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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

高度人材不足のお悩みを解消します
～埼玉県プロフェッショナル人材戦略拠点のご案内～
〈お知らせ〉 日光街道越ヶ谷宿 「越谷夢路」 販売中

医療法人道心会　埼玉東部循環器病院提供 「自らの手で救える命」
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日光街道　旅の目じるし　一里塚

　一里塚とは、江戸時代に主要な街道に、その起点であ
る日本橋から一里ごとに造られた距離の標識です。蒲生

の一里塚は、蒲生でも一番南のほう、綾瀬川の近くにあ

ります。日光街道の五番目の一里塚（高さ約2メートル）。

　日光街道の一里塚では埼玉県内に残る唯一のもの

で、越谷市の文化財に指定されています。

　北に歩くと「蒲生茶屋まち」といわれる蒲生の「立場（た

てば）」。立場は、宿場と宿場の中間にあって、旅人がちょっ

とお茶でも飲んでゆこうか～という場所です。草加宿と越

谷宿の中間点、蒲生の立場の名物は「焼き米」でした。

（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
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輝く越谷人「富士純薬株式会社」

経営相談＆セミナー

セミナー／12月・1月の予定一覧

埼玉県プロフェッショナル人材戦略拠点のご案内

新入会員紹介・部会報告

LOBO調査／各種検定試験のご案内

日光街道越ヶ谷宿「越谷夢路」販売中！！／

宿場まつりイメージキャラクターの名前決定

医療コラム「自らの手で救える命」

パズル・今月のおすすめ映画・編集後記



〈今月の表 紙〉

中﨑 勝幸 氏

富士純薬株式会社

KOSHIGAYA-B I TO

プロフィール
東京都出身。
化学会社の技術部に5年間在籍。
昭和45年　富士純薬株式会社入社。
平成3年　代表取締役社長に就任。
（一社）日本試薬協会専務理事。
好きな言葉は「興味心」と「向上心」。
趣味はゴルフと読書。

