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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

充実しています　秋の講演会・セミナー
街に出よう！　越ヶ谷まちゼミ ・ 宿場まつり ・ 北越谷駅まちバル ・
WATER FANTASIA ・ 高野元孝油絵展

医療法人道心会 埼玉東部循環器病院提供 「下肢静脈瘤に対するレーザー治療」

書家  鬼頭 墨峻さん
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ある時は　逆さに流れる　逆川（さかさがわ）　
　逆川は葛西用水とも鷺後（さぎしろ）用水ともいわれています。

古利根川から瓦曽根溜井への水路です。江戸時代に越谷を流れ

ていた利根川が銚子の方へ、荒川は入間川へ流れることとなり

ました。これは江戸を水害から守るためですが、越谷では農作に

水が足りなくなりました。それで、利根川から水を葛西用水として

引き込んだのです。葛西用水は川の流路跡や古利根川をたどっ

て流れ、越谷では大吉周辺で、もとの荒川の曲流あとを利用し、

溜井まで流れました。当時は元荒川と溜井で合流しており、元荒

川の水位が高ければ古利根川の方へ逆流することもあり、逆川

と言われましたが、今は天嶽寺近くで元荒川の下をくぐっていて

（伏せ越し）、荒川とは切り離され、逆川現象はありません。

（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「書家　鬼頭 墨峻 氏」

無料相談／10月・11月の予定一覧

10月～12月のセミナー／お知らせ

お知らせ

第６回 越ヶ谷まちゼミ／宿場まつりのお知らせ

第5回 北越谷駅まちバル開催

LakeTown WATER FANTASIAのお知らせ

LOBO調査／報告

新入会員紹介／一期一会

「下肢静脈瘤に対するレーザー治療」

快進撃企業に学べ「地域の弱者のために福祉車両を

製造する　西元自動車」

安心経営 賢い節税／越谷商工会議所の共済制度

パズル／今月のおすすめ映画／編集後記

逆川緑道古利根堰

逆川で釣りを楽しむ人々



文部科学大臣賞を受賞された鬼頭さんの作品

〈 今月の表 紙〉

KOSHIGAYA-B I TO

プロフィール
本名  鬼頭 泰夫 氏
鬼頭墨浦、伊藤峻嶺に師事
毎日書道会理事
日本書道美術院理事長

本誌の題字「鼓動」を揮毫（き

ごう）したのは、東越谷在住の書

家、鬼頭墨峻さんです。この度、

第70回毎日書道展で最高賞の文部

科学大臣賞を受賞されました。

毎日書道展は内容、規模におい

て国内最大規模の書道展で、鬼頭

さんは役員や一般公募の全作品3

万２千点の頂点を極めました。毎

日書道展は現代書を旗印に掲げて

いるので、古典に立脚した作品を

出品した鬼頭さんは受賞の知らせ

に「まさか」と思ったそうです。

受賞作品は縦242横61センチの

大作で、「世説新語」（せせつし

んご　中国南北朝時代に編纂され

た著名人の逸話集）を題材にして

います。厳めしい文章と思いきや

面白い内容が多く、鬼頭さんは20

年以上も題材として取り組んでい

るそうです。今回は、竹林の七賢

の一人、阮籍（げんせき）が、喪

中には酒や肉を断つ義務があった

にもかかわらず、母の葬儀の日に

も大酒を飲んで肉を食い、血を吐

いて倒れたという逸話が書かれて

います。

昨今は、書道パフォーマンスや

書の甲子園が開催され、書に親し

む若い人たちが増えています。素

晴らしい字を書く人も多いそうで

す。しかし、残念なことに書家と

して独り立ちする人は少ないとい

うのが現状です。

その理由の一つは、書家自身が

作品に値を付けにくい点です。

少し気を付けて日常生活を見て

ください。ポスター、商品のラベ

ル、テレビ番組の題字、書籍の題

字など様々なところに書が生きて

いることに気が付きませんか。書

が表す躍動感、力強さ、繊細さは

商品のイメージの向上に効果的に

使われ、商品価値を高めているの

です。

今後は「書」の商品価値を確立

することが重要です。

鬼頭さんが理事長を務める日本

書道美術院は書道展をシンガポー

ルで開催するなど、国際的にも活

躍の場が広がっています。

鬼頭さんが目指す書を尋ねまし

た。「目指す書はまだぼんやりと

したイメージしかなく暗中模索し

ています。自分が納得する字を書

くために書の技術を磨くことが第

一だと思っています」

日本の書道界を代表する鬼頭さ

んですが、お会いしてみると大変

気さくな方でした。同じく書家の

奥様と長く越谷の地で教え、大勢

の弟子、孫弟子、曾孫弟子までい

るそうです。越谷市書道連盟創始

者のお一人でもあります。

これからも越谷から世界に向け

て書の魅力を伝えていただきたい

と思います。
【恵風書道会】
●所在地　　越谷市東越谷 4-27-3
●電話　　　048-962-7788

書家　鬼頭 墨峻 氏
とうき ぼく しゅん
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無 料 相 談

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いたします。
●日時・会場　お問い合わせください。
●申込み　公益財団法人埼玉県産業振興公社
　　　　　☎048-647-4156

海外展開・貿易相談会

要予約

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20日（木）、3月20日（水） 13：00～17：00
●会　場　越谷産業会館　2階会議室
●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）

日本政策金融公庫の担当者による個別相談会です。
●日　時　10月4日（木）、11月1日(木)　10：00～12：00
●会　場　越谷商工会議所　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。
●日　時　10月5日(金)、10月19日（金）
　　　　　11月2日(金)、11月16日(金)
　　　　　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

