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髪結屋キャンディ
代表　齊間  富雄さん

10月・11月のセミナー・講演会、無料相談のご案内

〈お知らせ〉 第11回まるななマーケット、第5回宿場まつり

医療法人道心会　埼玉東部循環器病院提供「心臓病と薬」

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

［ 輝く越谷人 インタビュー ］

美容一筋に生きてきた
これからは、自分の時間を
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ゴシキセイガイインコ

シラコバト ベネットアカクビワラビー オカメインコ

野鳥の森　キャンベルタウン　友好のあかし
　キャンベルタウン野鳥の森は、オーストラリアのキャンベ
ルタウン市との姉妹都市提携１０周年を記念して、オーストラ

リアの「自然」に親しみ理解することを願って開設されまし

た。年間３万人も訪れる、越谷市の人気スポットの一つです。

　広いバードケージの中でインコなどの鳥たちを放し飼い

にしています。ベネットアカクビワラビーやエミューのエリア

もあります。

　越谷市の鳥「シラコバト」は16羽飼育されています（8月末

現在）。数が少なくなっている貴重な鳥で、国の天然記念物

にも指定されています。埼玉県のマスコット、コバトンやさい

たまっちのモデルです。

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「髪結屋キャンディ」

第5回宿場まつり開催のお知らせ

セミナー・研修会のお知らせ

無料相談／10月・11月の予定

10月・11月のセミナー／LOBO調査

新入会員紹介／新入職員紹介

医療コラム「心臓病と薬」

越谷警察署からのお知らせ

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

【お詫び】 9月号いろはかるた（六百年　越谷の歴史を想うケヤキあり）「文：越谷
市郷土研究会」が脱落しておりました。お詫びするとともにお知らせします。



〈今月の表 紙〉

齊間 富雄 氏

髪結屋キャンディ

KOSHIGAYA-B I TO

プロフィール
昭和27年  松伏町に生まれる。
昭和53年  越谷市蒲生で開業。
埼玉県美容業生活衛生同業組合 越谷支
部長。越谷環境衛生協会会長。
趣味はゴルフ。

