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［ 輝く越谷人 インタビュー ］

初代の背中に 志を抱く

こしがや鴨ネギ鍋® 越谷ねぎキャンペーン参加店  募集中
〈お知らせ〉 経営革新計画策定セミナー、女性創業セミナー
8月・9月のセミナー、講演会のご案内

東武マツダ株式会社
代表取締役　堀江  秀さん（下段中央）とスタッフの皆さん



健康管理　地産地消　心がけ
　越谷市内で採れた野菜、米、花、手作り惣菜、加工品

などを売るお店、それが「食の安心・安全を消費者に提

供すること」をモットーにオープンした農産物直売所グ

リーン・マルシェです。約200の登録農家の方々が運び

入れる自慢の新鮮な朝採り野菜は、野菜本来の甘みた

っぷりのものばかり。今は、旬のトマトや枝豆などカラフ

ルな夏野菜が所狭しと並んでいます。スーパーではあま

り見かけない珍しい野菜にも出会えます。傍には料理方

法が書かれていますので是非お試しください。

　栄養に富んだ地元野菜をたくさん食べて健康管理を

心がけましょう。

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「東武マツダ株式会社」

こしがや鴨ネギ鍋Ⓡ！ 越谷ねぎ！

キャンペーン参加店募集

８月・９月セミナー、講演会のご案内

セミナー・イベント・お知らせ

無料相談／8月・9月の予定一覧

今月のはたらきびと・新入会員紹介

医療コラム「動脈硬化と薬の話」

越谷市社会福祉協議会　会員会費募集のご案内

越谷市「ガーヤちゃん」活用のご案内

パズル・今月のおすすめ映画・編集後記

※好評につき、グリーンマルシェ2号店が七左町にオープンしました。



　東武マツダ株式会社の創業は昭

和28年8月3日、越ヶ谷に店舗を

構えた。その後、南越谷の県道沿

いに店舗を移し、今年創立64年を

迎える。創業者は堀江幸次郎氏。

越谷市商工会だった時代、副会長

として商工会を支えた。2代目は

堀江幸夫氏。越谷自動車整備組合

をまとめ、商工会の会員増強にも

大きく貢献した。現在の代表取締

役社長は3代目の堀江秀氏。幼少

から祖父、父親の背中を見て育っ

た熱意あふれる経営者だ。

幼いころの夢
　秀さんは、物心がついた頃から

自動車が好きだった。祖父と父親

の働く姿を追い、自動車メーカー

のエンジニアになる希望を抱き、

大学では機械工学を学んだ。秀さ

んは、幼稚園の卒園文集に「東武

マツダの社長になりたい」と書い

た。6歳の時の夢がいま、現実と

なっている。

気付きと行動
　秀さんは平成8年に東武マツダに

入社、毎朝社員の方々にお茶を出

す仕事から始めた。しかし、会長

も前社長も、何々をしなさいとは

言わなかったという。秀さんは、

先輩の行動を見て様々なことを学

び、整備士の資格を取得し、経理

も接客もこなすようになった。

　昔から、東武マツダに社訓はな

い。細かな規則もない。大切なこと

は、自ら気付き考えて行動すること。

それが東武マツダの社風なのだ。

会長、前社長が伝えること
　社屋には、いまも所々に先代の面

影がある。2階の応接室には前社

長が使っていた机、階段下には初

代会長の文机がある。これらの机

を見ると、自然と背筋が伸びて頑

張ろうという気持ちになるそうだ。

　最新の自動車は自動運転や衝突

回避システムなど日々進化してお

り、修理や整備内容は大きく変わ

ってきている。このような変化に

対応すべく技術を習得することは

もちろんだが、一番大切なこと

は、自ら気付き「誠心誠意」を込

めて仕事をすることだと秀さんは

言う。時代が変われば求められる

ことも変わってくる。だから会長

も前社長も、何々をしなさいとい

う固定的な指示は出さなかったの

だろうと秀さんは考えている。

先代たちの教えを胸に秘めた秀さ

んは、社員と家族の幸せ、仕事でお

付き合いをさせていただいている

人々の幸せを願っている。そして、人

との繋がりが一つの輪となり「チーム

越谷」となって地元を盛り上げていき

たいと抱負を語る。今後の活躍がます

ます期待される、夢あふれる若い秀さ

んの言葉だ。

（取材：広報担当 中川）

【会社情報】
●創業　　　昭和28年8月3日
●事業内容　自動車整備・加工、新車販売
　　　　　　など
●所在地　　越谷市南越谷 2-5-７
●電話　　　048-962-2208

