
今 後 の 主 な 事 業 予 定 一 覧
金融・許認可相談会
７月３日（火）
会場：商工会本所
労働保険年度更新集合受付
７月６日（金）
会場：�さいたま新都心 LAタワー14階

労務・税務定例相談会
７月17日（火）
場所：商工会本所

金融・許認可相談会
8月7日（火）
会場：商工会本所

鴻巣夏まつり
７月８日（日）歩行者天国実施日
時間：14：３０～21：００
会場：�中山道　人形・深井二丁目交差点
　　　　　　　　～加美・河野タイヤ前

金融・許認可相談会
９月４日（火）
会場：商工会本所

簿記講習会
９月21日（金）～1０月３０日（火）
会場：商工会本所

労務・税務定例相談会
1０月16日（火）
会場：商工会本所
おおとりまつり
1０月21日（日）
時間：12 ： ００～2０ ： ００
会場：中山道　人形・深井二丁目交差点
　　　　　　　　～加美・河野タイヤ前

労務・税務定例相談会
8月21日（火）
会場：商工会本所

労務・税務定例相談会
９月18日（火）
会場：商工会本所

こうのす花火大会
1０月1３日（土）
時間：18 ： ００～2０ ： ３０
会場：荒川河川敷・鴻巣市糠田運動場

商工ビアガーデン（吹上夏まつり）
７月15日（日）　歩行者天国
会場：�吹上神社・中山道の一部

一日公庫相談日
7月27日（金）
時間：1０：００～12：００
　　　1３：００～16：００
　　　（最終受付15：３０）
会場：商工会本所

広域ビジネス商談会
1０月16日（火）
会場：上尾市文化センター
コスモスフェスティバル
1０月27日（土）・ 28日（日）
会場：コスモスアリーナふきあげ

創業セミナー
7月４日（水）・ 17日（火）
会場 ：鴻巣市市民活動センター
源泉税納付指導会
時間：９：３０～11：３０
　　　1３：３０～15：３０
７月６日（金）
会場 ：商工会本所
７月1０日（火）
会場 ： 商工会吹上支所 ・川里支所

開講日：９月２1日（金）～1０月３０日（火）
　　　　※毎週、火曜・金曜実施　全1２回コース
場　所：鴻巣市商工会館
時　間：1８：３０～２1：００
講　師：小林保広 氏（税理士）
受講料：会員　３，２４０円（税込み、テキスト代含む）
　　　　一般　６，４８０円（税込み、テキスト代含む）
定　員：３０名

［問い合わせ・申込み］　TEL：541－1008

「日商簿記検定試験３級対策講座」

日　時：７月２７日（金） 1０：００～1２：００　1３：００～1６：００
会　場：鴻巣市商工会
対象者：創業予定の方・事業所の方
参加費：無料　　申込み：要
※申込状況によっては、当日受付けも可能です。

［問い合わせ・申込み］　TEL：541－1008

　日本政策金融公庫 熊谷支店の職員による、
融資相談会を実施します。
　皆さまのご参加をお待ちしております。

「商工会一日公庫」のご案内

日　時：９月４日（火）・11日（火）　1８：３０～２1：００
会　場：鴻巣市市民活動センター会議室
対象者：・もっと売上を伸ばしたいと考えている方
　　　　・新たな事業展開を考えている方
　　　　・各種補助金申請にチャレンジしたい方
参加費：無料
主　催：鴻巣市商工会、武蔵野銀行鴻巣支店
内　容：・経営計画書作成の理由
　　　　・自社の経営革新を考える
　　　　・経営計画書の作成方法
※お申込み、詳細等は、同封されているチラシを　
　ご覧ください

「経営計画書作成セミナー」開催のご案内

日　程：７月1５日（日）
場　所：吹上神社境内
歩行者天国：1４：３０～２1：００

商工ビアガーデン（吹上夏まつり）

日　程：1０月２７日（土）・２８日（日）
会　場：コスモスアリーナふきあげ周辺

第20回コスモスフェスティバル

主 な 事 業 予 定（平成30年７月～10月）

期　間：1０月19日（金）～２1日（日）
歩行者天国（２1日のみ）　1２：００～２０：００
　　　人形・深井二丁目交差点
　　　　～加美・河野タイヤ前

おおとりまつり

創業セミナー
８月２日（木）・ 21日（火）
会場 ：鴻巣市市民活動センター

創業セミナー
９月５日（水）
会場 ：鴻巣市市民活動センター

　鴻巣市の知りたい情報がここにある、ポータルサイト「こうのす広場」。
　お店のこだわり、イベント情報、活動する仲間の輪、・・・あなたの“知っ
てほしい”に、「こうのす広場」を活用してください。

鴻巣の情報発信の場として、
「 」をご活用ください!!