代表

　蒲生駅西口から徒歩4分、白い

壁に黒の柱を基調としたシンプル

な店内に花屋さんから届く花がさ

りげなく飾られている美容室。そ

れが髪結屋キャンディだ。ご主人

の齊間富雄さんにお話を伺った。

美容師としての始まり ー20代ー
　齊間さんは45年前、今も昔も高

級住宅街である自由ヶ丘のお店で

美容師としてスタートした。20歳

の齊間さんはここで寮生活を送り

ながら、自身の根底となる「美容

に対する考え方」や「時代を読む

こと」について深く学んだ。

　26歳の時、親の勧めもあって現

在の地、蒲生に店舗を構えた。時

流に乗り、スタッフを抱え店舗を

増やし、順風満帆だった。

　そんな時でも齊間さんは俯瞰す

る視線を忘れなかった。「経営上の

ピークはどこなのか、わかっていた」

という。そしてピーク時のお客様と

共に年月を経て、次第に来客数や

売り上げは減少してきたが、それ

は自然なことと受け入れている。

仕事一筋 ー30～50代ー
　夢中で働く毎日だった。家族を

支えていた時でもあり、従業員の

給与や様々な支払いを済ませてカ

レンダーをめくるとき、今月も無

事終わったと安堵し、また新しい

月が始まると気を引き締める日々

だったという。経営者なら誰しも

共感する思いであろう。

楽しむゆとり ー60代ー
　60代になってふとあたりを見回

すと、周囲には病気になったり亡

くなった人がいる。

　「健康な自分は、これからの人

生はもうけものと思うようになっ

た。仕事も趣味も楽しんじゃえ！」

　今、齊間さんは、やりたいこと

をできる「自分のためのピーク

時」を迎えている。ゆとりをもっ

て美容師の仕事に向き合い、美容

関係の組合活動にも力を注ぐ、充

実した日々を送っている。

　美容組合越谷支部では、齊間さ

んの呼びかけでヘアーやメイク、

着付けの勉強会を開き、個人経営

の美容師が集まって成人式の着付

けを受け付ける計画がある。ま

た、毎月病院を訪問して髪をカッ

トする事業も行っている。齊間さ

んは、「一人ではできないことを

組合として取り組み、組合員や地

域に還元していく仕組みを作りた

い」と熱心に語る。

　美容師には、技術だけでなく、

様々なことを勉強し吸収する勤勉

な姿勢と、どのような人もふわっ

と受け入れる寛容な心が必要だと

齊間さんは言う。長年の美容師の

経験を持つ齊間さんは、聞き上手

であり話し上手な方だ。誰をも包

み込む笑顔で、美容組合や地域を

そっと支えている。

（取材：広報担当 中川）

【会社情報】
●創業　　　昭和53年4月2日
●事業内容　美容一般
●本社　　　越谷市蒲生茜町 3-48
●電話　　　048-985-0438
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●日　時　11月5日（日） 10：00～16：00　※荒天中止
●場　所　神明下花田線野崎ビル交差点からふれあい公園まで

★イベント盛りだくさん！
　草履飛ばし、模擬店、フリーマーケット、市民劇団によるミュー
ジカル、キャラクター名前発表会、ぬりえコンテストなどなど。

★メインイベント「早かごレース」の出走者を募集
　しています！
　宿場町の趣残る街なみを、か
ご担ぎ手2名、かごに乗る人1名
で競うレースです。かごはレンタ
ル有り、自作持ち込みも可。かご
製作賞、パフォーマンス賞あり。
ご家族で、お友達同士で、楽し
い思い出を作りませんか？
●参加費　1チーム3,000円（かごレンタル料2,000円）
●お申込　越ヶ谷TMOホームページに掲載されている実施
　　　　　要領をよくお読みいただき、10月27日（金）までに
　　　　　ホームページのメールフォームまたはチラシ裏面の
　　　　　申込書をＦＡＸかメール送信でお申し込みください。
　　　　　http://www.koshigaya-tmo.org/

★宿場まつりのキャラクター名前募集中です♪
　宿場まつりを盛りあげる忍者のキャラクターが初登場！男の
子、女の子のキャラクターそれぞれの名前を募集しています。
　10月20日（金）までにはがき
にキャラクターの名前、住所・氏
名・電話番号・年齢・性別を記入
し、越谷商工会議所「宿場まつり
事務局」まで。名前は宿場まつり
当日に発表。優秀作品には賞品
があります。

★「早かごレースぬりえ」募集♪
　商工会議所、ガーヤちゃんの蔵屋敷、カフェ803、新町・本
町商店会で「早かごレースぬりえ」を配布しています。ぬりえ
を完成させたら、10月20日（金）までに配布場所に置いてあ
る回収箱に入れてください。宿場まつり当日、各賞表彰。賞品
あります。
●問合せ　越谷商工会議所　宿場まつり事務局

　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
市などなど、楽しいイベントが盛
りだくさんです。さらに、地元アー
ティストによる無料CD「越谷一

番」（略してコシイチ）も配布します。CD配布記念イベントも同日
開催（会場：越谷EASY GOINGS、オープン11：30～（予定））。

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　11月5日（日） 10：00～16：00　※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（株）内）
　　　　　☎048-960-1611

日光街道越ヶ谷宿 第5回宿場まつりを開催します

越谷中央商店会「第11回 まるななマーケット」開催します

昨年のレースの様子

ハウスクリーニング 家事代行 不用品回収
★お住まいのお悩み・お掃除はプロにお任せください。

※他にもメニューがございます。ぜひお電話ください。
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●　各種割引クーポンございます ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

レンジフード清掃…………１３,８００円
エアコン清掃………………１１,０００円～
チャイルドシート清掃………４,９８０円

０８００－８００－３４６５　
吉川自動車運送㈱　受付時間10:00～17:00（月～金）　

作業は365日対応します。

ぼくたち、わたしたちに
名前をつけてね！

（おとこのこ） （おんなのこ）

イ ベ ン ト お＆ 知 ら せ

越谷で暮らす人々に「お店とサービス」
「会社と事業」をPRしよう！

☎048-984-7577（有）雅堂 こしがやWEB 検索

WEBチラシ掲載・クーポン発行・ネット予約
越谷の暮らしをもっと便利に

集客・宣伝・求人の専門サイトOPEN
機能
充実

50社限定 割引キャンペーン始まる

4



☎ 048-966-6111越谷商工会議所へのお問い合わせは

　『感染症』はインフルエンザや食中毒など誰でもかかる
可能性のある身近な疾患です。また、結核は衛生状況や生
活水準の向上により死亡率は激減しましたが、今なおまん
延する恐ろしい感染症のひとつ
です。
　従業員の長期欠勤は会社の生
産性の低下にもつながります。
　この機会に『感染症』の予防
と対策について正しい知識を学
びましょう！