〈 今月の表 紙〉

堀江　秀 氏

東武マツダ株式会社

KOSHIGAYA-B I TO

プロフィール
昭和48年  越谷市に生まれる。
平成 ８年  東武マツダ株式会社入社。
平成24年  代表取締役に就任。
趣味はサーフィン。
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代表取締役
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申込締切

申込方法

参加料

キャンペーン期間

江戸時代の終わり頃の文献に「葱は越ヶ谷辺（越谷）の名物として世に称せり」と記されているように、
越谷では古くから盛んに生産され、広く愛されてきました。
その “越谷ねぎ” を活用したまちおこしご当地グルメ『こしがや鴨ネギ鍋Ⓡ』と “越谷ねぎ” を使用
した『貴店自慢の越谷ねぎ料理（商品）』のキャンペーンを今冬も実施します。

申込書を FAXかメール送信、店舗外観画像・料理（商品）画像をメール送信してください。
※申込書は、会議所にお電話いただくか、会議所HPからダウンロードしてください。
※会議所で所有している画像や、貴事業所ＨＰ画像利用の場合は、申込書のみご提出ください。
※画像のご用意が困難なとき、パソコンが苦手で画像送信が分からない場合ご連絡ください。

次の３つの条件を守り、キャンペーン期間中提供できる飲食店
●  越谷産長ねぎを使用し、煮込みねぎと焼きねぎのダブル使い
●  店主厳選による安心安全の鴨肉（合鴨肉）を使用
●  鍋つゆ（スープ）は醤油ベース

平成29年11月1日から平成30年2月28日までの４ヶ月間

越谷ねぎ料理（商品）参加店要件
越谷産長ねぎを使った貴店自慢の料理（商品）を
キャンペーン期間中提供できる飲食店、食品製造小売店

5,000円　※一品でも数品掲載でも5,000円です

8月31日（木）

中小企業相談所地域振興課　田中、関根　
TEL 966－6111　FAX 965－4445　E-mail:tanaka@koshigaya-cci.or.jp

問合せ・申込み

こしがや鴨ネギ鍋Ⓡ参加店要件

参加店特典 3

参加店特典 2

参加店特典１
「こしがや鴨ネギ鍋Ⓡ」、「越谷ねぎ」ののぼり旗を差しあげます。

A5サイズ冊子3万部作成。ポスティングします。

HPに11月から来年10月末まで掲載します。

こしがや鴨ネギ鍋Ⓡ！ 越谷ねぎ！ 
キャンペーンに参加していただける  会員事業所様を募集しています

KOSHIGAYA といえば
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QUICK SURVEY OF 

LOCAL

BUSINESS

OUTLOOK 
　６月の全産業合計の業況DIは、▲14.5と、前月から＋1.7ポイントの改善がみられます。電子部品、
自動車関連の生産・輸出や、建設・設備投資の堅調な動きが続いているほか、それらの関連商品を中
心に卸売業の業況感が改善しました。また、インバウンドを含め好調な観光需要を取り込んだ小売業
に持ち直しの動きがみられました。他方、消費者の節約志向や人手不足の影響拡大、原材料費・運送
費の上昇を指摘する声が多く聞かれるなど、中小企業のマインド
には依然として鈍さがみられます。
　先行きについては、先行き見通しDIが▲14.7（今月比▲0.2ポイ
ント）とほぼ横ばいを見込みます。輸出や設備投資の拡大に加え、
インバウンドを含む観光需要や中元商戦、夏のセールなど、消費
の回復に期待する声が聞かれます。他方、人手不足の影響拡大、
消費者の節約志向、原材料費・運送費の上昇、地政学的リスクな
どへの懸念から、中小企業においては業績改善に確信を持てない
企業が多く、業況感は横ばい圏内との見方が続いています。