【サイトURL】　 
http://kounosu-portal.jp/

【連絡先こうのす広場編集部】
T E L : ５９８－４６１２　　Email : info@kounosu-portal.jp

金融・許認可相談会
1０月２日（火）
会場：商工会本所

７月

８月

９月

１０月

経営革新計画を作成してみませんか！商工会にご相談ください！
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会員数（₆月₁日現在）
　 鴻巣地区  1,208 件
　 吹上地区　 331 件
　 川里地区 　177 件
　 合　　計  1,716 件
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新規加入会員のご紹介（平成30年４月～平成30年５月）商工会を積極的にご活用ください。

事　業　所　名 住　　　所 代表者名 業　　　種
アイエス販売 鴻巣市大間3-6-8 髙橋　直美 卸売業
おそうじ本舗北鴻巣店 鴻巣市吹上富士見3-2-9-201 坪井　　淳 清掃業
河野　進 鴻巣市宮前127-2 河野　　進 リラクゼーションサロン
㈱ハーベスト 鴻巣市本町5-4-1 2F 荒川　　繁 ソフトウエア開発、飲食店
かんたろう 鴻巣市本町1-1-2鴻巣エルミ内 髙澤　由典 今川焼・たこ焼き
ビーアンドエム㈱ 鴻巣市本町-1-5-1305 和泉　勝広 ガスバーナ販売・保守点検
武蔵屋 鴻巣市鴻巣1336 榎田　　裕 襖・障子・網戸・畳張替え

㈱O
ア ウ ト サ イ ド

utside W
ウ ォ ー ル

all 鴻巣市下谷141-1 田沼　敏樹 外壁工事

なでしこ3
サンロクゴ

65　（㈱ユニオン） 鴻巣市上谷2231-1 加藤　英樹 介護サービス業
㈲宮沢造園 鴻巣市笠原1723-1 宮澤　一雄 造園業
濱名　義正 鴻巣市宮前478-3 濱名　義正 プレス加工
㈱ユアサポート 鴻巣市宮前65-5 天野　直樹 化粧品梱包
吉田　由美子 鴻巣市大間1-1-45 吉田由美子 アパート経営・農業・貸農園
小川　勲 鴻巣市赤見台2-20-24 小川　　勲 ISO審査
コープみらい北本センター 北本市深井1-99 安藤　貴宏 生鮮食品等小売業（特別会員）
北彩マトリョーシカ 行田市富士見町2-15-31 ヤツィウ エレナ 雑貨小売（特別会員）
おそうじ本舗鴻巣駅前店 行田市持田1659-10 髙山　　晃 ハウスクリーニング（特別会員）

開運屋　臨
リンタイ

泰 鴻巣市吹上富士見4-6-4-4 川村　憲正 賃貸業・移動販売

＊＊商工会費口座振替のお知らせ＊＊
　平成30年度会費について、口座振替をご利用の方
は上半期分（４月～９月分）を７月23日、下半期分（10
月～翌３月分）を11月22日にご登録の銀行口座より引
き落としさせていただきますのでご了承ください。
〔＊りそな決済サービスをご利用の方は、上期：７月５日、
下期：12月５日にお振り替えさせていただきます。〕

東京ディズニーリゾート特別利用券を
ご活用ください！！
（東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム）

東京ディズニーリゾート特別利用券は
　　「東京ディズニーリゾートのパークチケット購入費」
　　「ディズニーホテル宿泊費」
　　「ファンダフルディズニー年会費」の支払の際に、
　　　　１，０００円割引きになります♪

