　公益財団法人 埼玉県産業振興公社
　　　　　貿易投資アドバイザー
●内　容　１．貿易取引の流れ
　　　　　２．輸出入の流れ
　　　　　３．貿易関係書類の書き方
●申込み　電話または本紙同封の申込書をFAX　
●問合せ　企業支援課　坂

巡回貿易投資相談

貿易基礎講座～はじめての貿易実務～

貿易関係証明発給サービスのご案内

要予約

越谷商工会議所では、貿易に係わる以下の各種証明書の発給を行っております。
貴社の貿易業務にぜひご活用ください。なお、発給には事前の貿易登録（越谷
商工会議所会員は登録料無料）が必要となりますので、ご利用の際は担当まで
ご連絡ください。

◆ 受付窓口　越谷商工会議所
◆ 受付時間　8：30～17：15
◆ 問 合 せ　企業支援課 貿易関係証明担当
詳しい申請方法は

種　　別
発給手数料（１件につき）

会　員

原産地証明書 864円

864円

864円

540円

540円

864円

1,728円

1,728円

1,728円

1,080円

864円

インボイス証明

サイン証明

会員証明

日本法人証明

営業証明

貿易貨物である商品の国籍を証明する

各種インボイスが申請者により正規に作成され、
提出された事実を証明する

書類上に肉筆で自署されたサインが
当所に登録されているサインであることを証明する

「商工会議所の会員」であることを証明する

「日本に登記された法人」であることを証明する

「営業開始年月日、及び、現在の営業種目」
を証明する

非会員

越谷商工会議所　貿易関係証明



ア
ク
セ
ス

 

越
谷
駅
東
口
徒
歩
３
分

 

み
ず
ほ
銀
行 

前

ラ
ン
チ

 

11
時
半
か
ら
13
時
半

デ
ィ
ナ
ー

 

17
時
か
ら
22
時（
Ｌ
．Ｏ
．）

個
室
完
備

 

テ
ー
ブ
ル
席  

５
部
屋

☎048-966-1031
ご予約承ります 火曜定休
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７月・８月の予定一覧

７月
※予定は予告なく変更されることがございます。

経営革新計画の策定を通じ、円滑な事業承継のための
後継者等の育成を図ります。
●日　時　7月26日（水） 14：00～16：30
●会　場　武蔵野銀行越谷支店　３階会議室
●申込先　武蔵野銀行越谷支店　☎048-962-4131

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。
●7月の相談会
　第1回　7月7日(金)・第2回　7月21日(金)
●8月の相談会
　第1回　8月4日(金)・第2回　8月18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　　　
●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

中小企業経営革新セミナー

埼玉県事業引継ぎ支援センターは、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　7月19日（水）・8月23日(水)
●会　場　越谷商工会議所　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（先着順）

●日　時　9月21日(木)　13：00～17：00
●会　場　越谷商工会議所　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」
の活用方法についても説明いたします。
●申込先　知的財産総合支援センター埼玉
　　　　　☎048-621-7050

特許・商標相談会（先着順）

3日
5日
5日
5日
6日
7日
7日
7日
8日
10日
10日
11日
11日
12日
14日
18日
19日
19日
20日
21日
26日
26日
26日

（月）
（水）
（水）
（水）
（木）
（金）
（金）
（金）
（土）
（月）
（月）
（火）
（火）
（水）
（金）
（火）
（水）
（水）
（木）
（金）
（水）
（水）
(水）

源泉指導（～ 5日、10日）
こしがや創業塾夜間コース③
サービス業部会講演会
こしがや商人塾①
一日公庫金融相談会（日本政策金融公庫）
１日でわかる！総務の基本と実務セミナー
埼玉県よろず支援拠点出張相談会
正副会頭会議
第 80 回リテールマーケティング（販売士）検定試験
工業部会第 4回正副部会長会議
工業部会議員会
中堅・中小企業のための事業承継・M&Aセミナー
金融機関との懇談会
こしがや創業塾夜間コース④
サービス業部会幹事会
TMOチャレンジ講座③
埼玉県事業引継ぎ支援センター巡回個別相談会
こしがや商人塾②
常議員会
埼玉県よろず支援拠点出張相談会
巡回貿易投資相談
貿易基礎講座　～はじめての貿易実務～
中小企業経営革新セミナー