※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）

6月度調査報告LOBO調査 （商工会議所早期景気観測）

平成２９年 ８月・９月セミナー、講演会のご案内
８月・９月に開催するセミナーをお知らせいたします。詳細や申込方法は随時、当所会報またはホームページでご案内
いたします。変更になる場合もございますので、ご確認の上、お申し込みください。

日  程 会  場 講座名・テーマ 講  師 定　員
受講料

8/21（月）
13：30～16：30

9/13（水）
18：00～20：00

9/25（月）
14：00～15：30

9/26（火）
19：00～21：30

8/23（水）・30（水）
18：00～21：00

9/4（月）
14：00～16：00

越谷産業会館　集会室

越谷市中央市民会館

越谷産業会館　集会室

越谷産業会館　集会室

越谷産業会館　集会室

第１部　㈱ワンプルーフ取締役
　　　　仲村和浩氏
第２部　楽天㈱　水元大輔氏

販路開拓セミナー
「０円で出来る!! Facebookをビジネスに活用する方法」

イーンスパイア㈱
代表取締役　横田秀琳氏

越谷産業雇用支援センター
二番館コーディネーター　
小島慎一氏

越谷産業雇用支援センター
二番館コーディネーター
伊藤武司氏

100名
無料

100名
無料

100名
無料

8/22（火）・29（火）
9/6（水）・27（水）
10：00～13：00

9/2・9・16・30
すべて土曜日
13：00～16：00
※9/2のみ13:00～15：00

越谷市男女共同参画
支援センター
「ほっと越谷」

越谷産業雇用支援
センター
一番館　会議室

越谷産業雇用支援
センター
一番館　会議室

経営革新計画セミナー
「新規事業に取り組みたいすべての中小企業の方へ」

こしがや創業塾　土曜コース （4回シリーズ）
※9/30交流会あり

建設業部会公開講演会
「0円で８割をリピーターにする集客術」

埼玉県経営基盤強化事業
「事業承継に伴う経営革新ポイントセミナー」

飲食店応援販売促進セミナー ㈱ぐるなび　山崎啓輔氏

㈱ディセンター
植野健一氏

女性創業支援セミナー（４回シリーズ）
「わたしの好きなことで仕事を創る」
※11/25（土）ミニマルシェをカフェ803で開催予定（出店有料）

ネット通販活用セミナー
第１部「大手ECモールの特徴とネットショップスタートアップ時のポイント」
第２部「楽天市場店舗の事例と売り上げアップの考え方」
※16時から個別相談会があります。

矢口真紀氏（8/22・29）
市場真理子氏（9/6・27）

リピーター創出専門コンサルタント
一圓克彦氏

20名
無料

50名
無料

50名
無料

40名
無料

40名
無料

仕入単価DI
（下落―上昇）

業況DI

従業員DI

資金繰りDI
売上DI

採算DI
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セミナー・イベント・お知らせ

●日　時　①8月23日（水）　②8月30日（水）
　　　　　いずれも18：00～21：00
●会　場　越谷市産業雇用支援センター「一番館」
　　　　　４階会議室
　　　　　越谷市東越谷1-5-6
●テーマ　①新たな事業の見つけ方
　　　　　②事業を継続する経営革新計画を作成する

●講　師　中小企業診断士（二番館コーディネーター）
　　　　　小島　慎一氏
●定　員　40名（定員になり次第締切）
●受講料　無料
●申込み　越谷市環境経済部産業支援課
　　　　　☎967-4680
●問合せ　越谷商工会議所または越谷市産業支援課

●日　時　8月22日（火）、29日（火）、9月6日（水）、27日（水）
　　　　　いずれも10：00～13：00　
●会　場　越谷市男女共同参画支援センター 「ほっと越谷」
　　　　　越谷市大沢３-６-１ パルテ北越谷
●定　員　20名（保育あり※要予約）
●講　師　矢口　真紀氏　（8月22日、29日）
　　　　　市場真理子氏　（9月6日、27日）
●受講料　無料
●対　象　自分で仕事を始めたいと考えている女性