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　時　10月17日（水）、11月21日(水) 10：00～17：00
●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

事業承継の相談会
巡回個別相談会 ｉｎ 越谷（先着順）

企業支援の専門家がコーディネーターとして事業者の皆様が抱
えている経営課題の解決や経営革新計画の策定、創業時に必
要な事項・ビジネスプランの作成などの経営相談に応じます。
●日　時　毎週 月・火・水・金曜日 
　　　　　9：00～12：00、 13：00～16：00
●会　場　越谷市産業雇用支援センター二番館
　　　　　（越谷市東越谷1-5-6）
●申込み　越谷市産業雇用支援センター二番館
　　　　　☎048-967-2424　FAX:048-967-2425
　　　　　E-mail：info@nibankan.jp

越谷市産業雇用支援センター二番館
コーディネーターによる経営相談のご案内

埼玉県事業引継ぎ支援センター詳しくは 

越谷市　二番館　相談詳しくは 

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。

10
月

11
月

5日
10日
13日
19日
19日
22日
23日
25日
26日
28日
31日

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

正副会頭会議
こしがや商人塾⑤
こしがや水辺の祭典2018（～14日（日））
工業部会日帰り視察研修会
TMOチャレンジ講座⑤
女性会視察研修（～23日（火））
役員視察研修会（～24日（水））
商業部会主催 消費税軽減税率対策セミナー
縁活パーティー
第214回珠算検定試験
こしがや商人塾⑥

1日
2日
2日
11日
13日
14日
18日
21日

（木）
（金）
（金）
（日）
（火）
（水）
（日）
（水）

商工会議所議員懇談会（南地区）
商工会議所議員懇談会（北地区）
正副会頭会議
第13回まるななマーケット
環境衛生業部会　視察研修
商工会議所議員懇談会（中地区）
第150回簿記検定試験
工業部会・越谷工業経営懇話会共催
越谷市長との懇談会

埼玉県よろず支援拠点相談支援詳しくは 

お 知 ら せ
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平成30年10月～12月セミナー、講演会等のご案内
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

越谷産業会館 飲食店経営者のための集客・売上・利益アップセミナー （一社）フードアカウンティング協会 アドバイザー
遠山 景子 氏

10月10日（水）
14：00～16：00

30名
無料

越谷産業会館
働く女性の応援プロジェクト　キラキャリing！
イメージアップ戦略！ 隠れた魅力を引き立てる
パーソナルカラーの使い方

イメージカラーコンサルタント
カラーコーディネーター
池田 泰美 氏

１０月４日（木）
18：00～20：30

30名
無料

越谷産業会館 0円で簡単に始められる!!
Googleマップを活用した最新の実店舗集客セミナー

イーンスパイア（株）　代表取締役
横田 秀珠 氏

10月12日（金）
13：30～16：30

100名
無料

越谷産業会館 消費税率引き上げに負けない交渉力を身につける！
価格交渉パワーアップセミナー

にしむらセールス＆ヒューマン研究所 代表
西村 文彦 氏

10月17日（水）
13：30～16：30

60名
無料

越谷産業会館
消費税率引き上げに備える！
～スマホやタブレットを活用した会計業務効率化
のポイント～

ブリッジソリューションズ（株）　代表取締役
阿部　 満 氏

10月25日（木）
14：30～16：30

50名
無料

越谷産業会館
働く女性の応援プロジェクト　キラキャリing！
実践セミナー＆ビジネス交流会  「もっと仕事が上手くいく！
ロジカルコミュニケーション＆スピーキング」

長沼マネジメント・サポート代表
長沼 フミ子 氏

11月7日（水）
18：00～21：00

50名
500円

越谷産業会館 若手社員セミナー＆交流会
（株）ＩＡＣ代表・中小企業診断士
秋島 一雄 氏
社会保険労務士
北澤 彩子 氏

11月8日（木）
セミナー 10:00～16:00
交流会　16:20～18:00

60名
4,000円

（セミナーのみ2,000円）

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

11月9日（金）
18：00～21：00

30名
無料

越谷市中央市民会館 中小企業・小規模事業者向け
事業承継セミナー(埼玉縣信用金庫共催)

11月13日（火）
15：00～1７：00

40名
無料

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起業のポイント
～計画作成から企業までの手順～

シゴトラボ合同会社　代表
桑原 　静 氏

埼玉県事業引継ぎ支援センター 統括責任者
石川 峰生 氏

11月16日（金）
18：00～21：00

30名
無料

越谷産業会館 初心者向け知的財産制度の概要、活用方法、
使える施策等について

特許庁 総務部普及支援課 主任産業財産権専門官
片桐　 保 氏

12月12日（水）
14：00～16：00

30名
無料

　インスタ映えする写真、撮れていますか？ちょっとしたコツで魅力がワンランクアップする人物や
小物の撮り方＆撮られ方を教えます。ワーク付きなので実践ですぐに役立つ内容です。
●日　時　10月24日（水）　セミナー 13:30～16:30　交流会 16:30～17:00　
●場　所　越谷産業会館（越谷商工会議所）集会室
●講　師　渕上 真由 氏（一般社団法人フォトコミュニケーションⓇ 協会代表理事、フォトグラファー）
●参加費　無料
●定　員　30名（定員になり次第締め切ります）
　　　　　※デジカメまたはスマホ、撮影したい小物をご持参ください。
　　　　　女性経営者、女性創業予定者、企業に勤務する女性社員の
　　　　　皆さんのご参加をお待ちしています！
●申込み・問合せ　越谷商工会議所　中小企業相談所

