
2019

8
vol.41

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

越谷商工会議所　議員改選のお知らせ
「日光街道越ヶ谷宿 第７回宿場まつり」のご案内

第2期　こしがや愛されグルメを募集します

埼玉東部循環器病院 提供　「循環器病院で働く 診療放射線技師」

［ 輝く越谷人 インタビュー ］

タクシーは
単なる移動手段だけでなく
人の生活を支えていく

大都交通株式会社　代表取締役　会田 皓章さん
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連れだって　石仏訪ね　せみしぐれ　
　越谷には1200ほどの石仏があるそうです。市民にとって、

もっとも身近な文化財です。数が多いのは庚申塔と地蔵像かと

思われます。石仏というと厳密には「仏」ですが、常識的には、

江戸時代ごろまでの石に刻まれた信仰対象を含み、墓石を除く

ものということでしょうか。

　百年、二百年の昔から近隣の人たちに信仰され、親しまれて

きたものですから、「文化財」として指定されているかいないか

に関係なく、再製できない、貴重な郷土の歴史を刻んだものと

して、これからもみんなで大切にしてゆきたいものです。写真は

三野宮の一乗院でのものですが、青面金剛庚申塔、文字庚申

塔、観世音供養塔など、さまざまの石仏が集められています。

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
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輝く越谷人「大都交通株式会社」

越谷商工会議所議員改選のお知らせ

無料相談／8月・9月の予定一覧

お知らせ

第2期こしがや愛されグルメを募集します

新入会員紹介／一期一会

「循環器病院で働く 診療放射線技師」

「後継者によってよみがえった松葉畳店」

LOBO調査／会員の声

パズル／今月のおすすめ映画／編集後記



〈今月の表 紙〉

会田 皓章氏

大都交通株式会社

KOSHIGAYA-B I TO

代表取締役

今回はタクシー業を営む大都交通

（株）を訪問し、社長の会田皓章（てる

あき）さんにお話を伺いました。

大都交通（株）は、先代の会田保雄

さんが元々営んでいた農家を辞め、タ

クシー会社を興したのが始まりです。

その後、先代が脳梗塞で倒れてしま

い、それをきっかけに息子の皓章さん

が８年勤めていた市役所を辞め、会社

を引き継ぎました。先代の具合が悪

かったこともあり、「好きにやっていい」

と特に何も教えてもらえず、当初は手

探りの状態。タクシーの運転手や電話

番、社長業の全てを行いましたが、配

車依頼の電話を取っても場所がよく

分からず、対応がうまくできずに怒られ

ることが多々ありました。どうすればい

いのか分からず、近隣の同業者にノウ

ハウを聞きに行くこともあったそうで

す。その頃は何も教えない先代を、冷

たく、いい加減な父親だと思ったそう

です。しかし、そのおかげで自分のスタ

イルの会社を作り上げられたと皓章さ

んは言います。皓章さんは、従業員の

勤務状況の改善を行ったほか、当時

はまだあまり導入されていなかった、

電話が来たらすぐにデータベースから

顧客情報を引き出すシステムを導入

し、サービスの向上、業務効率の向上

に努めました。本来、親であれば子供

のやっていることに口を出したくなるも

のです。今思うと、皓章さんが試行錯

誤している姿を見て、黙っているのは

辛かったのではないか、あえて口を出

さないことが父親なりの愛情だったの

ではないかと感じているそうです。もし

子供に会社を引き継ぐ時が来たとき

は、先代と同じようなやり方で引き継

げたらと皓章さんは考えています。

現在、タクシーを利用すると初乗り

７３０円かかります。皓章さんにとって、

この７３０円は移動の対価だけではあり

ません。タクシーは、他の移動手段と

違って、荷物を代わりに運んだり、声を

掛けられるのがいいところだと言いま

す。仕事は生活していく為にあるものと

いうことが前提にもちろんありますが、

その考えだけだと困っている方の荷物

を運んだり、声を掛けたりするような気

遣いはなかなかできません。皓章さん

は、人の役に立ちたいという気持ちが

そのような行動を起こし、相手からの

「ありがとう」の感謝の言葉や人の役に

立つことができた充実感が、自らの人

生の充実を生むと考えています。少し

前の話ですが、人工透析をしている方

がいて、家庭の事情で家族が送迎で

きないため、大都交通タクシーを週３

回、１年程利用していました。残念なが

らその方は亡くなってしまい、その後利

用する事は無くなったのですが、後日

亡くなった方の息子夫婦が皓章さん

の元へ訪れました。「本当に長い間あり

がとうございました」と感謝の言葉を述

べに来たのです。この時、皓章さんは

今までタクシー業をやっていてよかっ

たと、感慨深い気持ちを噛み締めまし

た。タクシーは、単なる移動手段だけ

でなく人の生活も支えている、人の生

活の一部となる責任の重い仕事であ

ると再認識した瞬間でもありました。

元々、皓章さんは越谷市民の為に働

きたいという思いから市役所に就職しま

した。その気持ちは今でも変わらず、タク

シー業として今後も越谷市民の役に

立っていきたいとおっしゃっていました。

【会社情報】
●創業　　　昭和49年11月
●事業内容　タクシー業
●所在地　　越谷市東越谷 10-104-6
●電話　　　048-964-2522

市内を走る大都交通タクシー
電話が来たらすぐに顧客情報が確認でき、現在動いているタクシーの
場所も確認できるシステム。会田さんは当時先駆けて導入。

プロフィール
越谷市出身
趣味：ゴルフ・キャンプ・釣り・
野球（高校OB会でマスター
ズ甲子園にエントリー）
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越谷商工会議所　議員改選のお知らせ
令和元（2019）年10月31日　第2期の任期満了