代表取締役社長

富士純薬株式会社は化学分野の

エキスパートです。

ホームページには、おそらく一般

の人が見ても理解できない化学記

号や化学薬品の名前が列挙されて

います。中﨑社長は「簡単には説明

のしようがない」と困ったように言

い、「大雑把にいうと医薬品・農薬・

香料などに使われる特殊化学薬品

を作っている会社」とまとめてくれ

ました。

化学薬品の使途はとても広く、最

先端技術には必須不可欠なもので

す。身近なものでは液晶、有機EL、

マイクロチップ、電池、EVのバッテ

リーなどに使われています。

富士純薬株式会社は化学薬品

メーカーとして60年以上の歴史を持

ち確固たる地位を誇りますが、求め

られる技術の進歩・発展は早く、顧

客から聞いたこともない化学薬品の

開発・製造を依頼されることもある

そうです。そのような要望に応える

ため、研究開発や製造部門の社員

だけでなく営業部門の社員も全員

が大学で化学を学び、高度な知識

と技術を持っています。富士純薬株

式会社は、正に化学のプロ集団なの

です。

研究開発は容易ではありません。

昔から「千、三つ」といわれており、

1,000件の研究のうち成功するの

はわずか3件程だそうです。それで

も、全員が真摯に研究に向き合い、

次の依頼や次の成功へとつなが

り、確かな技術財産となって蓄積さ

れてきました。

最近、資格のない社員が検査を

したり、基準に満たない製品を何

十年にもわたって出荷したりする不

正が相次いで表面化しました。中﨑

社長は「このような不正は考えられ

ないこと。お客様の信頼が一番大

切」と言います。

化学薬品の品質管理はとても厳

しいもので、社内には品質管理専

任スタッフがいます。依頼者と富士

純薬株式会社それぞれの検査・分

析を通ったものだけが出荷される

のです。

近年は過労死やサービス残業な

ど、厳しい労働環境が取り沙汰され

ておりますが、中﨑社長は「富士純

薬株式会社は、残業がほとんどなく

休日もしっかりとれるホワイト企

業」と胸を張ります。しかも「社長、

今年の社員旅行の行先はどこです

か？」と社員が聞いてくるほど役員

も社員同士も仲の良い企業なので

す。「企業の発展を『社会還元』と

『社員の幸福』に求める」とうたう

富士純薬株式会社ならではのエピ

ソードです。

化学は黒子です。目に触れないけ

れど私たちの周りにあるほとんどの

ものに最先端の化学薬品が使われ

ているのです。私たちの豊かな生活

を、これからも進化・成長し続ける富

士純薬株式会社の高度な技術が

しっかりと支えてくれるでしょう。　

【会社情報】
●創業　　　昭和31年4月
●事業内容　工業薬品の製造・販売
●所在地　　埼玉県越谷市蒲生 3875
●電話　　　048-986-3191
●URL　　  http://www.fujijunyaku.co.jp
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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。

日本政策金融公庫の担当者による個別相談会です。
●日　時　12月 7日（木）10：00～12：00
　　　　　  1月11日（木）10：00～12：00
●会　場　越谷産業会館　2階事務所内相談室
●申込み　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。
●12月の相談会　12月 1日(金)・12月15日（金）
●1月の相談会　    1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　　　
●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

埼玉県よろず支援拠点相談支援詳しくは 

要予約 要予約

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　12月20日(水)・1月17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いたします。
●日　時　2月21日（水）9：00～12：00
●会　場　越谷産業会館　2階会議室
●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）

海外展開・貿易相談会

要予約

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。
●日　時　12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
　　　　　野口 哲男氏
●申込み　知的財産支援センター埼玉
　　　　　☎048-621-7050

特許・商標相談会（先着順）

個人事業者の従業員並びに専従者給与に対する年末調整に
ついての相談・受付をいたします。
●日　　時　12月22日（金）・25日（月）・26日（火）
　　　　　　1月4日（木）・5日（金）・9日（火）・10日（水）
　　　　　　9：00～11：30、13：00～16：00
　　　　　　（12：00～13：00は昼休み）
●会　　場　越谷産業会館　地下第1会議室
●持  ち  物　・所得税源泉徴収簿
　　　　　　・源泉税納付書
　　　　　　・各種保険料支払い証明書及び控除証明書
　　　　　　・印鑑
　　　　　　・その他参考資料（前年分源泉徴収簿等）
　　　　　　　・青色申告会会員手帳（青色申告会会員の方）

記帳継続指導並びに年末調整指導のお知らせ

埼玉県事業引継ぎ支援センター詳しくは 

無 料 相 談

経 営 相 談 セ＆ ミ ナ ー
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☎ 048-966-6111越谷商工会議所へのお問い合わせは

12月・1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。

12
月

5日（金）
5日（金）
16日（火）

24日（水）
26日（金）

正副会頭会議
新春賀詞交歓会
商業・サービス業・環境衛生業部会・商連主催
新春講演会、合同新年会
埼玉東部工業展inスーパーアリーナ（～25日）
女性会新年会、講演会

2日（土）

5日（火）
6日（水）
11日（月）
12日（火）

14日（木）
15日（金）
18日（月）
19日（火）
22日（金）

越谷市制60周年記念　第16回こしがや
産業フェスタ2017（～3日）
商業部会幹事会・議員懇談会
環境衛生業部会役員会
工業部会議員会
女性会執行部会・広報委員会・事業委員会、
産業フェスタ反省会
常議員会
第1回縁活（婚活）パーティー
青年部臨時会員総会
建設業部会幹事会
女性会　生け花教室

1
月

平成29年12月・平成30年1月セミナー、講演会等のご案内
12月・1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