「プロ直伝！デジカメ・スマホの上手な写し方」

越谷商工会議所・働く女性の応援プロジェクト「キラキャリing！」セミナー＆交流会

☎ 048-966-6111越谷商工会議所へのお問い合わせは

講師の渕上真由さん

ＦＢページで
最新情報を
配信しています
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お 知 ら せ

●日　時　11月12日（月）　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平成30年度税制改正について
　　　　　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　井原、大竹
※ご出席の方に国税庁発行「平成30年版暮らしの税情報」を
　差し上げます。

越谷市青色申告会　税務研修会

　今やGoogleマップは単なる地図アプリの機能だけでなく、
口コミ等で情報発信ができるSNSとしての側面も持ちつつあ
ります。自社・自店のホームページを持つことと同じ以上に
Googleマップでの重要性が増しています。
　本セミナーでは、初めての方でもすぐに活用出来るGoogle
マップの最新の集客術を解説します。
●日　時　平成30年10月12日(金)　13:30 ～ 16:30
●会　場　越谷産業会館 集会室

●定　員　100名(定員になり次第締切)
●参加費　無料
●講　師　イーンスパイア（株）
　　　　　横田 秀珠 氏
●問合せ・申込み　
　　　　　越谷商工会議所
　　　　　企業支援課

「０円で簡単に始められる!! Googleマップを活用した最新の実店舗集客セミナー」

伴走型小規模事業者支援推進事業

　地域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が注目されています。
　コミュニティビジネスの支援を行い、また自らコミュニティビ
ジネスを立ち上げ実践している桑原氏をお招きし、活動事例を
交えながら、コミュニティビジネスのポイントをお話しいただき
ます。
①入門編　11月9日（金）　 18：00～21：00
　「女性・高齢者が活躍するビジネスの仕組みを考える」
②応用編　11月16日（金）  18：00～21：00
　「コミュニティビジネスを成功させる企業のポイント」
　～計画作成から企業までの手順～

●会　場　越谷市市民活動支援センター５階　活動室Ａ・Ｂ
●定　員　30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

コミュニティビジネスセミナー2018（2回シリーズ）

女性・高齢者が活躍するビジネスの仕組みを学べる

講師　横田 秀珠 氏

6



☎ 048-966-6111越谷商工会議所へのお問い合わせは

第６回 越ヶ谷まちゼミ
10月12日（金）まで開催中♪

「まちゼミ」とは？
　お店の人が講師となり、暮らしに役立つ専門知識やプロならではのコツや情報を 
無料で教える街の中のゼミナール、略して「まちゼミ」です。
　「第６回 越ヶ谷まちゼミ」は、越谷駅東口周辺の21店舗で開催されています。安心し
て受講していただくため、まちゼミではお店からの販売や勧誘はありません。お申し込
みは各店まで。
　詳しくは、越ヶ谷ＴＭＯホームページ内「越ヶ谷まちゼミ」ページ、各店や商工会議所
で配布中のチラシをご覧ください。
●問合せ　越ヶ谷まちゼミ事務局　（越谷商工会議所　澤田・梅沢） 「書く」を楽しもう！初心者のための万年筆講座

日光街道越ヶ谷宿 第６回宿場まつり
早かごレース出走者、模擬店・フリーマーケット出店、
　　　　　　　　　　　早かごレースぬりえコンテスト出展者を募集中！

神明下花田線野崎ビル交差点からふれあい公園まで場　所

開催日 11月18日（日）

①「越ヶ谷宿早かごレース」出場者募集！
　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名で難関（ゲーム）を行いながら競うレースです。かご
はレンタル有り、自作持ち込みも可。タイムレースのほかパ
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）
　●申込み　越ヶ谷TMOホームページに掲載の実施要領
　　　　　　をお読みのうえ、10月31日（水）までにホー
　　　　　　ムページの申込み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/

②模擬店出店者募集！
　●対　象　越谷市内で営利を目的としない市民団体等
　●参加費　2,000円
　　　　　　※別途細菌検査費用1,000円
　　　　　　※テント、机、イスが必要な方は設備レンタル
　　　　　　　代1,000円
　●申込み　10月5日（金）までに商工会議所へお電話で
　　　　　　お申込みください。

③フリーマーケット出店者募集！
　●対　象　越谷市内在住で営利を目的としない方
　●募集区画　30区画（一人一区画2.5ｍ×1.8ｍ）
　　　　　　※応募多数の場合は抽選
　●参加費　1,000円
　●申込み　10月5日（金）までに往復はがきに住所・氏名・
　　　　　　電話番号・販売品目を明記して下記へ郵送し
　　　　　　てください。結果は10月中旬に返送します。
　　　　　　〒343-0817　越谷市中町7-17　
　　　　　　越谷商工会議所内　宿場まつり事務局

④宿場まつりぬりえコンテスト出展者募集！
　越谷新町商店会、商工会議所、ガーヤちゃんの蔵屋敷、カ
フェ803で配布しているぬりえを塗ってコンテストに応募し
てみませんか？結果は宿場まつり当日に発表します。
　●申込み　10月31日（水）までに回収場所にお持ちくだ
　　　　　　さい。