８月より　第３期議員を選出
Ｑ．議員とはなんですか？
　現在約５,０００の会員の中から、その代表として選ばれ、当商工会議所の運営にあたる人たちのことです。今回、選任される
第3期議員の任期は、令和元年11月1日から令和4年10月31日までの3年となります。越谷商工会議所は、越谷市内で活動す
るあらゆる業種・規模の商工業者の方 を々対象とする地域総合経済団体ですので、本商工会議所の議員は広い意味では越
谷市における経済団体全体の代表的存在でもあるわけです。

Ｑ．会員を代表する「議員」はどのように選ばれるのですか？
　地域総合経済団体である商工会議所の議員は、地域経済界の代表的存在であり業種・規模など網羅できるようにとの趣
旨から、議員を選ぶ方法は3つあり、その選任方法によって、1号議員・2号議員・3号議員と区分されます。
　なお、選任方法は異なりますが、議員としての権利や義務は同じです。

1号議員 （７０名） 「全会員の代表」という性格の強い議員です。会員の立候補により選任されます。
立候補者数が定足数を超えた場合、“選挙”が実施されます。

「業種別の代表」という性格の強い議員です。全会員が所属している5部会
（商業・工業・建設業・サービス業・環境衛生業）において選任されます。

会頭が、「選考委員会」の意見を基に会員の中から業種・規模・地域を考慮して、
商工会議所事業の推進に必要と思われる方を選任します。

2号議員 （４９名）

3号議員 （２１名）

議 員 改 選 ス ケ ジュー ル

越谷商工会議所　議員１４０名
日　　程

８月　１日（木） 選挙人名簿の作成（7/31現在）
選挙人名簿縦覧告示

選挙人名簿縦覧期間
選挙人名簿確定

各部会にて2号議員を選任

選考委員会にて選任

３号議員選任告示

2号議員選任告示

1号議員立候補者辞退受付締切

1号議員当選人告示

正副会頭・常議員等役員選任のための 臨時議員総会 （於）ヴィラ・デ・マリアージュ

1号議員選挙告示
1号議員立候補者受付開始
1号議員候補者推薦受付開始
1号議員立候補者受付締切
1号議員候補者推薦受付締切

1号議員投票選挙日
※立候補者等が 70人を超えた場合

９月　２日（月）

１０日（火）

１３日（金）

２６日（木）

２７日（金）

１０月２５日（金）

２日（金）
５日（月）

６日（火）～８日（木）
１３日（火）
１９日（月）
２６日（月）
２７日（火）

1号議員（70名） 2号議員（49名） 3号議員（21名）
選考委員会にて選出部会より選出選挙により選出
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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・会場　お問い合わせください。
●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

日本政策金融公庫の担当者による個別相談会です。
●開　催　8月1日（木）、9月5日（木） 10：00～12：00
　　　　　越谷産業会館　2階会議室
●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　8月2日、8月16日、9月6日、9月20日 ※全て金曜日
　　　　　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　8月21日（水）、9月18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 

8月・9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。

8
月

9
月

6日
8日
10日
10日
11日
27日
30日

(金)
(日)
(火)
(火)
(水)
(金)
(月)

正副会頭会議
TMOチャレンジ講座④
サービス業部会・環境衛生業部会合同親睦ゴルフ大会
工業部会 第5回正副部会長会議
新会員交流会
工業部会 一泊視察研修会(～9/28(土))
工業部会 第6回正副部会長会議

8
月

22日
23日

(木)
(金)

第1回小規模事業者支援委員会
商業夏季親睦交流会

2日
2日
5日
5日
5日
5日
6日
6日
9日
9日
9日
11日

(金)
(金)
(月)
(月)
(月)
(月)
(火)
(火)
(金)
(金)
(金)
(日)

工業部会 第4回正副部会長会議
巡回定期健康診断(～10/15(火))
正副会頭会議
建設業部会 幹事会
建設業部会 納涼会
商業部会 幹事会
環境衛生業部会 役員会
女性会 執行部会、事業委員会
縁活パーティー
工業部会 第2回議員会
工業部会 市産業支援課との意見交換会
TMOチャレンジ講座③

埼玉県よろず支援拠点相談支援詳しくは 

お 知 ら せ ☎ 048-966-6111越谷商工会議所へのお問い合わせは
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お 知 ら せ