　　　　　

●申込み・問合せ　越谷市男女共同参画支援センター
　　　　　　　　　「ほっと越谷」　☎970－7411

経営革新計画策定セミナー

共催　越谷市・ほっと越谷

共催　越谷市

女性創業セミナー ～私の好きなことで仕事を創る～

　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

～ これから新しい取り組みを行う方・売上、利益を上げたい会員の皆様へ ～
本セミナーでは、計画経営の重要性を知っていただき、自社の現状分析から中期計画の立て方を学びます。
一緒に成長シナリオを作り上げましょう！

月３万円ビジネスの仕掛け人矢口真紀さんと子育て中のママ向け起業本を出版している市場真理子さんが
タッグを組み、何かアクションを起こしたい女性を応援するセミナーです。
ミニマルシェの出店、起業のスタート、仲間との出会いなど何か必ず手にするものがある講座ですので、是非
ご参加ください。

●日　時　11月25日（土）
●場　所　越ヶ谷「カフェ８０３」
※出店料は有料になります

ミニマルシェ街に出てやってみよう

セミナー終了後、ミニマルシェを下記内容で開催する予定です。
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８月・９月の予定一覧

８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個別相談会です。
●日　時　8月3日（木）・９月７日（木）
　　　　　10：00～12：00
●会　場　越谷産業会館　２階事務所内相談室
●申込先　越谷商工会議所　企業支援課

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。
●8月の相談会
　第1回　8月4日(金)・第2回　8月18日(金)
●9月の相談会
　第1回　9月1日(金)・第2回　9月15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

金融・創業個別相談会

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　8月23日(水)・9月20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（先着順）

●日　時　9月21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）

4日
4日
7日
9日
10日
18日
21日
22日
22日
23日
23日
23日
23日
25日
29日
30日

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

第 5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
こしがや商人塾③
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①
TMOチャレンジ講座④
経営革新計画セミナー①
埼玉県事業引継ぎ支援センター巡回個別相談会
夏休みチャレンジ体験
こしがや商人塾④
商業夏季親睦交流会 (サマーフェス）
女性創業支援セミナー②
経営革新計画セミナー②

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 

９月
1日
1日
2日
4日
6日
7日
8日
9日
13日
15日
15日
16日
19日
20日
21日
25日

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

第6回正副会頭会議
埼玉県よろず支援拠点出張相談会
こしがや創業塾①
ネット通販活用セミナー
女性創業支援セミナー③
プレスリリース配信ツール説明会
第4回常議員会
こしがや創業塾②
建設業部会幹事会、講演会
埼玉県よろず支援拠点出張相談会
工業部会日帰り視察研修会
こしがや創業塾③
TMOチャレンジ講座⑤
埼玉県事業引継ぎ支援センター巡回個別相談会
知的財産支援センター埼玉特許・商標相談会
飲食店応援販売促進セミナー

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

要予約

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
対応致します。
●日　時　9月27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

巡回貿易投資相談 要予約
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平成29年 6月にご加入いただいた新入会員の皆様

アンベリール
安居工業
アルセードスペース（同）
㈱ビーアイケー
勇美塗装
福山総合工事㈱
千福（同）
㈱ＲｅａＬ
㈱ＣａｔＬａｂｏ
大成環境
特定非営利活動法人　青藍会
林

大橋　智子
安居　慎悟
山本　悠太
紅谷　英明
紺野　勇弥
福家　英樹
福沢　弘樹
齋藤　充　
久保　貴史
泊　俊文　
等々力　健治　
林　立勇　

三野宮
大房
宮本町
谷中町
花田
大間野町
東越谷
宮本町
赤山本町
東大沢
蒲生茜町
蒲生南町

エステサロン
太陽光発電工事　
衣類の製造・販売
音響機器製造業　
塗装業　
防水工事
海外貿易　
保険代理店業
猫専門のペットショップ　
翻訳、通訳、貿易仲介業　
障がい福祉
外壁改修工事