★詳しくは越ヶ谷TMOホームページをご参照ください。
〈問合せ〉　越谷商工会議所ＴＭＯ担当（澤田・梅沢）

越ヶ谷ＴＭＯ
ホームページ

午前 10 時～午後 4 時　※荒天中止

健 康

手作り

学 ぶ ● 『書く』を楽しもう！ 初心者のための万年筆講座
● はじめてのバンドセッション
● 【服のなんでも相談室】 + 仕事で役立つカラー講座
● 知っておきたい葬儀後の供養の形

● むくみ・冷えスッキリ！ 炭酸足浴講座
● 腰痛・ひざ痛防止！ 靴・インソール選び講座
● ワンポイント刺繍のキャラメルポーチ
（※手作りの講座は材料費がかかります）

★まだ間に合います！これから開催する主な講座★
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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

150

83

214

124

11月18日（日）

2月20日（水）

10月28日（日）

1級～3級

1級～3級

1級～3級

段位

郵　　　送　　  9月  3日（月）～10月17日（水）
窓　　　口　　  9月10日（月）～10月19日（金）
ネット申込    　  9月  1日（土）～10月20日（土）
郵　　　送   　 12月17日（月）～  1月23日（水）
個 人 窓 口    　12月25日（火）～  1月23日（水）
団 体 窓 口  　  12月25日（火）～  1月23日（水）
ネット申込 　   12月17日（月）～  1月23日（水）

郵送 ・ 窓口　     9月10日（月）～  9月27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

平成30年度検定試験のご案内

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。

　まちバルとは、地域活性化と飲食店の集客支援を目的に“地域・街・グルメ”をコンセプトに食べ歩き飲み歩きをして
様々な飲食店を楽しむイベントです。
　開催期間中はバルパスポート１枚で参加店のオリジナルバルメニュー１品をお楽しみいただけます。
　また、バルパスポートを使い残した場合に参加店で1枚700円の金券として使える「後バル」も実施します。
　北越谷駅西口「さくら広場」では文教大学生によるパフォーマンスも実施します。

バ　ル ： 平成30年10月18日（木）～10月20日（土）
後バル ： 平成30年10月21日（日）～11月 4日（日）

前売り販売 ： 10月17日（水）まで　2,000円／3枚綴り
当日販売  ： 10月18日（木）～10月20日（土）　2,100円／3枚綴り
　　　　　　　　
越谷商工会議所、東京東信用金庫 大袋支店北越谷出張所、参加店舗（一部）など

27店舗　※詳細は下記よりご確認お願い致します。
　　　　　HP：http://www.koshigaya-cci.or.jp/（越谷商工会議所HP）
　　　　　Facebook・Twitterでも随時情報配信します。

越谷商工会議所　地域振興課

第５回第５回 北越谷駅まちバル開催北越谷駅まちバル開催

　前売
りチケット販売受付中！！

日　時

バルパスポート販売期間・金額

バルパスポート販売場所

参加店舗

問合せ
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お店の宣伝・集客に！

5,000円パソコン＆
スマホ対応

運営：（有）雅堂  ☎048-984-7577

こしがや産業フェスタ2018に出展します

最大10ページ

求人も出せます

月
額

（税別）

ネット予約機能クーポン発行OK OK OK

●日　時　平成30年10月28日（日）　9：00～13：00
●場　所　天嶽寺（久伊豆神社となり、越谷市越ヶ谷2549番地）
●費　用　3,000円より
●主　催　越谷ひな人形組合
●問合せ　☎048-966-6111（商工会議所・越伝協担当：澤田、梅沢）

越谷ひな人形組合からのお知らせ ～心をこめて大切なお人形を供養いたします～

●期　間　10月16日（火）～22日（月）　9：00～17：00
●会　場　越谷市中央市民会館４Ｆ
●入場料　500円　小・中学生は無料
　高野元孝氏は越谷在住の画家です。1980年に光陽展入選後、埼玉県立近代美術館、青
森県立美術館、全国の百貨店などで個展を241回、ニューヨークでは個展を5回も開催し
ました。また、画集「冬の津軽を描く」、「北の冬を描いて25年」を発行するなど、広く活
躍しています。
　この度の油絵展では北国の厳しさ、冷たさを独自のタッチで描いた迫力ある作品が多く展示されます。
　越谷産業会館内では、寄贈された「積丹」（サイズ P120）、「浦和郊外」（サイズ F50）をご覧いただけます。

市制施行60周年記念  ―北国の叙情―  高野 元孝 油絵展

LakeTown WATER FANTASIA　“AQUA SYMPHONY”

※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。
　当日直接お越しください。
※ぬいぐるみ、一般人形等も受付します。

　水と人の共生する街、レイクタウン。大型ウォータースクリー
ンと噴水、LED照明、レーザーを駆使し、光と音楽と映像がシン
クロするウォーターイルミネーションが、幻想的な空間を彩りま
す。2018年は越谷市制施行60周年、越谷レイクタウンまちびら
き10周年、イオンレイクタウン10周年を記念して、晩秋の街を、
優雅に、シンボリックに、夜空と街の一体感を創出いたします。
●開催日　2018年11月2日（金）から11月25日（日）までの
　　　　　金土日の全12日間の開催　
●時　間　ＳＨＯＷ　17：30 / 18：30 / 19：30　
　　　　   通常噴水  17：00～17：30 / 20：00～21：00
●会　場　大相模調節池（LakeTown outlet隣）
　　　　　（ＪＲ武蔵野線　越谷レイクタウン駅　徒歩約5分）
●主　催　ウォーターファンタジア実行委員会　
●後　援　越谷商工会議所　他
※観覧無料※荒天時は実施いたしません。※会場には、駐車