2019年8月～9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

仕事効率改善コンサルタント
今蔵　ゆかり氏

30名
無料越谷産業会館集会室

9月18日（水）
14：00～16：00
交流会16:00～17:00

キラキャリing! 整理術セミナー
「デスクも思考もスッキリ！仕事がはかどる整理術」

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

40名
無料

越谷産業雇用支援センター
一番館 4階会議室

9月7.14.21.28日
いずれも土曜日
18：00～21：00
（7日のみ18：00～20：00）

創業塾 土曜コース（4回シリーズ）

ITコーディネーター、中小企業診断士
京谷　文雄氏

50名
無料

越谷産業会館集会室9月5日（木）
14：00～16：30

武蔵野銀行共催
明日やることがわかる!! IT活用ゼミナール

（株）SORA　代表取締役
角本　紗緒理氏

30名
無料

越谷産業会館集会室
8月26日（月）
14：00～16：00
交流会16:00～17:00

キラキャリing ! メンタルヘルスセミナー
「SPトランプを使ったタイプ別コミュニケーション術
～ストレスフリーな人間関係を築こう！～」

すべての事業者にとって、もっとも大切なことは事業を続けることです。
お客様も競合も変わりますから、新しい取り組みによって、事業者自身が変わっていかなければなりません。
新事業のためのアイデアの創出、成長するためのシナリオづくりについて一緒に楽しく学びましょう！

●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）
●日時・テーマ
　　　　　①１０月９日（水）　18：00～21：00　「新たな事業の見つけ方」　
　　　　　　◇経営革新とは　◇自社の外部環境と内部環境を把握する　◇事例にみる経営革新の考え方
　　　　　②１０月２３日（水）　18：00～21：00　「事業を継続する経営革新計画を作成する」
　　　　　　◇売上を上げるためのマーケティング手法　◇利益を生み出す仕組みを考える　◇実行可能な計画を作成する
●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(定員に達し次第締切)
●受講料　無料
●申込み　越谷市環境経済部産業支援課　☎048-967-4680
●問合せ　越谷商工会議所または越谷市産業支援課

●日　時　9月4日、18日、10月2日、16日、30日、11月6日　
　　　　　※いずれも水曜日　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」　
　　　　　（パルテきたこし3階）
●対　象　仲間を作りながら、自分で仕事を始めたいと考え
　　　　　ている女性等　20名（申込み順）
　　　　　※保育付（事前予約制・先着５名まで無料）

●受講料　無料
●問合せ・申込み
　電話又はFAXで氏名・住所・電話番号・Ｅメールアドレスを
　下記へ
　越谷市男女共同参画支援センター「ほっと越谷」
　☎048-970-7411　FAX 048-970-7412

経営革新計画策定セミナー
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 共催：越谷市

「創業のきっかけをつかみたい」女性を応援する講座を開催します。
「自分の趣味や好きなことを仕事にしてみたい」女性の方は、この機会に是非ご参加ください！
また、本講座全６回を実施した後、実践編として実際に出店体験ができるミニマルシェを開催予定です。

「私の好きなことで仕事を創る」

自分で仕事をはじめたいと考えている女性のための連続講座

共催：越谷市・越谷市男女共同参画支援センター「ほっと越谷」
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☎ 048-966-6111越谷商工会議所へのお問い合わせは

「働き方改革関連法」対応　巡回・個別相談会のご案内

2019年4月1日から順次施行されている働き方改革関連法。具体的にいつまでに何をしたら良いのかお悩みの方も
いらっしゃるのではないでしょうか。越谷商工会議所は、社会保険労務士で組織されたNPO法人スマートワークと提携し、
働き方改革について無料の巡回相談と個別相談会を実施いたします。相談内容の秘密は厳守いたしますので、安心し
てお申込みください。

　巡回相談　　●申込み　越谷商工会議所 企業支援課（担当:小梶(こかじ)）　☎048-966-6111
　　　　　　　　　　　　※お電話で申込み受付後、社会保険労務士から訪問日時について連絡をさせていただきます。

  個別相談会　 ●日　時　8月29日（木）、9月19日（木）、9月26日（木）、11月7日（木）、12月5日（木）
　　　　　　　　　　　　各日ともに ①13：30～、 ②14：30～、 ③15：30～ からお選びください。
　　　　　　　　　　　　※ご相談が1時間を超える場合には巡回相談とさせていただく可能性がございます。
　　　　　　　●会　場　越谷産業会館 ２階会議室
　　　　　　　●申込み　越谷商工会議所 企業支援課（担当:小梶(こかじ)）　☎048-966-6111
10月からはセミナーも開催いたします（全４回シリーズ）。各セミナー終了後にも個別相談をお受けします。
9月号の会報にチラシを同封しますので、ぜひご覧ください。

中小企業事業主の皆さまへ

http://www.koshigaya-cci.or.jp/mihonichi/アドレスへアクセス！

ホ
ー

ムペ
ージ
でお店のPRをしたい

な
ら

７月２日（火）に新越谷西口商店会でトータルプラン作成支援事業の
実践コース（第3回目）が開催されました。

　昨年10月に越谷市に新しくできた商店会「新越谷西口商店会」では、今
年５月からトータルプラン作成支援事業の実践コースに取り組んでいます。
　今回開催されたのは第３回目の講習で５４名もの参加者が集まり商店
会員が一丸となってこの事業に取り組んでいました。ワークショップでは商
店会の「強み」「ビジョン」を熱く語り合っており商店会としてのテーマ
「キャッチフレーズ」をグループごとに考えました。実践コースは全６回の講
習があり、第４回目からは今回考えたキャッチフレーズに沿って具体的な
活動等を検討していくそうです。回を重ねるごとに参加者も増えており商店
会の活気も増しているそうです！
　当日は㈱全国商店街支援センターが発行している冊子「EGAO」の取材
が入っており今回の内容は９月発行のEGAOに掲載される予定となってお
ります。是非ご覧ください。
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お 知 ら せ