イーンスパイア（株）
代表取締役　横田  秀珠氏

１２月4日（月）
15：00～17：00 越谷産業会館 中小企業向け働き方改革セミナー

（埼玉縣信用金庫 共催）

埼玉労働局 雇用環境・均等室
小林  雅彦氏
埼玉職業能力開発促進センター
藤浪  栄一氏

50名
無料

12月7日（木）
13：30～16：30

越谷産業会館
集会室

販路開拓セミナー
「0円で出来るFaceBookの新機能をビジネスに活用
する方法」

100名
無料

健康社会学者・働き方研究家
河合　薫氏

1月16日（火）
17：30～19：00

ヴィラ・デ・
マリアージュ
越谷レイクタウン

伝わる！ 使える！ 生産性を高めるためのコミュニケー
ション術 （商業・サービス業・環境衛生業部会・越谷市
商店会連合会 共催）

80名
無料

関東信越税理士会 税理士12月6日（水）
14：00～16：00

越谷コミュニティ
センター 小ホール 青色申告決算説明会　※個人事業者対象 200名

無料

（株）どんぶり勘定事務所
代表取締役　神田  知宜氏

12月13日（水）
14：00～16：00

越谷産業会館
集会室

会計セミナー
「世界一シンプルでわかりやすい！
今さら聞けない決算書と会社数字の読み方講座」

50名
無料

H29.12.29（金）～H30.1.3（水）は
年末年始休業日とさせていただきます。
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～高度人材不足のお悩みを解消します！！～

埼玉県プロフェッショナル人材戦略拠点のご案内

政府は地方創生施策の一環として、中小企業を人材面から支援するため、「プロフェッショナル人材事業（内閣

府事業）」を開始し、埼玉県では公社に人材戦略拠点が設置されています。

プロフェッショナル人材戦略マネージャーをはじめとした拠点スタッフが中小企業とプロフェッショナル人材の

マッチングをサポートし、事業革新や新商品開発などのチャレンジングな取組の一助となるように活動しており

ます。皆様の積極的な活用をお待ちしております。

経営課題が解決できず、「攻めの経営」への
道を諦めていませんか？

・社長の右腕がほしい

・販路を開拓したい

・新製品を出したい

・技術力を活かして

　海外へ打って出たい など

プロフェッショナル人材採用で
「攻めの経営」へ！

お気軽にご相談ください

（相談無料）

・課題解決に必要なプロフェッショナル人材の
　ニーズを踏まえ、マッチングをサポート
・ニーズにあった人材紹介会社（埼玉県が審査
　し登録した有料職業紹介事業者）を紹介

中堅・中小
企業

プロ
人材戦略
拠点

埼玉県プロフェッショナル人材戦略拠点 活動状況について（H27.12.1～H28.12.31）

活 動 内 容 実 績

企業訪問社数 341社

468社

290社

35社

人材採用に関する相談件数

人材ニーズ取り繋ぎ件数

プロ人材入社（成約）件数
※都市部大企業と連携し、大企業のプロ人材を
「出向」形式（＝人材紹介手数料は不要）で受け
入れる人材交流事業も開始しました。

事業分野
拡張
3％

専門職・
エキスパート
34％

課長相当
26％

その他
17％

部長相当
11％

係長・主任相当
9％

社長相当
3％

成約事例の内訳①
採用したプロ人材のミッション

（合計35件）

成約事例の内訳②
採用したプロ人材のポスト

（合計35件）

生産性向上
51％

経営管理
20％

販路開拓
17％

その他
9％

問合せ先　公社  埼玉県プロフェッショナル人材戦略拠点
さいたま市中央区上落合2-3-2  新都心ビジネス交流プラザ3階
営業時間 ： 平日9 ： 00 ～12 ： 00、 13 ： 00～17 ： 00
電話 ： 048-858-7558　FAX ： 048-857-3921