場が少ないため、公共交通機関にてご来場ください。
※実施協賛も承っております。詳しくは下記問合せまで。
［イベント・協賛に関するメールでの問合せ］
E-mail : events-information@nifty.com
件名を「WATER FANTASIA 2018イベント問い合わせ」と
ご記入頂き、お問い合わせ内容をお送り下さい。
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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）

LOBO調査 （商工会議所早期景気観測）8月度調査報告

　8 月の全産業合計の業況 DI は、▲14.8 と、前月から＋1.9 ポイント改善しました。ただし、「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。建設業や電子部品、産業用機械、自動車関連の堅調な動きが続くほか、インバウンドを
含めた夏休みの観光需要が好調に推移しました。また、記録的な猛暑に伴い、飲料や夏物商材の需要が拡大する一方、客足減
少や農産物の生育不良による価格上昇を指摘する声も聞かれました。燃料費や原材料費の上昇による負担増や深刻な人手不足、
根強い消費者の節約志向が依然として中小企業の足かせとなっており、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▲14.4（今月比＋0.4 ポイント）とほぼ横ばいが見込まれます。消費の持ち直しやイン
バウンドを含む観光需要拡大、生産や設備投資の堅調な推
移への期待感がうかがえます。他方、人手不足の影響の深
刻化や、燃料費・原材料費の上昇、コスト増加分の価格転
嫁遅れ、米国の保護主義的な関税措置に端を発する貿易摩
擦の影響など、世界経済の不透明感を懸念する声も多く、
中小企業の業況感はほぼ横ばいで推移する見通しです。

※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）

QUICK SURVEY OF 
LOCAL
BUSINESS
OUTLOOK 

新会員交流会を開催しました
　9月10日（月）に新会員交流会を開催し、37事業所39名の方々にご参加頂きました。
　第１部では、越谷商工会議所における経営支援事業と福利厚生事業について説明が行わ
れ、その後、越谷産業会館内施設をご見学頂きました。
　第２部では、参加者の方々を始め、当商工会議所副会頭並びに事業担当委員会委員、そし
て金融機関の代表の方々を交えた交流会が行われ、和やかな雰囲気の中で交流を図ること
ができました。

報 告

働く女性の応援プロジェクト　キラキャリing！ 「今すぐ使える！大人の女性のビジネスマナー」を開催しました
　9月11日（火）越谷産業会館集会室にて、マナーコンサルタントでアカデミー・なないろスタ
イル代表の樋口智香子氏を講師にお迎えしセミナーを開催しました。17名の女性経営者、創
業を考えている方、市内企業の社員の方にご参加いただきました。セミナーでは、グループワー
クを交えながら女性らしいふるまい方やワンランク上の名刺交換などを学び、交流会ではセミ
ナーで学んだことを活かして積極的に名刺交換し交流を図りました。

工業部会　一泊視察研修会報告
　9月14～15日、参加者12名を得て一泊視察研修会を開催し、新潟県燕市にあるフジイコー
ポレーション（株）、（有）RK、（株）新越ワークスを訪ねました。
　「日本でいちばん大切にしたい会社」に選ばれたフジイコーポレーション（株）は、地域で困って
いる人の為に除雪機を開発、これが南極で使われて一躍有名になりました。また、ダイバシティな
経営でシニアも外国人も女性も障害者も大切にし、働く環境も整えられ工夫されていました。
　（有）RKは金属研磨のスペシャリストであり、若い従業員の育て方に定評がある会社でした。
　（株）新越ワークスは業務用・家庭用調理器具製造業ですが、新しい製品開発に熱心で、今後の需要が見込まれる環境設備と
新エネルギー技術に力を入れておりました。
　3 社とも事業形態が異なり、参考になることが多く大変有意義な研修でした。今後は10月に日帰り視察研修会を企画します。
工業部会員皆様のご参加をお待ちしております。 （越谷商工会議所工業部会長　栗田 晴巳）
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お知り合いの方で、越谷商工会議所にまだ加入していない事業所の方がいらっしゃいましたら、ご紹介ください。当会議所職員が商工会議所のご説
明、加入手続きのご案内をさせていただきます。（担当 総務課 西口  ☎ 048-966-6111）