働く女性を対象に魅力度アップセミナーを３回開催いたします。セミナーはすべてワーク付き！
実践ですぐに役立ちます。ビジネスにも自分磨きにも活用できるセミナーです。
セミナー終了後に交流会を開催します。

●セミナー　第1回　「SPトランプを使ったタイプ別コミュニケーション術 ～ストレスフリーな人間関係を築こう！～」
　　　　　　　　　　30万人に使われているSPトランプで自分の性格などを分析し、コミュニケーション上手になってストレス
　　　　　　　　　　フリーな人間関係を築きませんか？
　　　　　　　　　　日　時　8月26日（月）　セミナー 14：00～16：00　交流会 16：00～17：00
　　　　　　　　　　講　師　角本（かくもと）紗緒理氏　（㈱SORA代表取締役）　　　　　
　　　　　　第２回　「デスクも思考もスッキリ！仕事がはかどる整理術！」
　　　　　　　　　  「整理力」を身につけ、デスク周りや思考もスッキリ！　仕事の効率がUPする整理術セミナーです。
　　　　　　　　　　日　時　9月18日（水）　セミナー 14：00～16：00　交流会 16：00～17：00
　　　　　　　　　　講　師　今蔵 ゆかり氏（仕事効率改善コンサルタント）　　　　　
　　　　　　第３回　「輝け、わたし！ ～働く女性のキャリアデザイン＆マネープラン～」
　　　　　　　　　　自分らしい生き方や働き方を皆さんでシェアしながら、経済的な視点で人生設計やマネープランを学ぶセミ
　　　　　　　　　　ナーです。
　　　　　　　　　　日　時　10月10日（木）　セミナー 13：30～16：30　交流会 16：30～17：00
　　　　　　　　　　講　師　柳澤 美由紀氏（家計アイデア工房　代表）
●会　場　　越谷産業会館（越谷商工会議所）集会室
●定　員　　各回30名
●参加費　　無料
●申込み・問合せ　越谷商工会議所　中小企業相談所

自分らしく、もっと輝く！魅力度アップセミナー　女性対象セミナー＆交流会
働く女性の応援プロジェクト　キラキャリ ing!

環境衛生業部会とサービス業部会では部会相互の親睦を
深めるため、ゴルフ大会を開催致します。
この機会にぜひ、ご参加ください。

●日　　時　9月10日（火）　午前8時（現地集合）
　　　　　　※午前8時21分スタート
●場　　所　ひととのやカントリー倶楽部
　　　　　　（栃木県小山市）
●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7,900円（昼食付）・キャディー代別途）
●競技方法　新ペリア方式
●募集人数　48名（12組）定員になり次第締め切ります。
●締　　切　8月16日（金）
●申込方法　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　☎048-966-6111 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

①事業概要　中小企業・小規模事業者等の生産性向上を
実現するため、業務効率化や売上向上に資する簡易的な
ITツール（ソフトウェア、アプリ、サービス等）導入支援

②補助対象　ホームぺージに登録、公開されていないIT
ルールが対象 （例）パッケージソフトの本体費用、クラウド
サービス導入・設定費用等　※ハードは対象外となります

③公募期間　
二次公募【A,B共通】
　　　　 ７月17日（水）～８月23日（金）17:00まで

④補助額、補助率 ※補助額によって、「類型」が異なります
【Ａ類型】　  40万～150万円未満
【Ｂ類型】　150万～450万円
補助率：1/2以内 【類型Ａ，Ｂ共通】

⑤申請方法　本事業に登録されたIT導入支援事業者が
代理申請。IT導入支援事業者は、ITツールの説明、申請、
導入、運用方法等サポート

○問合せ　経済産業省 商務・サービスグループ サービス
政策課　☎03-3580-3922

平成３０年度 補正予算
「 IT導入補助金」 二次公募
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☎ 048-966-6111越谷商工会議所へのお問い合わせは

昨年の早かごレースの様子

「日光街道越ヶ谷宿 第７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者を募集します！

●開催日　１１月１７日（日）午前10時～午後４時　※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（予定）
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）
　◇お  申  込　10月31日（木）までにホームページの申込みフォームから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、備品レンタル代　1,000円　※別途細菌検査費用1,000円
　◇お  申  込　9月25日（水）までに商工会議所へお申込みください。
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　20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
　◇お  申  込　9月25日（水）（到着日厳守）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月初旬に返送します。
　　　　　　　〒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
★模擬店・フリーマーケットは１０月初旬に出店者説明会を行います。
　お申込み・お問合せ　　越谷商工会議所ＴＭＯ担当（澤田・萩原）　☎048-966-6111

※寄付をした個人・法人は税法上の優遇措置を受けられます。
●申込み・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）　☎ 048-966-3411　ＦＡＸ 048-966-7195

越谷市社会福祉協議会　会員会費募集のご案内
　常日頃から、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として、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

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、自治会をとおしてご協力い
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
〇ふれあいサロンへの支援
〇福祉体験学習への支援
〇地域福祉出前講座
〇備品の貸出
〇社協支部への支援
〇福祉推進員の養成及び育成

〇福祉資金の貸付
〇ほほえみサービス
〇ボランティアセンターの運営
〇災害ボランティアセンターへの支援
〇越谷市災害ボランティア登録者の育成
〇福祉車両、車椅子の貸出