☆１事業所 年間５枚まで無料配布しています
☆毎月65枚限定、第一火曜日から配布いたします

商工会員限定

　長時間労働、残業代未払い、パワハラ、突然解雇され
たなど、職場のお悩みをご相談ください。

※弁護士による特別労働相談（面接・要予約）もあります。
※年末年始・祝日を除きます。

労働相談・メンタルヘルス相談を
ご利用ください。

相談日 受付時間 相談員
若者労働ほっと

ライン
第2・4
土曜日

電話相談
10時～16時

社会保険
労務士

労働相談 月曜日～
金曜日

電話相談
9時～16時30分 労働相談員

（県職員）来所相談
9時～16時

働く人のメンタ
ルヘルス相談 水曜日 来所相談【要予約】

①13時30分～②15時～
産業カウン
セラー

相談無料・秘密厳守です

相談・予約・問合せ ： 埼玉県労働相談センター
電話 : 048-830-4522
場所 : さいたま市浦和区高砂3-15-1 埼玉県庁第２庁舎１階
ツイッター： https://twitter.com/sai_rodosodan
フェイスブック： https://www.facebook.com/pref.   
                saitama.rodosodan/

埼玉県制度融資

日本政策金融公庫融資

賞与支払い等一時的に資金が必要な方
低金利でつなぎの資金が必要な方

新規の運転資金が必要だが、
毎月の返済負担を増やしたくない方

従業員20人（商業・サービス業は５人）
以下の小規模事業者の方

最近３ヶ月の平均売上高が、前年同期より
減少している、又は今後３ヶ月の減少が見込まれる方

仕入れや手形決済等のための短期運転
資金としてご利用いただける資金です。

マル経融資制度は、経営改善を図ろうとする小規模事業者の方々をバックアップす
るため、無担保・無保証人・低利で融資する制度です。

※利率は変動します。詳しくは、お問い合わせください。
※新規の場合、商工会の融資審査委員会の審査がございます。また、従業員数（2０人以下（商業・サービス
　業の場合は５人以下））・事業実績・納税要件・業種等、申込条件があります。お気軽にご相談ください。

融資期間を延長することで県制度融資
の毎月の返済負担を軽減することがで
きます。（新規運転資金も追加可能）

小規模事業者の方にご利用いただける
比較的低利の資金です。

一時的に業況が悪化している方に対し、
比較的低利でご利用いただけ、経営の
安定を図ることを目的とした資金です。

◆利　率：年1.1%（信用保証なし年1.5%）
◆限度額：2,000万円

●限度額：2,000万円
●利率：年1.11%
　　　　（平成30年６月30日現在）

●融資期間：運転７年以内
　　　　　　設備10年以内

◆利　率：金融機関所定利率
◆限度額：１億円

◆利　率：年1.3%
◆限度額：2,000万円

◆利　率：年1.3%
◆限度額：5,000万円

※利率は改定される場合があります。※信用保証料が別途必要です。
※埼玉県制度融資の利率は、５年超10年以内の場合。

事業資金（短期貸付）

マル経融資（小規模事業者経営改善資金融資制度）

借換資金

小規模事業資金

経営あんしん資金

金　融　情　報

（既往借入金、新規運転資金、借換え時の信用保証料相当額含む）

　鴻巣ひなちゃんカードご加盟についてのお問い合わせは、
事務局（商工会内 TEL541-1008）まで、お気軽にどうぞ。

街バル参加店募集中♪♪地域の飲食・物販店を巡るイベント！！
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ワンポイントアドバイス税務

　事業を行っている方は、消費税法に定め
られている各種の届出等の要件に該当する
事実が発生した場合及び承認または許可を
受ける必要が生じた場合には、納税地の所
轄税務署長に対して、各種の届出書、申請
書等を提出しなければなりません。
　各種の届出書、申請書等は提出期限が
定められており、提出が遅れることによっ
て、適用できない制度などもあります。制
度内容を早めにチェックし、提出期限に遅
れないように注意しましょう。
　なお、主な届出書、申請書等の制度内容
および提出期限は、国税庁ホームページの
タックスアンサーに一覧で掲載されています。