広告募集中
1ヶ月から掲載できます

越谷商工会議所だより「鼓動」

掲載の問合せ：越谷商工会議所　総務課

☎048-966-6111
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　9月15日（金）、部会員20名の参加を得て市内先端製造業事業所の日帰り
視察研修会を開催しました。視察先は、最先端研究部門を有し高いメッキ技術
を誇る吉野電化工業㈱、世界最速のピロー包装機を製造する包装機メーカー
の大森機械工業㈱、そして医療用特殊針に特化し、麻酔針の世界シェア約
30％を占める㈱ユニシスです。
　この３社は各業態の中で国内トップクラスのメーカーです。それぞれの担当者
から、社歴、経営理念、商品コンセプトなどをお聞きし、その後工場内の製造
過程を視察いたしました。
　参加者からは「市内製造業の視察研修会に初めて参加しましたが、地元に
これほどの企業があるとは知りませんでした。各企業の経営に関する考え方、
効率の良い生産方法などを勉強でき、とても有意義な研修会でした。来年度も
こうした研修会を開催してほしいと思います。」との声が聞かれました。

平成29年 10月にご加入いただいた18社の皆様です。

トヨハラ化工（株）
中華台湾料理　正香園
草加きたやクリニック
（有）グリ－ンメモリアル
（有）高尾工務店
（有）セイワアルミトーヨー住器
（有）東武アロー
（株）ショクイク
（有）丸源
山﨑建具
（有）浪井商事
（有）宝亀園
Ｋ・ＭＰ（株）
ＹＳＤ保険サービス
（株）山義
ユーモ　オートデザイン
（株）シルクモア研究所
一般社団法人日本経営士会　埼玉支部

趙　　小燕
牧野　　正
星加　義人
小宅　　忠
高尾　　茂
諸岡　正啓
田中　寛章
鈴木　　宏
加藤　賢司
山﨑　祐弘
浪井　幸子
小野寺孝行
田中　克実
坪井　　明
横山　公康
三田　健二
大関　孝浩
小西　洋三

大間野町
西方
草加市北谷
南荻島
赤山町
大竹
瓦曽根
赤山町
東大沢
下間久里
袋山
南町
川柳町
草加市青柳
新川町
東越谷
神明町
さいたま市南区南浦和

プラスチック製品の着色及び加工
飲食店
医業
墓石販売業
土木工事業
住宅建材卸売
ガス供給機に附随する設備工事
受託給食事業
不動産賃貸業
建具工事
不動産業
造園
板金工事業
保険代理業
外壁工事業
カー用品販売
化粧品製造・販売
経営コンサルティング

事業所名 代表者氏名 住 所 業 種
※10月末会員数　5,405事業所（順不同・敬称略）

◆ 工業部会　日帰り視察研修会の報告

　10月24日（火）越谷市保健所にて「『感染症』の予防と対策」について勉強
会を開催しました。
　保健所の方を講師に迎え、主に「結核」や「インフルエンザ」、「海外渡航」、
「アタマジラミ」についてお話しいただきました。参加した35名の方は、感染症
の予防は、まず正しい知識を身につけることがとても重要であることを学び、メ
モをとるなど熱心に聴講していました。

◆ 環境衛生業部会　「勉強会」の報告

部会報告

吉野電化工業（株）にて

●振込の方…………12月中旬に「会費の振込用紙」を郵送します。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……平成30年1月15日（月）に引落しいたしますので、12月下旬に口座振替通知書を郵送します。
　　　　　　　　　領収証の発行はしませんので、必要な方はお申し出ください。（担当：総務課　西口）

越谷商工会議所　会費納入のお願い　～平成29年度下期分（平成29年10月～平成30年3月分）～
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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

148

81

212

122

2月25日（日）

2月21日（水）

2月11日（日）

2級～3級

1級～3級

1級～3級

段位

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）
１級　2,300 円
２級　1,700 円
３級　1,500 円