事業所名 代表者氏名 住 所 業 種

※6月末会員数　5,402事業所

（順不同・敬称略）

会員
紹介 はたらきびとの

月
今

　こんにちは。有限会社浅子商店の浅子 哲と申します。地域の皆様にご愛
顧いただき、今年で92年目を迎えることが出来ました。
　当社は煉炭、豆炭、炭などの固形燃料の販売からスタートし、石油類、ＬＰ
ガス、そして2016年４月の電力小売自由化に合わせて電力販売と、時代の
流れに合わせてさまざまな商材を扱ってまいりました。近年ではＬＰガスの
レンタルも行っており、バーべキュー、町内のお祭り、学校のバザー、こしが
や産業フェスタなどさまざまな行事でご愛用いただいています。
　これからも今まで以上に地域の皆様ひとりひとりのニーズに合わせた
サービスを提供できるよう努めてまいります。

● 有限会社浅子商店

〒343-0813　越谷市越ヶ谷2-7-6
☎048-964-1900

　越谷駅東口から徒歩５分、越谷で開店して５年目の串焼き専門店です。ベ
テランの職人が一本一本を丁寧に焼き上げてお客様をお待ちしています。
　焼き鳥はささみ（わさび、メンタイマヨなど）、焼き豚はレバー、豚バラ巻き
はピーマンチーズ巻が人気で、１本120円（税別）からとお手頃価格です。串
焼きの他に、てっちゃん焼き（牛もつ）、とんちゃん焼（豚バラ）、極上もつ鍋
（もつ）、美味しいビールや焼酎などを用意しています。宴会用コースもあり、
２名～15名までのご予約を受け付けております。
　19時までに入れば、最初の一杯（ビール、サワー等※要確認）が100円に
なるサービスを実施中です。
　また、８月末日までの限定サービスとして、「会議所だより８月号をみた」
と言えば、焼き鳥、焼き豚、豚バラ巻きの中から、１本無料になります。

● 串焼き　七味屋

〒343-0023　越谷市越ヶ谷1-1-7
☎048-967-1668
営業 17：00～24：00（ＬＯ23：00）　月曜定休

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
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　スタチンは2011年までに500万人の命を救ったとされ、ペニ