いちご

いちえ
♪

♪

　越谷商工会議所では、女性指導員に

よる「キラキャリ ing!」という事業が

あります。これは、経営者・創業予定

者・お勤めの方等、市内で活躍する女

性を応援するプロジェクトです。

　普段は交わる機会が少ない方々の交流をきっかけ

に、様々な機会の創出と働く女性のネットワーク作

り、さらには越谷市の地域経済の活性化につなげてい

くことを目的に始まり、今年で３年目を迎えます。

　私も今年からメンバーに加わる事になり、事業企画

から参加しています。

　今年はすぐに実践で活かせるよう、ワーク付きのセ

ミナーを企画しました。そして昨年も好評だった、ビ

ジネス交流会も開催致します（詳細は 5 ページ、同封

のチラシをご覧ください）。

　企画した私達も参加したい内容となっています。

たくさんの方にご参加いただき、新しい出会いやネッ

トワークが広がって、元気で耀く女性のお手伝いがで

きればいいなと思っています。

　お時間がありましたら、ぜひお気軽

にお申込みください。

　お待ちしております！

中小企業相談所　地域振興課

　経営指導員   関根よしみ

（順不同・敬称略）平成30年度8月にご加入いただいた41社の皆様です。

（有）ラックス電機工芸
ニーナの台所
誠泉（株）
(株)ダブル．エー
(株)ＪＯＹ ＲＩＤＥ
（株）MST
深谷工業
（株）ＡＩソリューション
アリアカーズ
時事通信社　さいたま支局
和三盆　恵菓
スマイリングホーム　メディス北越谷
ソフトバンク　北越谷店
自家製麺　義匠　森田製麺所
RITZ
光栄建設工業(株)
（株）鈴木通商
（同）日創
（株）フープインザフッド
（株）エイチ・アイ・エス　南越谷営業所
（同）CO－CREATION
（有）佐々木重機
鶏そば　日和　－Hiyori－
（株）ATOZEKI
キッチン四季
Shocomo
ラーメン阿部家
らーめん　破ぐん星
（株）ＢＵＧＳＹ
大野やすし事務所
(株)コマ電気
ぽんてカイロプラクティックオフィス 鍼灸整骨院 アロマサロン
三好鉄筋
（同）賃貸総研
たま鍼灸マッサージ治療室
（株）MDS　読売センター大袋西口
中小企業診断士／行政書士　高田眞司事務所
Briller越谷店
（株）ANBER
日本特種ボディー（株）
（株）リトル

新川町
千間台西
杉戸町大塚
谷中町
宮本町
蒲生東町
宮本町
流通団地
蒲生寿町
さいたま市浦和区常盤
蒲生茜町
北越谷
北越谷
赤山町
北越谷
七左町
瓦曽根
神明町
弥生町
南越谷
七左町
花田
東越谷
東越谷
蒲生
宮本町
越ケ谷
下間久里
北川崎
宮本町
千間台東
千間台東
平方
千間台西
蒲生本町
恩間
吉川市高久
弥生町
流通団地
小曽川
下間久里

電気工事業
イタリアン
中古電化製品売買
自動車用品販売
植物、グリーンインテリアの製造、卸、販売
鉄骨、土木工事
外構工事
運送業
自動車ディーラー
報道
和菓子製造販売
介護付き有料老人ホーム
携帯電話ショップ
ラーメン、つけめん店
イタリア料理店
建築・大工工事業
運送業
内装業
スポーツ用品等の販売事業、プロバスケットボールチームの運営等
旅行業
革製品製造
クレーン作業
ラーメン屋
オフィスITサポート、OA機器及びソフトウェア販売
洋食屋
パン屋、カフェ
ラーメン屋
ラーメン屋
鉄骨工事業
コンサルタント
電気工事
整体、整骨院
鉄筋取付工事
不動産賃貸業
鍼灸治療
新聞販売業
経営コンサルタント
エステ、まつ毛エクステ、美容整体、セルフホワイトニング
粉ミルク、ベビー用品、日用品の卸売、輸出、メーカー
キャンピングカー製造販売
介護事業

事業所名 代表者氏名 住　所 業　種

※8月末会員数　5,334事業所

中村　　章
三石　　毅
徐　　小紅
雨野　　淳
木原　和人
内堀　慎一
深谷　貴之
田中　勇紀
荒井　佑治
舟本　典子
頼富　博貴
押田　陵太
岡田　貴史
坂田　和三
五十嵐雄太
佐々木國男
鈴木　亮太
河井　勇気
浅井　英明
畠中　聡士
大沼　　隆
佐々木竜也
野本　鉄平
清田　康仁
島田　　靖
髙橋　千春
阿部　　豊
中　　純一
髙田　昌英
大野　保司
駒﨑　俊康
髙橋　　徹
三好　　孝
大塚　健一
林　　達也
武藤　久輝
高田　眞司
加藤　由美
古賀　多恵
蜂谷　愼吾
大内　　竜
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ザーを照射し、血管の内腔を閉鎖させる手術です。これにより