QUICK SURVEY OF 

LOCAL

BUSINESS

OUTLOOK 

10月度調査報告LOBO調査 （商工会議所早期景気観測）

　10月の全産業合計の業況DIは、▲16.0と、前月から▲0.7ポ
イントのほぼ横ばいです。電子部品、自動車、産業用機械関連
の生産や、インバウンドを含む観光需要が引き続き堅調に推移
しました。
　他方、公共工事の一服感を指摘する声が聞かれたほか、長
雨などの天候不順による客足減少、人手不足の影響拡大、運
送費・原材料費の上昇、消費者の低価格志向を指摘する声も
多く聞かれます。中小企業の景況感は総じて緩やかな回復基調
が続いているものの、そのマインドには依然として鈍さが見ら
れ、足元でほぼ横ばいの動きとなっています。
　先行きについては、先行き見通しDIが▲14.1（今月比＋1.9
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
調な推移や株高進行による個人消費の持ち直し、インバウンド
を含めた観光需要拡大などへの期待感がうかがえます。
　他方、人件費の上昇や受注機会の損失など人手不足の影響
の深刻化、運送費・原材料費の上昇などを懸念する声も多く、
中小企業においては先行きへの慎重な見方が残っています。

※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）

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）

平成29年度検定試験のご案内
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　観光物産拠点施設「ガーヤちゃんの蔵屋敷」プロ
デュースの地域に愛されている商品の詰め合わせ
セット “日光街道越ヶ谷宿「越谷夢路」”が販売中です。
　ぜひ、贈り物やお土産としてご利用ください。

“こしがや”の魅力をまるごと詰め合わせ！

～「ガーヤちゃんの蔵屋敷」から “こしがや”の魅力を発信～

日光街道越ヶ谷宿「越谷夢路」販売中！！

▼ 商品ラインナップ ※内容については、状況に応じて変更する可能性がありますので、ご了承ください。

観光物産拠点施設「ガーヤちゃんの蔵屋敷」 （住所：越谷市弥生町 505-2）
※お買い求めの際は、「ガーヤちゃんの蔵屋敷」までお問合せください。

【問合せ先】　観光物産拠点施設「ガーヤちゃんの蔵屋敷」  ☎048-940-5550

▼ 販売場所

旗 本 大 名

2,400円（税込）価 格／ 3,480円（税込）価 格／ 4, 480円（税込）価 格／

《主な内容》越谷ふあり、苺のか
けジャム、越谷っ子、越谷手焼
きせんべい　など

《主な内容》越谷ふあり、苺のか
けジャム、こめ油、越谷手焼き
せんべい　など

《主な内容》越谷ふあり、苺のか
けジャム、こめ油、越ヶ谷御殿、
越谷ろまんず、越谷だるま など

将 軍

※「越谷夢路」パッケージデザイン

宿場まつりイメージキャラクターの名前が決まりました！
　去る10月24日、市内在住の漫画家、てしばまさみ先生と宿場まつり運営スタッフ
により、全国から応募いただいた約350の名前を審査した結果、「御殿（ごてん）くん・
弥生（やよい）ちゃん」に決まりました。越谷の地名が入っており、元気で可愛らしい名
前がキャラクターにピッタリです。名付けてくれたのは鹿児島市の永井さん（34歳）で
す。応募してくださいました皆さま、ありがとうございました。

たくさんのご出品、ありがとうございました。ぬりえは「CAFE８０３」で保管しています。

返却をご希望の方は、お手数ですが12月27日（水）までに取りにおいでください。

【問合せ】 CAFE８０３　越ヶ谷3-3-16　TEL.048-965-1803

★宿場まつりのぬりえコンテストに出品された皆さまへ
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く心肺蘇生を始めなければなりません。