シリンと並び「奇跡の薬」とも言われています。このスタチンを発

見した遠藤章博士はノーベル賞の登竜門と言われるラスカー賞

を受賞し、その後何度もノーベル医学生理学賞受賞対象者と

なっています。

　一般的に食生活において肉より魚と言いますが、実際に魚介

摂取量が少ない国ほど心筋梗塞による死亡率が高いというデー

タがあります。日本はもともと魚介摂取量が多く、心筋梗塞による

死亡率が低い国でしたが、1960年代後半頃から食生活の欧米

化に伴い、魚の摂取量が著明に減り、それに反比例して、心筋梗

塞や脳梗塞が増えています。

　この心筋梗塞を起こす主原因は、いわしやサバ、サンマなどに

多く含まれるEPA(エイコサペンタエン酸)という脂肪酸の摂取量

が少ないからということがわかりました。さらにこのEPAもスタチ

ン同様、動脈硬化を予防する効果があることがわかるようになり

ました。血管の炎症を抑えたり、血管のしなやかさを改善させた

り、血液をサラサラにしたりと、様々な面から心筋梗塞、脳梗塞を

予防します。現在の医療ではそのEPAが血液検査で測定でき、ま

たこのEPAが精製され薬剤として処方されています。

　高血圧、糖尿病に対する薬剤は、血圧や血糖をコントロールす

ることで動脈硬化を予防しますが、スタチンとEPAはその薬自体

が直接動脈硬化を予防する、もっと言えば老化を遅らせる薬剤と

言えます。

　動脈硬化疾患で最も大切なことは心筋梗塞や脳梗塞を起こさ

せないように予防すること。そのためにもこのような薬剤を積極

的に使用していくことも、必要と言える時代になったと言えるのか

もしれません。

　日本人の死因の第二位は心臓病であり、その多くは心筋梗塞

です。心筋梗塞は、心臓がポンプとして働く心臓の筋肉（心筋）に

血液を送っている血管（冠動脈）が動脈硬化を起こし、内腔が閉

塞することにより起こる病気で、これにより心筋が壊死を起こし、

時に死に至ります。

　動脈硬化はいくつかタイプがありますが、心筋梗塞に関わる動

脈硬化は粥状硬化といい、血管の内側にコレステロールが沈着

します。

　動脈硬化の原因は高血圧、糖尿病、脂質異常症、喫煙といった

生活習慣病が主となります。生活習慣病を管理するためには、バ

ランスのとれた食事や運動を行い、禁煙を守り、ストレスをできる

だけかけない規則正しい生活が基本ですが、それでも生活習慣

病のコントロールがつかない場合は薬の服用が必要になります。

　脂質異常症の中動脈硬化に強く関係するコレステロールは悪

玉（LDL）コレステロールと呼ばれ、これが高い人は粥状硬化の

進展から心筋梗塞を起こす可能性が高くなります。

　この高LDLコレステロール血症に対して、日本では1989年か

らスタチンという薬剤が使用されるようになりました。この薬が

使用されるようになって初めて、LDLコレステロールが下がる時

代になりました。その後、この薬に関して様々なデータが蓄積さ

れ、今やスタチンはLDLコレステロールを下げるだけでなく、動

脈硬化そのものを予防する効果があることがわかるようになり

ました。

　動脈硬化を起こす機序として、血管の炎症を起こしたり、血管

の内側の膜が破綻しやすくなったり、白血球がLDLを貪食し血管

の内側に溜め込んだりと、様々な要因が粥状硬化形成に関与し

ますが、スタチンはその一つ一つを予防します。

動脈硬化と薬の話

医療法人道心会　埼玉東部循環器病院　提供

医療コラム

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

埼玉東部循環器病院附属越谷循環器クリニック　副院長　参木 保至
みつ ぎ やす し



※寄付をした個人・法人は税法上の優遇措置が受けられます。
●問合せ　越谷市社会福祉協議会　地域福祉課（越谷市越ヶ谷4丁目1番1号）　☎ ９６６‐３４１１　ＦＡＸ ９６６‐７１９５

10

越谷市社会福祉協議会　会員会費募集のご案内
　常日頃、本会の運営並びに社会福祉事業に対しましては、格
別なご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　越谷市社会福祉協議会＝越谷市社協は、広く住民の皆さまや
社会福祉関係者等に支えられた「公共性」の高い民間福祉団体
で、福祉問題を考え、解決にあたる活動を大きな特徴としていま
す。住民誰もが住み慣れた地域において、健康で安心して自立し
た生活が送れるよう、地域福祉の推進に努めています。

　会員制度は、住民の皆さまの自主的な参加と協力により、共に
生き、支え合い、すべての人が安心して暮らせる福祉のまちづくり
を進めるための重要な自主財源の確保を図ることを目的とした
制度です。
　つきましては、本会の事業にご賛同いただき、事業主の皆さま
のご理解、ご協力を心よりお願い申し上げます。

会員会費の
種類

越谷特別市民 「ガーヤちゃん」の“イラスト”や
“着ぐるみ”が利用できます！

賛助会費（賛同する個人等）
特別会費（篤志家、各種団体等）
法人会費（会社、事業所、社会福祉法人等）

年一口　 　 1,000円
年一口　 　 5,000円
年一口　　10,000円

※この他、自治会をとおし
て協力いただいている世
帯を対象とした一般会費
があります。

会員会費の使いみち ● ふれあいサロンへの支援
● 福祉体験学習への支援
● 地域福祉出前講座
● 社協支部への支援
● 福祉推進員の養成及び育成
● 福祉資金の貸付
● ボランティアセンターの運営
● 災害ボランティアセンター
● ボランティア相談

● 越谷市災害ボランティア登録制度
● ほほえみサービス
● マスコットキャラクターの活用
● 青少年・ジュニアボランティアスクール
● ボランティア講座
● 福祉車両、車椅子の貸出
● 一人暮らし高齢者会食サービス
● 社協だよりの発行　他