税理士　小林保広

「事業と暮らしの相談」
民泊新法とは？
　訪日外国人が昨年2,860万人になりました。
2020年にオリンピック、パラリンピックを控えて
政府も更に積極的に訪日観光客誘致に努めていま
す。そこで問題になるのが宿泊施設不足です。こ
の問題を解決する方策として登場したのが「民泊
新法」です。平成30年₆月15日より施行されます
が、すでに₃月15日より受付けを開始しています。
「民泊新法・・・住宅宿泊事業法」は₃本柱から成
り立っています。
①　住宅宿泊事業者は、都道府県知事又は保健所
　　設置市長への届出
②　住宅宿泊管理会社は、国土交通大臣への登録
③　住宅宿泊仲介会社は、観光庁長官への登録
　監督官庁が複数になりますので、今後の動向に
留意しましょう。

埼玉県行政書士会　鴻巣支部長　中野 美春

ワンポイントアドバイス許認可

ワンポイントアドバイス

参加店募集のお知らせ！！

役　職　名 氏　　名 事　業　所　名 住　　　所 TEL FAX 地　区
会　　長 小

こ

林
ばやし

忠
ただ

司
し

㈱フラワーロジテム鴻巣 寺谷 125 596-7567 596-5091 箕　田

商業 副 会 長 府
ふ

川
かわ

昭
あき

男
お

㈲府川商店 人形 4-4-18 543-6587 593-5666 人　形 他

工業 〃 久
く

保
ぼ

勝
かつ

也
や

久保電気㈱ 広田 3727-1 577-4771 569-2171 川　里

商業 筆頭理事 福
ふく

　島
しま

　日
ひ

出
で

男
お

㈲福島製作所 吹上本町 1-7-3 548-0036 548-8500 吹本₁ 他

工業 次席理事 山
やま

本
もと

明
あき

伸
のぶ

㈱ミノル設計 天神 1-6-3 543-1458 543-1471 相　生 他

【
　
商
　
業
　
部
　
会
　
】　
13
名

部 会 長 黒
くろ

澤
さわ

　 章
あきら

㈱黒沢薬局 本町 1-5-22 541-0301 542-9695 宮　本 他

副部会長 舟
ふな

山
やま

英
ひで

光
みつ

㈲船山商店 吹上本町 2-2-22 548-2063 548-0653 吹本₁ 他

〃 松
まつ

本
もと

安
やす

永
なが

㈱マツモト電化 生出塚 1-3-2 543-0884 542-7837 相　生 他

〃 渡
わた

邊
なべ

　 仁
ひとし

ワタナベリフォーミング㈲ 新井 178 569-2166 569-2116 川　里

理　 事 佐
さ

藤
とう

泰
やす

彦
ひこ

共栄土地建設㈱ 人形 4-6-30 542-7158 543-0777 人　形 他

〃 成
なり

澤
さわ

彬
よし

暢
のぶ

㈱鴻巣花壇 (パンジーハウス ) 寺谷 145-1 596-8122 596-5181 箕　田

〃 正
しょう

　田
だ

　誠
しげ

 宏
ひろ

㈲吹上鳥正 吹上本町 4-13-10 548-0229 548-0192 吹本₃ 他

〃 野
の

口
ぐち

雅
まさ

則
のり

㈲野口商店 吹上本町 4-6-12 548-0108 577-3270 吹本₃ 他

〃 成
なり

塚
づか

孝
たか

夫
お

㈲ボディーピット 箕田 4132-2 597-1116 597-1127 箕　田 

〃 久
く

保
ぼ

田
た

　英
えい

　治
じ

㈱クボタホームクリニック 本町 3-8-40 541-4711 541-9560 石　橋 他

〃 中
なか

野
の

美
よし

春
はる

中野法務事務所 原馬室 3540 541-1459 541-1461 原馬室 他

〃 松
まつ

本
もと

幾
いく

夫
お

㈲アイ・エムサンクリーン 安養寺 280 541-3432 541-2835 笠　原 他

〃 坂
さか

口
ぐち

正
まさ

城
き

㈲坂口石油 屈巣 3894 569-0920 569-1938 川　里

【
　
工
　
業
　
部
　
会
　
】　
12
名

部 会 長 久
く

保
ぼ

田
た

　晴
はる

　利
とし

㈱日新テック 大間 1-6-12 663-0121 663-0355 田間宮