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 

８月
4日
4日
10日
18日
21日
22日
22日
23日
23日

（金）
（金）
（木）
（金）
（月）
（火）
（火）
（水）
（水）

埼玉県よろず支援拠点出張相談会
正副会頭会議
環境衛生業部会役員会
埼玉県よろず支援拠点出張相談会
販路開拓セミナー
女性創業支援セミナー
TMOチャレンジ講座④
経営革新セミナー
埼玉県事業引継ぎ支援センター巡回個別相談会

無 料 相 談

☎ 048-966-6111
越谷商工会議所へのお問い合わせは

要予約

要予約

要予約

武蔵野銀行主催　越谷商工会議所共催
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解体工事業新設から１年
○埼玉県行政書士会越谷支部　提供

　皆様こんにちは。
　平成28年6月に建設業許可制度において、建設業
法の改正により実に45年ぶりとなる29番目の新しい
業種「解体工事業（以下「解体」といいます）」が新設さ
れました。それから1年。埼玉県内では既に400以上の
事業者が解体の許可を取得しています。

　従来、解体工事を行うには建設業許可のうち「土木
工事業（以下「土木」といいます）」「建築工事業（以下
「建築」といいます）」「とび・土工・コンクリート工事業
（以下「とび」といいます）」のいずれかを取得している
ことが求められていました。このうち土木と建築につい
ては総合的な土木一式工事や建築一式工事の中で行
われる解体工事を想定しており、解体工事を行おうと
する事業者は一般的にとびの許可を取得していまし
た。今回はとびの許可において施工できる工事のうち
解体工事だけを分離独立する形で、解体の許可が加
わったのです。

　建設業許可事務ガイドラインでは、解体工事の例示
として「工作物解体工事」とあり、区分の考え方は「それ
ぞれの専門工事において建設される目的物について、
それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築
物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築
一式工事に該当する。」としています。

　後段部分を考えてみると、土木、建築の許可をもって
行う解体工事はこれまでと同様で、総合的な土木一式
工事や建築一式工事の中で行われる解体工事と見受
けられます。ところが前段部分を考えてみると、例えば
店舗内装を撤去する場合には内装仕上工事業の許可
をもって、信号機の撤去は電気工事業の許可をもって
行うものであると見受けられます。つまり、解体の許可
が想定する解体工事は、例えば一戸建住宅の撤去の
ような工事なのではないかと考えられるのです。

　平成28年5月までにとびの許可を取得している事業
者は、平成31年5月までは引き続き解体工事の施工が
できます。その後も解体工事を行いたい場合、原則的
にはそれまでに解体の許可を追加取得することになり
ます。お持ちの資格によっては許可取得後に講習を受
講する必要があったりしますので注意が必要です。そし
て、上記のように専門工事に該当する目的物を撤去す
るようなケースは特に要注意です。むしろ他の業種の
許可を取得すべきであったり、建設リサイクル法におけ
る「解体工事業登録」を受けるべきであったりするかも
知れないからです。
　まだまだ経過措置期間は２年弱ありますので、建設
業に詳しい専門家に相談する等により、適切な許可や
登録を取得することをお勧めします。

（埼玉県行政書士会越谷支部　江口　公晴）
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平成29年 ５月にご加入いただいた新入会員の皆様

㈱ｂｅｒｔｅｘ　
㈱リメーク　
㈱トリニティ
鈴木　
㈱てつろう塾
トラスト　
パソコン　ゆとりの講座
㈱アソシエ　
ビーエルティー
㈱電通エンジニアリング　
ヒロテック

渡邉　紀明
横山　利明
関根　和則
鈴木　俊太
高橋　徹郎
潮﨑　忠雄
久保田洋子　
秋葉　純人
堀井　　徹　
鈴木しのぶ　
巽　　浩司

レイクタウン
増林
大里
瓦曽根
大杉
上間久里
南越谷
南越谷
赤山本町
大成町
蒲生南町

電気通信業　
リフォーム業
文化教室の運営等
リフォーム工事　
建築コンサルタント　
建築金物取り付け
パソコン教室
不動産業
看板デザイン製作等　
電気工事業他　
電気工事

事業所名 代表者氏名 住 所 業 種

※5月末会員数　5,401事業所

越谷商工会議所　会費納入のお願い

女性会通常総会並びに講演会を開催しました

～平成29年度上期分（4月～9月分）～

振込の方…６月中旬に「会費の振込用紙」を郵送しております。納入がお済みでない方はお早目に、取扱い
金融機関、又は商工会議所事務局で納入してください。振込手数料は会員様負担となります。
口座振替の方…ご指定の口座から7月18日（火）に引落しいたします。7月上旬に口座振替通知書を郵送しま
すので残高の確認をお願いします。領収証を必要な方はお申し出ください。（担当：井原）