　平成17年に「こしがや鴨ネギ鍋」のマスコット
キャラクターとして誕生したガーヤちゃん。
　地域のイベントへの積極的な参加やテレビ出演、
グッズの販売など、市内の認知度は高く、市民に親
しまれている存在です。
　名刺や挨拶状、商品のパッケージなどへのイラス
トの使用や、企業イベントでの着ぐるみの使用など、
「ガーヤちゃん」を活用したPRをしてみませんか？

●チラシ、ポスター等の印刷物
●クリアホルダー、ポケット
ティッシュなどの啓発品

イラスト活用例

着ぐるみ活用例
●オープニングイベント
●記念イベント

※使用については、事前に
申請が必要になりますの
で、下記までお問い合わせ
ください。
〈越谷市  観光課〉
☎048-967-1325（直通）

★詳しくは越谷市公式ホームページから ガーヤちゃん
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　暑い夏、皆様はいかがお過ごしでしょうか。これからお盆休みに入る事業所も多いことと思います。越谷商工
会議所は通常通り開所しておりますが、来所なさる方や電話が少なく、静かな事務所になります。
　さて、猛暑の中、当会議所では冬の準備が始まります。大好評の「こしがや鴨ネギ鍋®」と「越谷ねぎ」のキャン
ペーンです。越谷の豊かな食材と美味しい料理を是非ご賞味ください。

編集後記

ヨコのヒントタテのヒント

邦画最高峰のアクション感動超大作が誕生！ まさに【超
全員主役】のオールスターキャスト！　前作を凌駕する
スーパーアクションの数々は目が離せない！
企画プロデュース：EXILE HIRO 
脚本：平沼紀久、渡辺啓、福田晶平、Team HI-AX
監督：久保茂昭、中茎強

結末は、予測不能！２大スーパーヒー
ローの究極大変身を見逃すな！

公 開
8/5 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 8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

©2017「HiGH＆LOW」製作委員会

劇場版「エグゼイド・キュウレンジャー」製作委員会
© 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映
©2017 テレビ朝日・東映 AG・東映

1 「ようか」と「とおか」の間 
5 傘をさす天気 
6 東京都は人口○○○が最も高い
　都道府県 
8 ○○○の敵は今日の友 
9 買った菓子に付いてくるシールや
　玩具など 
11 医師から処方されて飲む 
12 イカの足のこと 
13 家庭の事情でクラスメイトとお別れ

1 ユーカリの葉を食べるオーストラリアの動物
2 といで炊飯器で炊く 
3 櫛（くし）でとかしたり、ゴムで結んだり 
4 渇いたら水を飲んで潤す 
7 ある方面に精通していること 
8 相撲で勝負がついたときの技 
9 女性がメスなら、男性は？ 
10 生命線や感情線などを見る占い 
11 金づちで打ち込むのは？ 
12 酒が飲めない人 
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公 開
8/19 土

◎ 7月号のクロスワードパズルの答えは「タカオサン」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9月号をご覧ください。



心の届く「選べるギフト」
カタログ ギフト
業界No.1 の商品点数

1冊2,808円よりご予算に合うコースあり

お祝・仏事・粗品
お中元・お歳暮

大切なひとへの贈りもの
　 店内でゆっくり  お選びいただけます

人気は日本各地の特産品ギフトです
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サラダ館

駐車場８台完備サラダ館 東越谷店

カーナビ設定「越谷市東越谷 6-35-1」

営業時間 10：00～18：00　水曜定休

FAX 048-964-9340☎048-964-5855

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

147

81

211
121

11月19日（日）

2月 21日（水）

10月22日（日）

1級～3級

1級～3級

1級～3級
段位

郵　　　送　　9月  1日（金）～10月18日（水）
窓　　　口　　9月11日（月）～10月20日（金）
ネット申込　　9月  1日（金）～10月21日（土）
郵　　　送  　12月25日（月）～  1月26日（金）
個 人 窓 口  　12月25日（月）～  1月26日（金）
団 体 窓 口  　  1月10日（水）～  1月24日（水）
ネット申込  　12月18日（月）～  1月25日（木）

郵送 ・ 窓口
  　  
9月  4日（月）～  9月21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。 1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

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

発行日／平成29年8月1日

貯まります。
使えます。