〇一人暮らし高齢者会食サービス
〇ボランティア講座
〇地域福祉活動協力団体への支援
〇青少年・ジュニアボランティアスクール　他
〇社協だよりの発行
〇マスコットキャラクターの活用

92019 vol.41



☎ 048-966-6111越谷商工会議所へのお問い合わせはお 知 ら せ

第２期 を募集します

行きたい！ 食べたい！

越谷市では、平成２９年（２０１７年）から、地域の皆さんに愛されている手みやげ品や飲食店メニューを
「こしがや愛されグルメ」として認証し、越谷の“食”の魅力を発信しています。
今回、第１期に認証された５０グルメに加え、その取り組みをさらに進めるため、

第２期 「こしがや愛されグルメ」を募集します。

教えたい！

対象となるグルメ

次の①～③のいずれかに該当する「手みやげ（食品）」または「飲食店メニュー」
①品質や技術等で高い評価を得ているなど、市外からの集客や市の知名度向上に大きく寄与するもの
②市内で製造・加工され、市民に広く浸透しているなど、市内で定着しているもの
③主な原材料に市内で生産された農産物が使用されているもの

「こしがや愛されグルメ」の対象となるグルメを製造・加工している市内事業者・団体

対象となる事業者

〈自薦の方〉　対象グルメを製造・加工している市内事業者・団体
〈他薦の方〉　市内在住、在勤、在学の方または市内で活動している方

応募できる方

以下の項目を総合的に審査、選定し認証します。
①信頼性　②地域性　③独自性・優位性　④市場性　⑤客観性　⑥話題性

選定方法

〈申し込み方法〉
9月30日（月）まで（郵送の場合は必着）に、申込書を郵送またはファクス・メールで㈱ＪＴＢへ。
※こしがや愛されグルメホームページからも応募できます。申込用紙は越谷商工会議所・越谷市役所観光課で配布
　するほか、愛されグルメホームページから印刷できます。
〈送付先・運営事務局〉
㈱ＪＴＢ　〒330-0845 さいたま市大宮区仲町2－75　大宮フコク生命ビル7F
FAX：048-647-4484 ・ Ｅメール：info@lovegourmet.jp

応募期間

越谷市役所観光課　TEL：０４８-９６７-１３２５　

問合せ先
愛されグルメ公式HP

※写真は第1期のものです。
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旬菜「こもりや」
（株）ホリエンタープライズ
やなぎ家
（株）ＭＡＮ保険サービス
（有）アドヴァンス
宮内電気
（有）鈴木精密
フォーエバー（同）
東京アグリフーズ（株）
（株）モノスデザイン
creperie R＆R
（株）アムクス
すずめ出版　古書部
越谷整体　希助
炭火串焼　千喜
（株）ニルスオート
（株）HOT DOCK
（有）ＴＫガレージ
ワイドフィールド・インベストメント
（株）ミックスアップ
（株）ポップワールドPLUS
石田塗装

赤山本町
宮本町
赤山町
南越谷
千間台西
袋山
赤山町
赤山町
越ヶ谷
越ヶ谷本町
弥生町
弥十郎
赤山町
千間台西
千間台西
川柳町
大間野町
花田
レイクタウン
蒲生
東大沢
東越谷

小料理
総合ビル管理・清掃事業
飲食業
保険代理店
保険代理店
電気工事業
学習塾経営、不動産賃貸業
下水道工事
業務用食料の販売
グラフィックデザイン、WEBデザイン、イベント企画
クレープ製造・販売
保育園・学習塾
古書販売、出版物刊工
整体
串焼居酒屋
自動車、運送業
中古車販売
中古車販売
太陽光発電事業
イベント企画、運営、広告宣伝・飲食店の企画、運営
企業製品POP作成
塗装業

代表者氏名 住　所 業　種
小守谷　誠
堀口　尚男
本多　喜夫
菊池　　満
岡田　鎌二
宮内　忠信
鈴木　孝史
黒沼　拓也
調子義一郎
新木田佳吾
沖田　　光
甘粕　麻由
今井　賢司
岩永　　純
平塚　勇二
澁谷　信一
木村　康広
梶山　幹郎
廣野　知也
渡邉　英治
科野　玄平
石田　将也

（順不同・敬称略）令和元年度6月にご加入いただいた22社の皆様です。 ※6月末会員数　5,037事業所

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。

いちご

いちえ
♪

♪

　8月に入りそろそろ夏本番となります
が、皆様いかがお過ごしでしょうか。
　さて、夏といえばお祭りという位、各
地で様々な催しが行われていますが、

エンターテインメント業界においてもそれは例外でな
く、コミックマーケットという日本最大級のイベントがこ
の時期開催されます。夏と冬の年2回開催なのですが、
特に夏は来場者の熱気で、待機列上空に雲ができる
などとも言われるほどの賑わいを見せます。
　このコミックマーケット、もとはと言えば好きな作品
のファンアート、所謂二次創作を扱う出展者が主で、足
を運ぶ人たちの目的もそういった二次創作の作品でし
た。しかし近年、版権元である出版社等の許諾を得た
公式のグッズを、コミックマーケット限定や先行販売で
展開する場へと徐 に々様相が変わってきています。メー