　5月22日（月）越谷産業会館にて女性会通常総会並びに講演会を開催
しました。議案は全て原案通り可決され、役員改選では会長に中村幸江現
会長が再任されました。また、今年度は、昨年の活動に加え、上部団体活動
への積極的参加、歌舞伎鑑賞、生花教室等を行っていく予定であることが
報告されました。
　総会終了後には、越谷市保健医療部市民健康課の福島氏と小林氏をお
招きし、「骨粗しょう症の予防と食生活」をテーマにご講演いただきました。

　えせ同和行為に対して応じる義務はありません。毅然とした
態度で断固拒否し、えせ同和行為を排除しましょう。その場しの
ぎの安易な対応は更につけ込まれ、同和問題の解決を遅らせ
ることになります。

えせ同和行為を排除しましょう
「えせ同和行為」とは えせ同和行為は断固拒否しましょう
　個人、企業、行政機関などに対して、同和問題の解決
に努力しているように装い「図書等物品購入の強要」や
「寄付金・賛助金の強要」など、不法・不当な行為や要求
をすることです。
　このような行為は、要求を受けた人が被害に遭うだけ
でなく、国民の間に同和問題に対する誤った意識を植え
つけ、新たな偏見や差別意識を生む要因となり、同和問
題解決のために多くの人々が積み重ねてきた人権教育
や啓発活動の効果を一挙に覆す許されない行為です。

※同和問題とは・・・「同和地区に住んでいる」あるいは「同和地区に生まれた」とい
う理由で、結婚や就職、日常生活などの面で差別を受け、憲法が保障する「基本的
人権」が侵害されるという、日本の歴史の中で生み出された、現在もなお存在する
我が国固有の重大な人権問題です。こうした中、平成28年12月16日から「部落差
別の解消の推進に関する法律」が施行され、埼葛12市町では同和問題をはじめと
するあらゆる人権問題の解決に向けて、引き続き連携しながら、人権教育・啓発活
動を積極的に推進していきます。

◯問合せ　越谷市役所　人権・男女共同参画推進課　☎048-963-9119

（順不同・敬称略）
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6月の「ガーヤ共済」加入キャンペーンでは、職員が会員事業所様をお伺いしました。お忙しい中、キャンペーンに
ご協力くださいました事業所の皆様にお礼申し上げます。7月に入り、当会議所の福利厚生事業、「海の家・山の
家」が利用開始となりました。恒例の越谷花火大会は7月29日（土）開催です。どうぞ楽しい夏をお過ごしください。

編集後記

ヨコのヒントタテのヒント

高校時代のクラスメイト・山内桜良（浜辺美波）の言
葉をきっかけに母校の教師となった【僕】（小栗旬）。
彼は、教え子と話すうちに、彼女と過ごした数ヶ月を
思い出していく̶。
原作：住野よる『君の膵臓をたべたい』（双葉社刊）
出演：浜辺美波　北村匠海　北川景子　小栗 旬

『借りぐらしのアリエッティ』『思い出
のマーニー』監督・米林宏昌、全世界
待望の最新作。
脚本：坂口理子
脚本・監督：米林宏昌
声の出演：杉咲 花　神木隆之介 

公 開
7/8 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

クロスワードパズル

〒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 7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

（C）2017「君の膵臓をたべたい」製作委員会 （C）住野よる/双葉社（C）2017「メアリと魔女の花」製作委員会

1 佐渡では舟として使われる容器
3 カッパの頭の上にある食器
5 地上 1階よりも下にある商業エリア
7 実際の風景にそっくりな小型模型
9 漢字の「訓読み」と「○○読み」
10 麦○○は英語で「ストロー」
11 しょっぱくて白い粒
12 いろいろな才能を持っていること
13 荷物のお届けサービス

1 桃太郎の使命は鬼○○○
2 分かりやすくリスト化した
　「○○○○表」
3 ひらがなだと２文字の九州の県
4 電気・ガス・水道などのこと
6 草刈りに使う農具
8 江戸城にあった将軍以外男子禁制の場所
10 握りずしの辛味
11 「あっかんべえ」と言って出す
12 えびす様が抱えている魚

1

5 6

11

9

13

10

A B C D E

C

D

E

7

12

2 3

8

3 4A

B

公 開
7/28 金

◎6月号のクロスワードパズルの答えは「ガーデニング」でした。
※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 8月号をご覧ください。
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