　呼びかけに反応がなく、普段通りの息（正常な呼

吸）がない人は心停止の可能性があります。ためらわ

ずに、ただちに心肺蘇生を始め、止まってしまった心

臓の代わりに、脳や心臓に血液を送り続ける必要が

あります。心肺蘇生は、人工呼吸と胸骨圧迫（心臓

マッサージ）の組み合わせが原則ですが、強く、速く、

絶え間ない胸骨圧迫がもっとも重要で、胸骨圧迫だ

けでも実施することが強く勧められます。

　胸骨圧迫位置は胸の真ん中(胸骨の下半分)で、強

く(胸が少なくても5cm沈むまで)、速く（100回/分）、

絶え間なく圧迫を続けます。圧迫するペースがよくわ

からないと思いますが、研修で紹介されるものとし

て、「どらえもんのうた」「世界に一つだけの花」のリズ

ムに合わせるとよいようです。胸骨圧迫はかなり体力

を必要とします。質の確保のため代わってもらえる人

がいたら交代でやりましょう。

　心臓突然死は、心臓が細かくふるえる心室細動と

呼ばれる不整脈から引き起こされることが多く、心臓

の動きを戻すには少しでも早く電気ショックを行う必

要があります。自宅ではそのまま胸骨圧迫を、外出先

であれば最近ではいろいろな場所にAED（自動体外

式除細動器）が設置してありますので、みなさんはそ

こから離れず、救急車やAEDを回りに依頼・応援して

もらいましょう。

　心肺蘇生講習会は地域の消防署や日本赤十字社

赤十字施設、またはNPO法人など全国で活発に行わ

れています。私たちはかけがえのない大切な命を失

いたくありません。

　この機会に一歩進んでみませんか？

　寒さが日増しに厳しくなり、冬本番の時期を迎え、

心臓疾患が多く増える季節となりました。統計や研究

では10～4月の寒い時期に心筋梗塞による心停止が

増え、1年のうち12～1月において死亡数が急激に上

昇するそうです。

　心筋梗塞は50歳という働き盛りの年代から飛躍的

に罹患率があがり、一家の大黒柱が入院なんてこと

も日常起こりうることです。今では30～40代の心筋

梗塞も多く一大ライフイベントになりつつあります。も

し大事な人が自宅で意識を失ったら何ができます

か？　もし外出中に誰か倒れていたら……。毎年約5

万人の方が心臓突然死で亡くなられている中、みな

さん自身の手で救える命（方法）があるのをご存知で

すか？　もしもの時の予備知識として命を救う方法

を知ってほしいと思います。

　心臓は、血液を全身に送り酸素や栄養を運ぶ筋肉

でできたポンプです。1分間に約70回、1日にしておよ

そ10万回、24時間365日休むことなく動いているの

です。

　何かしらのきっかけ（心筋梗塞等）で心停止を起こ

してしまいます。つまり心臓が止まってしまった状態

ですと、全身に血液が回らなくなってしまいます。脳

に血が回らなくなり、数秒で意識・反応がなくなりま

す。そして、息もなくなってしまいます。

　心肺停止から時間的な経過を見ると、いのちの助

かる割合は分単位で7％～10％低下していき、10分

経過してしまうと、ほぼ助からない状態となってしま

います。

　また、完全に心臓が停止し、脳に酸素が送られない

状態が3～4分以上続くと、助かっても重い後遺症が

残る恐れがあります。そうならないためにも一刻も早

自らの手で救える命

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　看護部長　佐藤 浩一
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早いもので平成29年も残りひと月となりました。皆様のこの一年は如何でしたでしょうか。
私は、この会報誌編集に携わり、様々な分野で活躍する方のお話を伺ったり越谷の史跡を訪ねたり
と、貴重な経験をすることができました。越谷商工会議所会員の皆様、ご協力くださいました皆様、
今年一年本当にありがとうございました。どうぞ良いお年をお迎えくださいませ。（中川）

結婚を約束したカップル、尚志（佐藤健）と
麻衣（土屋太鳳）。幸せの絶頂だったある日、
病が麻衣を襲い意識不明に。目が覚めるか
わからない状態に、麻衣の両親からは「もう
麻衣のことは忘れてほしい」と言われるが…。
出演：佐藤 健　土屋太鳳

鎌倉に住むミステリー作家・一色正和（堺雅
人）に嫁いだ年若い妻・亜紀子（高畑充希）。
魔物や幽霊、妖怪や仏様、死神（安藤サクラ）
まで現れ、人と人ならざるものたちが織りな
す日本映画最高のファンタジー超大作。
出演：堺 雅人　高畑充希