カーにとっても一年で一番の稼ぎ時となっており、もと
はと言えば版権元から黙認されていたイベントに、公式
が参入する時代が来るとはイベント発足当時誰も考え
つかなかったのではないでしょうか。
　皆様のもっと身近な所で時代の流れとともに変わっ
たことと言えば、決済一つとっても今や現金よりカード
やアプリなどのキャッシュレス化が叫ばれるようになり
ました。商工会議所ではキャッシュレス決済に対応する
ための支援も行っておりますので、会員の皆様におきま
しては、時代の流れに対応するべく、商
工会議所を活用していただければ幸い
です。

総務課　主事　小林 倫子

事業所名 所属部会
環境衛生業部会
サービス業部会
環境衛生業部会
サービス業部会
サービス業部会
建設業部会
サービス業部会
建設業部会
商業部会
サービス業部会
環境衛生業部会
環境衛生業部会
商業部会
環境衛生業部会
環境衛生業部会
サービス業部会
商業部会
商業部会
建設業部会
サービス業部会
サービス業部会
建設業部会

会員交流サービス合同委員会（委員長：髙橋副会頭）は、7月9日（火）に「市内金
融機関と商工会議所役員との懇談会」を開催し、金融機関32名、商工会議所役
員・委員22名の計54名が参加しました。懇談会では商工会議所事業の概要説
明と併せて会員加入勧奨推進を依頼し、引き続き開催した懇親会では和やかな
雰囲気の中、活発な情報交換が行われ、相互の親睦を深めることができました。

金融機関との懇談会

報 告
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どれば閉塞性動脈硬化症などを主に撮影しています。血

管の状態を３D構築し大きさや走行などを画像として分か

りやすく表現しています。

前処置について
　検査の中には、前処置や食事制限、一定期間の休薬

などが必要な場合があります。各施設によって内容や

方法が異なる場合がありますが、正確な検査をする為

にはとても重要な事であり検査によっては、前処置不

十分な為に検査を受けられず、後日改めて検査になる

場合があります。検査説明が不足していたり疑問に思

うことがある場合には遠慮なさらずに必ず確認をして

下さい。

造影剤について
　CT撮影時に造影剤を使用することがあります。造影剤

注入時、血管に沿って熱感が現れ身体がポカポカするこ

とがありますが一時的なものですので心配ありません。ご

くまれに次のような副作用が発現することがあります。

　蕁麻疹、くしゃみ、吐き気、かゆみ、血圧低下、呼吸困

難、ショック

　副作用のほとんどは注射後まもなく出現しますが、ま

れに検査後数時間～数日後に症状が現れる場合があり

ます。そのような場合はすぐに病院へ連絡してください。

最後に
　一般の方は普段あまり関わることのない職業かもしれ

ませんが、私達診療放射線技師はこのような検査を日々

安全に行い、患者様の病気をいち早く発見し、負担を少

しでも抑え迅速で安全な治療が行えるよう、尽力していま

す。特に冠動脈CT撮影は、「突然死の最大の原因である

心筋梗塞」が起きる前に危険信号を発見することが出

来、発症を未然に防ぐことができる検査であり、より正確

な画像を構築することを目指し今後も業務に取り組んで

いきたいと思います。

最近では、ドラマでも取り沙汰されている診療放射線

技師ですが、循環器病院で診療放射線技師はどのような

働きをしているかを一般レントゲン撮影とCT検査を中心

に紹介したいと思います。また、よくある質問や注意点に

関しても簡単ですが説明したいと思います。

一般レントゲン撮影
一般レントゲン撮影では、主に胸部写真を撮影するこ

とが多いです。

よく患者様から「この間も、胸部写真を撮影したんだけ

ど…」という質問を受けますが、胸部写真には多くの情報

があり心臓の大きさや肺の状態など外から見ただけでは

分からない沢山の情報を得ることが出来ます。

被ばくを気にする方や毎回胸部撮影をする面倒なども

ありますが、病気を容易かつ安全に見つけ出す事が出来

る装置であり、日々変化する病気に対してとても簡便で有

効な検査です。

CT検査
CT検査は、ある特定の部位を断層画像として詳しく評

価する事ができる装置です。

現在では、その断層画像を元に３D画像や動画４D画像

などに再構成して、より立体的に画像を構築する事が出来

るように成りました。その精巧さに画像を見て驚く方も多

くいらっしゃいます。

心臓のCT撮影では、主に冠動脈という血管を中心に撮

影をしています。心臓は常に動いている臓器なので、動き

によるブレが生じます。心臓は一時的に止めて撮影するこ

とが出来ませんので薬を使って動きを安定させたり、息止

めの練習などをして画像のブレが生じないように工夫して

います。また心電図と同期する事で不整脈もある程度考

慮しながら撮影をしています。最近では、解析装置の進歩

もあり冠動脈をより正確に抽出する事が出来るようになり

ました。

大動脈の撮影では、大動脈解離や大動脈瘤、足までた

循環器病院で働く 診療放射線技師

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　放射線科　當麻 篤志
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◇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