●日　時　10月24日（火） 14：00～15：30（受付13：30より）
●場　所　越谷市保健所（越谷市東越谷10-81）
　　　　　※お越しの際は公共交通機関をご利用ください。
●対　象　全会議所会員およびその従業員
●費　用　無料
●定　員　90名
●講　師　保健所職員
●申込み　地域振興課　関根
　　　　　電話（048-966-6111）か申込書をFAX
　　　　　※申込書は商工会議所ホームページよりダウンロー
　　　　　　ドできます。

　昨年ご好評いただいた視察研修会を今年度も開催致しま
す!　今年は日本テクノロジーの最先端施設「JAXAつくば
宇宙センター」等を視察します。この機会に部会員の情報
交換と親睦を深めましょう。
　先着順になりますので、お申し込みはお早めに!!
●日　　時　11月21日（火）
　　　　　　越谷8：20出発 ・ 18：30到着（予定）
●視察場所　①ＪＡＸＡつくば宇宙センター
　　　　　　　（※要本人確認書類）
　　　　　　②アクアワールド
　　　　　　　※お昼は新鮮な海の幸をご用意
　　　　　　　※お食事後は那珂湊でお買い物
●参 加 費　１人 6,000円
●対　　象　環境衛生業部会員
●定　　員　先着40名
●申込期限　10月20日（金）
●申込方法　９月号の会報に同封の「申込書」に記入のうえ、
　　　　　　ＦＡＸ　
　　　　　　※申込書は商工会議所ホームページからもダウ
　　　　　　　ンロードできます。

●日　時　11月9日（木） 14：00～16：00
●場　所　越谷市中央市民会館　劇場
●定　員　150 名（先着順）
●内　容　①相続税について
　　　　　②消費税軽減税率について
　　　　　③青色申告会計ソフト「ブルーリターンA」について
●講　師　越谷税務署　担当官・（株）ゼンアオイロ　担当者
●問合せ　企業支援課　大竹、井原
※ご出席の方に国税庁発行「平成29年版暮らしの税情報」
　を差し上げます。

正しく知れば怖くない！『感染症』の予防と対策 越谷商工会議所　環境衛生業部会主催

コミュニティビジネスセミナー（２回シリーズ）

環境衛生業部会 視察研修会のご案内

　地域の人材やノウハウなど、地域資源を活用して地域の課題を解決するコミュニティビジネスについて学ぶセミナーです。
●日　時　11月2日（木）  入門編 ・ 11月16日（木）  応用編　※いずれも18：00～21：00
●会　場　越谷市市民活動支援センター５階活動室A・B
●定　員　40名（先着順）
●講　師　シゴトラボ合同会社　代表　桑原 静氏
●受講料　無料
●申込み・問合せ　越谷市産業支援課　☎048-967-4680

人形供養のお知らせ
―心を込めて供養いたします―

日　時　10月29日（日） 9：00～13：00
場　所　天嶽寺（久伊豆神社隣、越谷市越ヶ谷2549番地）
費　用　2,000円より
問合せ　越谷商工会議所　越伝協担当：澤田、梅沢
※ガラスケースはなるべく外してください。
※予約は必要ありません。
※ぬいぐるみ・一般人形等も受付します。

越谷市青色申告会 税務研修会

越谷ひな人形組合主催
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日本政策金融公庫の担当者による個別相談会です。
●日　時　11月2日（木）
　　　　　10：00～16：00
●会　場　越谷産業会館　1階青年女性会室
●申込み　越谷商工会議所　企業支援課
※折込みの案内チラシ裏面参加申込書にてお申込みく
　ださい。

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。
●10月の相談会　第1回　10月  6日(金) ・ 第2回　10月20日(金)
●11月の相談会　第1回　11月17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　　　
●申込み　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
（一日公庫）