血液の逆流が止まり、膨らんだ血管が徐々に小さくなり、生体

内にほぼ吸収されていきます。術後は、30～40mmHg圧の弾

性ストッキングを用いて、焼灼部位を数週間圧迫することが必

要となります。

　手術による合併症として、重要なのは、血栓症（EHIT）と神

経障害です。

　術後は３日以内および、人によっては術後１ヶ月でのエコー

を行い、病的血管の血流が遮断されているか、合併症がない

か、外来にてフォローをいたします。

　従来の治療と大きく異なる点は、局所麻酔下での日帰り手

術が可能となったことです。手術後は術前同様歩いて帰宅とな

ります。翌日からの仕事復帰も可能です。皮膚切開をほぼ必要

とせず、腰椎麻酔や全身麻酔といった麻酔が不要となり、さら

に、術後の痛み、神経障害が減り、体への負担が軽くなりまし

た。以上が、比較的新しい治療である、血管内焼灼術の概要と

なります。

　下肢静脈瘤は放置すると、重症化することがあります。さらに

エコノミークラス症候群（深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症）の

直接の原因ではないにしろ、それらを発症する危険因子の一

つと言われています。命に関わるものではなく、緊急治療を要

することは少ないですが、症状に悩まされている方は、一度専

門医療機関を受診し、まずは相談されることをお勧めします。

　以前のコラムで下肢静脈瘤の検査方法についてのお話があ

りましたので、今回は主にその治療法について述べさせて頂き

ます。

　まず、下肢静脈瘤は外見上から以下の４つのタイプに分かれ

ます。①伏在型、②側枝型、③網目状、④クモの巣状です。受

診患者の中で見ますと、頻度は①74.5%、②11%、③9%、④3%

となり、症状が強い伏在型が一番多いことが分かります。これ

らに対して、様々な治療が行われて来ました。すなわち、旧来

の下肢静脈瘤に対する治療法として、ストリッピング手術、高

位結紮術、瘤切除術、硬化療法がありました。もちろん、タイ

プおよび患者様の特徴によっては現在も行われておりますが、

今回は、近年広く行われるようになってきている、下肢静脈瘤

に対する血管内レーザー焼灼術をご紹介いたします。

　血管内レーザー焼灼術は、2011年以降、伏在型の一次性下

肢静脈瘤に対して保険適応となり、全国に広まりました。さら

に、2014年には高い治療効果が期待される1470nmのレー

ザーや高周波による治療も保険認可されるようになりました。

なお、伏在型以外の②～④のタイプについては血管内焼灼術

の適応外となります。

　ストリッピング手術は、弁不全により逆流をきたす病的血管

を抜き取っていました。血管内焼灼術では、カテーテルを用い

て病的血管内にレーザーファイバーを挿入し、血管内膜にレー

下肢静脈瘤に対する
レーザー治療

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　心臓血管外科　中野渡 仁
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　北陸新幹線の新高岡駅で下車し、車で10分ほど走った富

山県射水市内の大きな道路に面した場所に、小さな自動車

整備工場がある。

　ここが「西元自動車有限会社」で、主事業は社名の通り、自

動車の修理、鈑金塗装をはじめ、自動車やオートバイの小売

り販売である。自動車整備業の多くは、当然ながら、自動車

の整備や自動車保険がその売上高の大半を占めるが、同社

の最大の売り上げは、自動車やオートバイの小売りである。

　しかし、ここには美しい自動車を展示しているショールー

ムがあるわけではない。小売りが最大の売上高となった理由

は、同社が自動車に関するあらゆることに、ワンストップの

サービスを提供していることと、創業以来、企業の都合では

なく、その顧客に一番合っていると思われる自動車を、親身

になって探し提供してきた誠実な経営姿勢が地域社会の高

い評価を受けてきたからにほかならない。

　同社の創業は1969年。現社長の西元勇司氏の父が、名古

屋の自動車整備業で丁稚（でっち）奉公をした後に故郷へ帰

り、一人でスタートさせた。子どもの頃から父親の仕事ぶりを

見ていた現社長は、迷うことなく父の後を継ぐと決意し、愛

知県の著名な自動車整備を学ぶ専門学校を卒業した後、同

社に入社した。経営環境にも恵まれ、また若かったこともあ

り、一時、会社を数カ所に拡大したこともあるが、「何のため

に……」という原点に立ち返り、現在は会社を一つの拠点に

戻している。

　筆者が同社を高評価し、注目しているのは、こうした自動車

整備工場の在り方だけではない。それは同社が数年前から、あ

えて立ち上げた、もう一つの地域貢献・社会貢献事業である。

　その事業は、福祉車両の製造・販売である。具体的にいえ

ば、高齢や障がいのため、既存の自動車を運転できない社会

的弱者のために、その人の状況に応じてオーダーメードで既

存の自動車を改良するというサービスである。

　きっかけは、周辺に増えつつある移動難民・買い物難民と

いわれる高齢者と障がい者の存在を知ったことだ。自動車整

備工場として支援しようと海外の福祉機器メーカーと提携

し、立ち上がった。

　余談だが、同社を訪問した当日、西元社長が駅から工場ま

で送迎してくれたその自動車が、まさに福祉車両であった。そ

の自動車はハンドルが外側と内側の大小の二重構造になっ

ており、内側にあるハンドル自体にブレーキやアクセルの機

能が付加されているというものだった。

　同社の事務所で、福祉車両に改造した車を利用している下

半身に障がいのある高齢者からのサンキューレターを読ませ

ていただき、真に世のため・人のためになっている企業と実

感した。

地域の弱者のために福祉車両を製造する

西元自動車
人を大切にする経営学会　会長　坂本 光司

◇坂本 光司／さかもと・こうじ
　人を大切にする経営学会会長。1947年生まれ。福井県立大学教授、静岡文化芸術大学教授、法政大学大学院政策創造研究科（地域づくり
大学院）教授、同静岡サテライトキャンパス長などを歴任。国や県、市町、商工会議所などの審議会・委員会の委員を多数兼務している。著
書に『日本でいちばん大切にしたい会社』（あさ出版）、『この会社はなぜ快進撃が続くのか』（かんき出版）など。

に学べ業快 進 撃 企

家の事なら小さな事でもお電話下さい

越谷で越谷で3636年。お客様のため年。お客様のためのの““自社施工”自社施工”越谷で36年。お客様のための“自社施工”
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越谷ガーヤ越谷ガーヤ
共済制度

越谷ガーヤ
共済制度

特定退職金特定退職金
共済制度
特定退職金
共済制度

役員および従業員の福利厚生制度にご活用いただけます

従業員の退職金準備にご活用いただけます

● 保険期間は1年間（平成30年3月1日～平成31年2月28日）で自動更新します。
● 病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を問わず24時間保障されます。
● ガンによる死亡の場合、死亡保険金に加えガン死亡保険金が支払われます。
● 医師による診査は不要です。（告知のみでお申込みいただけます）。
● 法人が役員・従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。（法基通9-3-5）
● 剰余金があれば配当金として還元されます。