　今からおよそ30年前、全国にはいわゆる畳屋さんが

１万社以上存在していたが、総務省・平成28年経済セ

ンサスー活動調査によれば約5100社（畳等生活雑貨

製品製造業全体）と、この30年間で半減している。

　その最大の要因は、30年前は新設住宅着工戸数が

170万戸あったものが、現在は約95万戸と大幅に減少

している（国土交通省・平成30年度建築着工統計調査）

ことに加え、住宅の洋風化の影響も大きい。事実、かつ

ては一般住宅では、平均２～３部屋あった和室が、今

や平均１部屋、畳の数では６枚分しかない。加えて、経

営者の高齢化や職人不足、さらには後継者も少なく、廃

業が多発していることもある。

　こうした厳しい業界ではあるが、全国各地には、後継

者が育ち、新たな活路を見いだし、元気いっぱいの企

業も少なからず存在する。その１社が、今回紹介する、

パート女性を含め従業員数６人の松葉畳店である。

　同社は、静岡県のＪＲ藤枝駅で下車し、車で10分ほ

ど走った、いまだのどかな田園風景が見られる焼津市

郊外のロードサイドにある。1977年、現代表の松葉榮

氏が、静岡市内の老舗畳店で５年間の住み込み修業の

後、現在地で創業した。

　数年前までは、妻と２人で畳の製造や修繕、さらには

張り替えサービス中心の、いわゆる畳専門店であった

が、2015年前後から、大きく変貌していった。そのきっ

かけは、一度、嫁いだ三女の伊藤知美さんが、「父が苦

労して創業した大好きな畳屋を廃業させたくない」と、

サラリーマンであった夫と共に入職したことである。

　その後、畳の製造や張り替え工事だけでは事業の発

展は難しいと考え、「国産のイ草という天然素材の心地

よさを身近な生活雑貨という形で提案してみてはどう

か」と思い立った。それまでの職業経験を生かし、寝る

間も惜しんで、さまざまなユニークな生活雑貨の開発に

取り組んできたのである。知美さんたちがこれまでに開

発した商品は、小畳、名刺入れ、ポーチ、ブックカバー、

しめ縄花飾り、祝儀袋、コースターなど、優に25種類を

超えているという。

　そして、開発した商品を地域のイベントや東京で開催

される展示会・ギフトショーなどへ出品したほか、ホー

ムページも充実させていった。こうした努力が実を結

び、今や全国各地の著名な百貨店や専門店との取引が

成立し、４年前まではゼロであった新規事業が、現在で

は事業全体の３割を占めるまでに拡大しているだけで

なく、本業の畳の販売にも好影響を与えている。

後継者によってよみがえった
松葉畳店
人を大切にする経営学会　会長　坂本 光司
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LOBO調査 （商工会議所早期景気観測）6月度調査報告

　6月の全産業合計の業況DI は、▲18.3（前月比▲1.2 ポイント）でした。インバウンド需要の堅調な動きに加え、都市部
の民間工事を中心とする建設業が底堅く推移する一方、深刻な人手不足による受注機会の損失や人件費・外注費の増大、
根強い消費者の節約志向、原材料費の高止まりによる収益圧迫が広く業況の押し下げ要因となりました。また、米中貿易摩
擦の影響に伴う半導体や産業用機械、自動車関連の不振
や、世界経済の先行き不透明感の広がりを指摘する声は
依然として多く聞かれ、中小企業の景況感には足元で鈍さ
が見られます。
　先行き見通しDI は、▲19.5（今月比▲1.2 ポイント）で
した。個人消費の拡大やインバウンドを含む夏の観光需要
拡大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、原材料費の上昇、コスト増加分の価格転嫁
の遅れ、貿易摩擦の激化、世界経済の動向、消費税引上
げの影響など不透明感が増す中、中小企業においては、
先行きへの慎重な姿勢が続いています。

※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）

プレゼント!
　会報や商工会議所事業のご意見・ご感想を送っていただいた方に、抽選
で10名様に「木下大サーカス（通用期間：8月1９日㈪～9月２3日㈪）」招待
券を２枚プレゼント致します！
●応募方法　①あなたの郵便番号・住所・事業所名・氏名・年齢②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③「木下
　　　　　　大サーカス招待券希望」をハガキにご記入ください。
●締　　切　令和元年8月14日㈬
●宛　　先　〒343-0817 越谷市中町7-17
　　　　　　越谷商工会議所 「商工会議所だより」係 まで
※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。

より良い事業にする為、ご意見を参考にさせていただきます。引き続き会報、越谷商工会議所事業へのご意見ご感想お待ちしております。

10月1日からの消費税法改正に伴い、軽減税率等の対応を
しっかり行っていきたいと思います。
越谷いろはかるた（５月号）をとても興味深く読ませていただきました。
家康公が越谷に何度も来たことを、とても嬉しく思いました。
越谷いろはかるたを購入できるのでしょうか？
⇒購入可能です。以下のお店で販売しています。
【浜野文具店】　住所：越谷市大沢２丁目１１－１１　TEL：048-976-2422

会  の 員 声

QUICK SURVEY OF 
LOCAL
BUSINESS
OUTLOOK 
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先日、10月からの消費税軽減税率に関するセミナーに参加してきました。軽減税率（8％）になるもの、
標準税率（10％）になるものの違いや、価格表示のルール、請求書作成の仕方など、事業者が対応し
なければならないことが色々あります。セミナーに参加したいけれども忙しくて参加出来ない方は、
越谷商工会議所ホームページから消費税軽減税率関連のwebセミナーが見られますので是非ご覧
ください。