埼玉県よろず支援拠点相談支援詳しくは 

無 料 相 談

経 営 相 談 セ＆ ミ ナ ー

要予約

要予約

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　10月18日(水)・11月22日（水）
●会　場　越谷産業会館　地下第２会議室
●申込み　埼玉県事業引継ぎ支援センター
　　　　　☎048-711-6326

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　程　11月22日(水) 9：00～12：00
●会　場　越谷産業会館　地下第２会議室
●申込み　公益財団法人埼玉県産業振興公社
　　　　　☎048-647-4156

事業継承の相談会
巡回個別相談会 ｉｎ 越谷（先着順）

巡回貿易投資相談

埼玉県事業引継ぎ支援センター詳しくは 

要予約

要予約

10月・11月の予定一覧

※予定は予告なく変更されることがございます。

6日（金）
16日（月）

20日（金）
22日（日）

1日（水）
5日（日）
5日（日）
10日（金）
19日（日）

正副会頭会議
青年部10月度定例会
こしがや産業フェスタ決起集会
工業部会一泊視察研修会（～21日）
第 211回珠算検定試験

こしがや鴨ネギ鍋＆越谷ねぎキャンペーン開始
第 11回まるななマーケット
第 5回宿場まつり
正副会頭会議
第 147 回簿記検定試験

11
月

10
月

6



平成29年 10月・11月セミナー、講演会等のご案内
10月・11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

11月２日（木）
18：00～21：00

越谷市市民活動支援
センター5階
活動室A・B

コミュニティビジネスセミナー（入門編）
「女性・高齢者が活躍するビジネスの仕組みを考える」

シゴトラボ合同会社
代表　桑原　静氏

40名
無料

11月9日（木）
14：00～16：00

越谷市中央市民会館
劇場

越谷産業会館　集会室

越谷市青色申告会　税務研修会 越谷税務署　青色担当

税理士　松永智子氏

150名
無料

11月16日（木）
18：00～21：00

越谷市市民活動支援
センター5階
活動室A・B

コミュニティビジネスセミナー（応用編）
「コミュニティビジネスを成功させる企業のポイント」

シゴトラボ合同会社
代表　桑原　静氏

40名
無料

10月24日（火）
14：00～１5：３０

10月25日（水）
14：00～１7：0０

越谷市保健所 環境衛生業部会勉強会
正しく知れば怖くない！「感染症」の予防と対策

これだけは知っておきたい！ 青色申告の経理の基本
※個人事業者が対象です。

保健所職員 90名
無料

50名
無料

10月19日（木）
講演会
13:30～15:00
ビジネス交流会
15:10～16:30

ヴィラ・デ・マリアージュ
越谷レイクタウン

キラキャリing! 講演会＆ビジネス交流会
 「銀座のママに学ぶ　経営力・人間力」
※対象は女性経営者、女性創業予定者、  市内企業に勤務
　する女性。　※ビジネス交流会参加費3,000円

銀座「クラブ稲葉」ママ
㈱白坂企画
代表　白坂亜紀氏

80名
無料

11月14日（火）
10:00～13:00

越谷市男女共同参画
支援センター
「ほっと越谷」

キラキャリing! 
パネルディスカッション＆ワーク＆交流会
 「自分らしく働きつづけるために」
～課題や悩みをグループワークで解決しませんか？～
※対象は女性経営者、女性創業予定者、  市内企業に勤務する女性

会社の現場監督合同会社
代表　市場真理子氏

20名
無料

QUICK SURVEY OF 

LOCAL

BUSINESS

OUTLOOK 

8月度調査報告LOBO調査 （商工会議所早期景気観測）

　８月の全産業合計の業況DIは、▲18.2と、前月から▲
2.1ポイント悪化しました。関東を中心とした記録的な長雨
に伴う客足の減少や、農産物の不安定な出荷から、サービ
ス業や卸売業、小売業の業況感が押し下げられました。ま
た、人手不足の影響拡大や消費者の節約志向を指摘する
声も多く聞かれます。
　他方、電子部品、自動車関連の生産や、夏休みのインバ
ウンド需要が好調に推移したほか、建設・設備投資の堅調
な動きも続いています。
　中小企業の景況感は総じてみれば緩やかな回復基調
が続くものの、足踏み状況となっています。
　先行きについては、先行き見通しDIが▲16.4（今月比＋
1.8ポイント）と改善を見込むものの、「悪化」から「不変」へ
の変化が主因であり、実体はほぼ横ばいです。輸出や設備
投資の堅調な推移、インバウンドを含む観光需要の拡大
に加え、公共工事の増加などへの期待感が伺えます。
　他方、深刻な人手不足の影響拡大や、消費者の節約志
向、運送費・原材料費の上昇、地政学的リスクなどを懸念
する声が多く、中小企業においては先行きへの慎重な見
方も続きます。