● 毎月、定額の掛金を支払うことで、将来支払う退職金を計画的に準備できます。
● 退職金制度の確立は従業員の確保と定着化を図り、企業経営の発展に役立ちます。
● 法律で定められた退職金支払いのための保全措置が講じられます。
 （賃金の支払いの確保等に関する法律 昭和51年法律第34号）
● 法人が従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。（法人税法施行令 第135条）

入院給付金付災害割増特約・ ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付定期保険（団体型）・ ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付定期保険（団体型）・入院給付金付災害割増特約 ・ ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付定期保険（団体型）
＋ 越谷商工会議所独自の給付制度（見舞金・祝金・助成金・祝品）

越谷商工会議所の 共 済 制 度

　 ● 掛金は月1,000円から　掛金月額は1,000円～70,000円まで設定できます（500円単位）。
　 ● 高い節税効果！　掛金全額を「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除ができます。
 　● 満期・満額はありません。 共済金は主に退職・廃業時に請求できます。
　 ● 共済金の受取は、一括では「退職所得扱い」、分割では「公的年金等の雑所得扱い」となります。

◎経営者の退職金 小規模企業共済制度  ～退職後のゆとりある生活のために～

◎「もしも」の時の資金調達 経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済制度）

　 ● 掛金は月5,000円から　掛金月額は5,000円～200,000円まで設定できます（1,000円単位）。
　 ● 高い節税効果！　掛金は税法上、損金(法人)または必要経費(個人事業)に算入できます。
　 ● 最高8,000万円まで借入可能　共済金貸付額の上限額は「回収困難となった売掛金債権等の額」
　　  と「掛金総額の10倍に相当する額(最高8,000万円)」のいずれか少ない額です。
　 ● 借入は無担保・無保証！
　 ● 解約手当金を受け取れます！　自己都合の解約でも掛金を12ヵ月以上納めていれば掛金総額の
　　  8割以上、40ヵ月以上納めていれば掛金全額が戻ります。

〈問合せ〉　　越谷商工会議所　企業支援課
　　　　　　又は、独立行政法人中小企業基盤整備機構（http://www.smrj.go.jp/kyosai/） 
　　　　　　共済相談室・コールセンター　TEL:050-5541-7171

取引先の突然の倒産が原因で経営悪化の危機に直面したときに貸付けを受けられる共済制度です。

　個人事業主（共同経営者を含む）や会社等の役員の方が事業をやめたり退職した場合に、生活の安定や事業の再建を図
るための資金を積み立てて準備する共済制度です。

ポイント

ポイント

　 
　 

　 
　 

安心経営  賢い節税
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ともすれば単調になりがちな毎日の仕事の中で、やりがいを感じる瞬間はどんな時でしょうか。
仕事の内容により様々な喜びがあると思いますが、私の喜びの一つは、皆様からのお便りを読む
時です。皆様のご感想は事業の担当者にとりましても大きな励みになります。越谷商工会議所そ
して「鼓動」をより良くするため、皆様のご意見をお待ちしています。

元野良猫のナナ（声：高畑充希）は、交通事故に
あったところを心優しい猫好きの青年・悟（福士
蒼汰）に助けられ、５年間、飼い猫として幸せに
暮らしてきた。とある事情でナナを手放さなく
てはならなくなった悟は、ナナと一緒に、新しい
飼い主を探す旅に出る。強い絆で結ばれた一人
と一匹のおかしく、切なく、あたたかい物語。旅
の終わりに明かされる、悟の「秘密」とは̶̶。

雨の日は雨を聴く。雪の日は雪を見て、夏
には夏の暑さを、冬は身の切れるような寒
さを。五感を使って、全身で、その瞬間を味
わう。“お茶”の魅力に気付き、惹かれて
いった女性が体験するのは、小さなお茶室
で繰り広げられる、驚くべき精神の大冒険。
黒木華、樹木希林、多部未華子の初共演で
贈る、一期一会の感動作がここに誕生。

（C）2018「旅猫リポート」製作委員会　（C）有川浩／講談社（C）2018「日日是好日」製作委員会

公 開
10/13 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

公 開
10/26 金

編集後記

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30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 ますずしを包むのは何の葉？
3 昔話『かちかち山』で悪さをした動物
5 顔の良い男子が好みの人
6 団体戦ではなく○○○戦
8 筋子をばらすとコレになる
10 防腐剤や着色料などは不使用
12 油揚げがのった○○○うどん
13 赤や白以外のワイン

1 フカとも呼ばれる魚
2 ピラミッドの形
3 張った皮の部分をばちでたたいて演奏
4 首が長い動物
7 美術館などで矢印で指示されるルート
8 睡眠中、無意識で出す騒音の一つ
9 瓶にガラス玉が入っている炭酸飲料
11 うちわをあおいで起こす

1

6

5

8

A

B

7

13

E

F

11

C

A B C D E F

10

9

2 43

◎ 9月号のクロスワードパズルの答えは「マイコサン」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11月号をご覧ください。

12

D

人が集まる会社 への転換

❖ 人を育て定着させる人事制度の再構築とその運用 ❖人を育て定着させる人事制度の再構築とその運用

中小企業・小規模事業者の“ 働き方改革 ”対応支援

地元の社会保険労務士で構成する「組織人事労務研究会」
事務局：社会保険労務士下稲葉事務所　越谷市相模町 6-435-4　TEL：048-989-0401　FAX：048-989-0400

長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方
の実現等（働き方改革関連法）への対応

雇用形態にかかわらない公正な待遇の
確保（同一労働同一賃金）への対応

人材確保等支援助成金を活用した“人を
活かし、人が育つ仕組みづくり”の実現

152018 vol.31



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30年10月1日