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！

令和元年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

1 Ｎで表す方角
3 進路の反対
5 寝ている間に目的地に着く「○○○○列車」
6 セカンド○○○、オペラ○○○
  8 『三匹の子ぶた』三男の家はコレ
10 ゴール目がけてボールを蹴りこむ
12 畳の部屋のこと
13 植物で葉や花を支える部分

1 中世のナイト
2 ひとりだけであること、○○○○赴任
3 ひどく壊れること
4 とんかつはヒレと○○○、どっちが好み？
7 ○○○○エンド＝週末のこと
8 平成の次の元号
  9 テレビや写真画像の見た目の質
11 新潟県の県の鳥

1

5

7

D

B

C

E

A B C D E

11

1312

6

3

98

2 4

◎ 7月号のクロスワードパズルの答えは「カツオブシ」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。

姫路藩書庫番の片桐春之介（星野源）は、書庫にこも
りっきりで人と話すのが苦手な引きこもり侍。あると
き、藩主の松平（及川光博）は、幕府に姫路から大分
への国替え（引っ越し）を言い渡される。人数10,000
人！距離600km！予算なし！？果たして春之介はこの一
世一代のプロジェクトを無事に成し遂げられるのか？
© 2019 映画「引っ越し大名！」製作委員会

公 開
8/23 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

公 開
8/30 金

編集後記

10 A

数々の名曲を生みだした生ける伝説エルトン・ジョン。
若き日のエルトンをタロン・エガートンが演じ、圧巻の
パフォーマンスで彼の半生を珠玉の名曲と共に綴る。
『ボヘミアン・ラプソディ』の最終監督を務めたデクス
ター・フレッチャー監督を迎え、エルトン自身が製作総
指揮を手掛けたミュージック・エンターテイメント。
© 2018 Paramount Pictures. All Rights Reserved.
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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／令和元年8月1日

越谷商工会議所のお得な福利厚生を使って越谷商工会議所のお得な福利厚生を使って

商工会議所指定宿泊施設のご利用、又は指定旅行代理店で宿泊予約、レジャー施設チケットのお申し込みで利用料金が助成
されます♪　詳しくは以下をご確認ください。

令和元年6月3日～令和２年３月31日まで

ご不明な点は、越谷商工会議所（☎048-966-6111） 総務課までお問い合わせください。

指定宿泊施設をご利用の場合

利用期間

助成金額 宿  泊  施  設…1名様1泊につき 2,000円

指定旅行代理店をご利用の場合

谷川温泉　旅館たにがわ
☎ 0278-72-2468

戸田家
☎ 0599-25-2500

東武観光株式会社　北越谷営業所
☎ 048-960-5333

当間高原リゾート ホテルベルナティオ
☎ 025-758-4141

☎ 048-960-5333

☎ 048-985-1551

☎ 048-978-6066

☎ 048-978-9701

☎ 048-965-9911

☎ 048-986-0366

大人1名：1泊2食
￥14,000～￥21,000
大人1名：1泊2食
￥9,500～￥22,500
大人1名：1泊2食
￥15,000～¥38,000

大人1名：1泊2食
￥7,500～¥12,000

大人1名：1泊2食
￥10,350～￥25,650

東大沢5-5-1（北越谷駅）

千間台東1-61-1（せんげん台駅）

弥生町4-44（越谷駅）

南越谷1-11-4（南越谷（新越谷）駅）

千間台西5-3-58（せんげん台駅）

南越谷1-12-10 イーストサンビル1F（南越谷（新越谷）駅）

通常宿泊料金 ご予約連絡先指定宿泊施設名

住所（最寄り駅） 連 絡 先指定旅行代理店名

谷川温泉　旅館たにがわ
群馬県利根郡みなかみ町谷川524-1
当間高原リゾート　ホテルベルナティオ
新潟県十日町市珠川
戸田家
三重県鳥羽市鳥羽1-24-26

塩原元湯温泉　大出館
栃木県那須塩原市湯本塩原102

伊香保温泉　森秋旅館
群馬県渋川市伊香保町伊香保60

東武観光株式会社
東武トップツアーズ株式会社 せんげん台駅支店
東武トップツアーズ株式会社 越谷駅支店
東武トップツアーズ株式会社 新越谷駅支店
株式会社旅クラブジャパン
東日本旅行社株式会社

※１事業所延べ10名様分まで助成

《 幼児（6歳未満）1,000円 》
レジャー施設…1名様 　　　　　1,000円

ご希望の旅行代理店の
連絡先に

お電話ください

会員確認後（2～3日後）
旅行代理店から
折返し電話が来ます

旅行代理店の
店舗に行く

旅行代理店で
チケット購入

（助成分を差し引いた金額）

希望する施設の
ご予約連絡先に
お電話ください

宿泊施設から
利用券が
郵送されます

利用券を持って
宿泊施設へ

現地で精算
（助成分を差し引いた金額）

お申し込み方法

お申し込み方法

旅行代理店で取り扱っているレジャー施設、宿泊施設なら
どこでもＯＫ♪

●  ● ● 福利厚生施設利用料助成制度のお知らせ ● ●  ●
旅行・行楽をみんなで楽しもう！旅行・行楽をみんなで楽しもう！

※助成予算額に達した時点で、期間内でも受付を終了いたします。

※各旅行会社によって対象施設が異なりますので、事前に必ずお問い合わせください。