※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）

従業員DI

売上DI

採算DI 業況DI

資金繰りDI

仕入単価DI
（下落―上昇）

☎ 048-966-6111越谷商工会議所へのお問い合わせは
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平成29年 8月にご加入いただいた２１社の皆様です。

（株）ジェイネット　
（有）ＡＢＥ商事
（株）一木園
豪楽　
小林通信　
（株）礎
セリック（株）
柴崎建設（株）
豊島豆腐店
勇建　
ケイエンジニアリング　
（株）楔
橋本社会保険労務士事務所　
（株）ＧＲＩＳＥ
さいくる　
（株）ＬｏＣｏ　Ｍｕｓｉｃ　
（同）アガピ
たまサポートサービス　
くつろぎ処　ダイニング燁　
（株）サンケン　
石友リフォームサービス（株）　越谷店

長谷川浩幸　
阿部　浩二
田村　健一
長田　真豪
小林新之助　
大塚　洋幸
佐藤　郁夫
柴崎　孝行
土田　秀夫
関口　勇樹
小林　裕幸
立野　明夫
橋本　真弓
甲地　勝一
信濃　美咲
小暮　和功
小堀　逸也
柴橋　学　
大井裕美子　
大澤　健二
奥村　勝猛

平方
蒲生
恩間新田　
蒲生茜町
蒲生南町
東越谷
七左町
新川町
宮前
増林
南町
川柳町
草加市西町
大成町
下間久里
越ケ谷
東大沢
南越谷
千間台西
大沢
大里

電子製品組立機製造販売　
運送業、足場資材運搬等　
造園
居酒屋　
光ケーブル等通信工事業　
介護事業
太陽光装置製造販売　
住宅リフォーム　
豆腐製造販売
型枠工事業　
電気工事業　
とび　土木工事業
社会保険労務士の業務
不動産業、建築業（リフォーム新築）
タイヤの収集運搬事業
貸し室　
訪問介護
経営コンサルティング　研修
飲食店　
塗装業　
リフォーム業

事業所名 代表者氏名 住 所 業 種
※8月末会員数　5,400事業所（順不同・敬称略）

☎ 048-966-6111越谷商工会議所へのお問い合わせは

紹介

西口　賢
　蓮田市出身です。最近子供が生ま
れ、休みの日には一日中子育てに
奮闘しております。
　少しでも早く越谷商工会議所に慣
れるよう努力して、会員の皆様のお
役に立てるよう頑張ります。これか
らよろしくお願いいたします。

地域振興課（青年部・労働保険事務組合担当）

（平成29年9月1日付） よろしくお願いいたします

　はじめまして、兼國彬光と申しま
す。魅力あふれる越谷市の地域活性
化のために働けることをうれしく思
います。一日でも早く業務を覚え会
員の皆様に信頼して頂けるよう頑張
ります。どうぞよろしくお願いいたし
ます。

誌面広告・チラシ折込サービス キャンペーン価格継続のお知らせ

お手頃な金額で確実に届く越谷商工会議所だより誌面広告とチラシ折込サービス。 好評につき、キャンペーン価格を継続するこ
とになりました。 この機会に、あなたの事業所の商品やサービスを紹介してみませんか。 新たなビジネスチャンスが生まれます。

「鼓動」越谷商工会議所だより

毎月5,400事業所に「お店・会社のPR」ができます！

中面１枠（縦60ｍｍ×横  86ｍｍ）　単月  8,000円（税別）
中面２枠（縦60ｍｍ×横180ｍｍ）　単月15,000円（税別）
※内容により、別途修正料金がかかる場合があります。