公 開
12/9 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

編集後記

©2017 映画 「８年越しの花嫁」製作委員会（C）2017「DESTINY鎌倉ものがたり」製作委員会

公 開
12/16 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12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 雑巾に長い柄をつけた掃除用品
3 ○○の舞台、○○の日、○○着
5 引退、途中で棄権すること
6 冷蔵庫や洗濯機などの○○○製品
8 釜揚げなどで食べるイワシの稚魚
10 高齢者はシニア、年少者は？
11 パト○○、オープン○○、マイ○○
12 魚のすり身団子

1 もち米粉でつくられた皮であんこを
   挟んだ和菓子
2 元々は「プディング」と呼ばれた
3 たばこの吸い殻はこの中へ
4 大変まれなこと
7 アイドルや俳優の初舞台
8 体に圧を加えて体調を整える治療法
9 ヨシなどを編んで作った日よけ
10 日によって値段が変わる

1

5 D

12 C11

10

8 9

A B C D E F

A

E

B

6 7 F

2 43

◎ 11月号のクロスワードパズルの答えは「イロハザカ」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1月号をご覧ください。

112017 vol.21



申込みは「こしがやブランドショップ」ホームページから申込みは「こしがやブランドショップ」ホームページから

11 月 20日（月）～注文受付開始
12月  1日（金）～順次発送（予定）
ネギの収穫の関係で、11月号でお知らせした受付日・発送日が変わりました。

12 月 1日（金）～注文受付開始
       15日（金）予定～順次発送

山東菜漬

こしがや鴨ネギ鍋ギフトセット

注文期間　12月   1日（金）～ 20日（水）
配送期間　12月 25日（月）～ 30日（土）

太郎兵衛もち

※こしがや鴨ネギ鍋ギフトセットは商
工会議所窓口、FAX（※所定用紙
あり）でも注文を受付けます。
※注文や発送（配送）期間は、商品に
よって異なります。
ほかにもネットからこしがやブランド
認定品の越谷いちごの森、こしがや
苺いち笑（いちごいちえ）、慈姑（く
わい）サブレ、越谷っ子、越谷大地
の子、越谷ふあり（6種）、越谷ずん
だ饅頭、ガーヤちゃんサブレ、かけ
ジャム、伝統工芸品などの５色だる
ま、桐の正座椅子、籠染灯篭が購
入できます。

ネットから簡単購入
できます

こしがやブランドショップ「冬限定商品」販売がスタート!こしがやブランドショップ「冬限定商品」販売がスタート!

http://store.shopping.yahoo.co.jp/koshigaya-brand/http://store.shopping.yahoo.co.jp/koshigaya-brand/URL

5 5分で求人情報が出せる！

4 クーポン発行で集客力アップ !

3 WEBチラシで宣伝ダブル効果！

2 投稿するとトップに表示！

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・クーポン発行・ネット予約機能
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

もちろん「スマホ表示」対応です！

１ 簡単にホームページがもてる！

５

４１
２

３

50社限定 割引キャンペーン中！

いつでもどこでも知りたい情報がすぐ見れる！

株式会社 新興運送

〒343-0002 埼玉県越谷市平方777番地1
TEL 048（971）1100
FAX 048（971）1200
E-mail：shinkoh2＠guiter.ocn.ne.jp
http://www.koshigayayusou.jp

〒343-0003 埼玉県越谷市船渡 1381-1
TEL 048（976）0001
FAX 048（976）0003
E-mail：shinkoh1＠dream.ocn.ne.jp
http://www.shinkoh-express.com

倉
庫
、
保
管
の

こ
と
な
ら
！

輸
送
の

こ
と
な
ら
！

越谷輸送協同組合

物流で発生するすべての業務を、一貫したサービスで！！
全国ネットワークでどこへでもお届けします。

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12月1日