Ａ4サイズ　１点　35,000円（税別）　　

誌面広告料金 チラシ折込サービス

●申込み・問合せ　総務課　広報担当　中川

総務課（管理運営業務、経営対策事業担当） 兼國　彬光
かねくににしぐち さとる あきみつ

越谷商工会議所
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⑤リピトール錠、ロトリガカプセルなど

コレステロールや中性脂肪を減らします。また冠動脈疾患に

対する予防効果もあります。

⑥アマリール錠、テネリア錠、インスリン注射など

インスリンの分泌を促したり、糖の吸収をおさえたりして血糖値

を下げます。血液中の糖分が少なくなりすぎると低血糖症状（動

悸・冷や汗、手足の震え等）がおこることがあります。もし低血糖

が起きた場合はすぐに糖分（飴やジュース、ブドウ糖など）をとる

ようにしましょう。重篤な場合は意識を失うこともあります。

⑦ニトロペン錠、ミオコールスプレーなど

　（発作を抑える薬：舌下で使用）

心臓の血管を拡げて血流を良くし胸の痛みを改善します。1～

2分で胸の痛みは改善しますが5分経っても症状が治まらない

場合は再度使用して下さい。それでも痛みが治まらない場合は

心筋梗塞の可能性も考えられますので病院を受診しましょう。

また発作が起こった時にすぐ使用できるように必ず携帯するよ

うにしましょう。

※お薬には沢山の種類と効果があります。飲み合わせや飲み方で

効果が変わったり副作用がでてしまうことがあります。お困りの

際は自己判断をせずにお気軽に薬剤師にご相談下さい。

■  虚血性心疾患の予防・危険因子 
　狭心症・心筋梗塞の発生率は喫煙・高血圧・高脂血症・糖尿病な

どの要件（危険因子）が重なるほど増加していきます。危険因子を4

つ以上有する場合は危険因子を全く持たない場合に比べて5.7倍

の発生頻度となると報告されています。

　薬を正しく服用することは大切ですが、薬に頼り切るのではなく日

頃からの生活習慣を改善し、危険因子を減少させストレスのない毎

日を送ることを心がけましょう。

■  狭心症・心筋梗塞とは
　心臓は毎日休みなく働いており、血液を全身に送るために酸素

や栄養分を多く必要とします。その心臓に酸素と栄養を送っている

のが冠動脈という血管です。その血管が急激な収縮や動脈硬化に

よって狭くなったり詰まってしまうと、血液の流れが悪くなったり途

絶えてしまいます。発作の症状はどちらも胸痛ですが特に心筋梗塞

は詰まった場所から先に血液が行かないので心臓の筋肉が壊死を

起こし、死に至ることがありますので早急な措置が必要です。

■  よく使用される薬について
　治療薬には発作止めとして使われるものと、予防を目的として使

われるものがあります。

①シグマート錠、硝酸イソソルビド錠など

冠血管を拡げて血流を良くし心臓の負担を軽くして、狭心症

の症状を和らげます。血管を拡げるので頭痛が起こる場合が

あります。

②アムロジン錠、オルメテック錠など

血圧を下げたり血管の痙攣を防いだりします。心筋梗塞の予

防にも効果があります。グレープフルーツジュースで薬を服用

した場合は、薬の作用が強まり血圧が下がり過ぎることがあり

ますのでご注意下さい。

③テノーミン錠、メインテート錠など

脈を落ち着かせて体を動かしたときの血圧上昇、心拍数の増

加を抑制し心臓の負担を軽くします。

④バイアスピリン錠、プラビックス錠、ワーファリン錠など　

血液を固まりにくくして血栓が出来るのを防ぎます。ワーファ

リンを服用している間は、納豆やクロレラなどのビタミンＫを

沢山含んでいるものは食べられません（納豆がお好きな方ご

めんなさい！）。ワーファリンの効果が弱まってしまいます。

心臓病と薬

医療法人道心会　埼玉東部循環器病院　提供

医療コラム

埼玉東部循環器病院　薬剤師　大塚 みゆき
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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

越谷警察署からのお知らせ

貴方の仕事中に実家では父母・祖父祖母が被害に！
ペテン師は毎日ニセ電話を掛け現金等を奪おうと企てています！

越谷警察署振り込め詐欺認知件数〔既遂〕
～  平成2 9年8月31日現在・暫定数字～

本　年
昨　年
前年同
期対比

件数 27
22
5

23％

24 1
7
-6 -2
-86%

2
1
1

12
12
100％ 100％

0
2

-200％

件数
増減数
増減率

オレオレ 還付金等 架空請求 融資保証

埼玉県の被害 756件・被害総額 約11億844万円
越谷市内の被害状況 平成29年越谷市のニセ電話!

ペテン師が成りすました者振り込め詐欺被害 27件
【県内警察署別ワースト7位 前年比件数増加】

被害総額約6,922万円
【昨年の被害額突破】

1件当たりの被害 約256万円

防止額 約3,277万円【暫定数字】

金融機関等による水際防止
未然防止件数 25 件

家族の絆で被害防止 ! 不審な電話が掛かって来たら越谷警察署048-964-0110に連絡を
皆様が仕事等をしている間に、犯人は自宅にいる父母等を狙いニセ電話を掛け、両親等がパニックになり犯人の
言われるまま行動し現金等を用意しているかも知れません。
被害を防ぐ為に家族と電話で「合言葉を」決めておこう! 常に留守番電話にするのも効果的 !
警察、市役所等を名乗られると信じてしまいます。日頃から警察に相談するように話し合いを !

息
子

孫 警
察
官

等 百
貨
店

等 市
役
所

等 商
事

会
社
等

有
料

サ
イ
ト

金
融
業

そ
の
他

０

９
８
７
６
５
４
３
２
１

10



秋も深まり、温もりが恋しい季節となりました。越谷商工会議所では第1回縁活（婚活）パーティー
を開催いたします。越谷商工会議所会員事業所にお勤めの独身の方、会員事業所のお知り合いの
独身の方はいらっしゃいませんか。良いご縁が結ばれますよう、素敵なパーティーを企画しておりま
す。詳しくは同封のチラシをご覧ください。

恋と仕事に敗れた“元天才卓球少女”多満子が、
亡き母の卓球クラブの再建と全日本卓球選手権男
女混合ダブルス（ミックス）部門へ出場を決意する。
この秋最高の笑いと感動と切ない恋をミックスし
た極上エンターテイメント。
脚本：古沢良太　出演：新垣結衣　瑛太 

地球の未来を切り開く“希望の地”へ
たどり着くのは猿か、それとも人類
か。誰もが知っている結末の、誰も知
らなかった壮絶なドラマが遂に明かさ
れる！
監督 ： マット・リーヴス

公 開
10/13 金

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

編集後記

（C）2017『ミックス。』製作委員会TM © 2017 Twentieth Century Fox Film Corporation.

公 開
10/21 土

ヨコのヒント タテのヒント

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 10 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

1 メイク。顔を美しく見せる
5 ○○の居どころが悪い
6 お化け○○○、武家○○○
8 ビビンバにのせる野菜のあえ物
9 自動車のホイールに付けるもの
11 北を向いたときの後ろ側
12 図書館で借りたり、書店で買ったり
13 小声で言う独り言

1 たばこを吸うと口から出る
2 ライオンの和名
3 あいまい。はっきりさせないこと
4 華厳の○○、ナイアガラの○○
7 さんずいに「十」
8 表沙汰にしないで。○○○○に
9 ここからぼた餅が落ちてくるかも
10 塗りたてのベンチに座りたくない
11 ボウリングのガターはここにボールが
　  落ちること
12 「海のパイナップル」の異名を持つ

1

5 6

9

13

11

10

A B C D E

B

E

F

F

A

D

C

12

2

8

7

3 4

◎ 9月号のクロスワードパズルの答えは「カワクダリ」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11月号をご覧ください。

112017 vol.19



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10月1日

簿 　 　 記

リテールマーケティング
（販売士）

珠 　 　 算

147

148

81

212
122

11月19日（日）

2月 25日（日）

2月 21日（水）

2月 11日（日）

1級～3級

2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  1日（金）～  1月24日（水）
窓　　　口　　1月  9日（火）～  1月26日（金）
ネット申込  　12月  1日（金）～  1月27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
  　
12月18日（月）～

  
1月11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。

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。

検定試験名 試験回 実施級 試験日 受付期間 受験料（税込）