副部会長 次席理事が兼務

〃 原
はら

　 功
いさお

㈱原商店 袋 1113-1 548-2469  548-5762 吹本₁ 他

〃 岩
いわ

間
ま

和
かず

夫
お

㈱共栄ドライ 新井 252 569-2222 569-3000 川　里

理　 事 木
き

村
むら

昭
はる

夫
お

㈲木村製麺工場 加美 2-4-11 541-0173 543-2822 加　美 他

〃 戸
と

井
い

田
だ

　宗
そう

　治
じ

といだ印刷 逆川 1-12-10 541-8603 541-8686 原馬室 他

〃 村
むら

越
こし

峯
みね

子
こ

㈲村越製作所 下谷 1189-1 541-6443 541-6443 笠　原 他

〃 室
むろ

田
た

和
かず

也
や

㈲室田製作所 小谷 2197 548-0190 548-5521 小　谷 他

〃 細
ほそ

谷
や

智
とも

之
ゆき

㈲細谷製作所 南 2-5-23 548-0536 549-0341 小　谷 他

〃 岡
おか

野
の

浩
こう

一
いち

㈱岡野工務店 糠田 1460－1 596-0044 597-0327 田間宮

〃 藤
ふじ

井
い

万
ま

澄
すみ

平和印刷㈲ 本町 2-2-8 541-0014 541-5025 宮　本 他

〃 島
しま

村
むら

伸
のぶ

之
ゆき

㈱島村工務店 本町 8-2-35 542-2247 543-4898 青年部

〃 佐
さ

　藤
とう

　百
ゆ

合
り

子
こ

共栄土地建設㈱ 人形 4-6-30 542-7158 543-0777 女性部

監　　事 大
おお

橋
はし

　　 清
きよし

大橋税務会計 下忍 3361-5 547-2076 547-2087 吹本₁ 他

〃 小
こ

谷
や

野
の

　 　浩
ひろし

㈱川里広田郵便局 北根 1629-2 569-0001 569-2017 川　里

顧　　問 髙
たか

橋
はし

　　 勲
いさお

高橋建興㈱ 箕田 309 596-1936 596-8052 箕　田

鴻巣市商工会　役員一覧
※ ₅月２4日に行われた第５8回通常

総代会にて選任された役員各位
を紹介致します。

就任：平成3０年₅月２４日（木）
任期：平成33年₅月総代会日

（敬称略・順不同） 『幸のとりバルPartⅤ』
開催決定!!

開催日　平成30年11月15日（木）・
        16日（金）・17日（土）
　　　　※後バル
　　　　　11月18日（日）～30日（金）

参加費　商工会員 ￥6,500（税込み）
　　　　非会員　 ￥13,000（税込み）

締　切　８月24日（金）

その他　参加希望の事業所様は、
「幸のとりバルPartⅤ参
加申込書」に必要事項を
記入の上、商工会窓口ま
たはFAXにてお申し込み
ください。

　　　　FAXで申込みの場合は、
　　　　送信後必ず事務局へ連絡
　　　　をお願いいたします。
　　　　　※参加申込書は、₇月の配付
　　　　　 物に同封されております

［問い合わせ・申込み］
幸のとりバル実行委員会
（鴻巣市商工会内）

TEL：541－1008
FAX：541－1071
担当：支援課

鴻巣市商工会
お買い物券について

　平成30年4月1日より、鴻巣市「こうのとり出産祝金支
給事業」が始まりました。
　それに伴い、「1,000円券」を新たに作成いたしまし
た。取扱店様におきましては、取扱いにご注意いただき
ますようお願い申し上げます。
　商工会窓口での販売は、500円券のみとなっています。

※「1,000円券」は、上下赤帯となっています。

ご案内：お買い物券の換金の期限は、記載してある
　　　　有効期限から₁ヶ月となっています！！

商工会員を募集しています☆
商工会にご加入いただける事業所をご紹介ください！
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鴻巣市商工会だより 平成 3 0 年 7 月₁日

　今、編集後記を書いている時期は、大
変すがすがしい新緑の時ですが、会員の
皆様に読まれる頃は、夏至を過ぎて夏の

入り口、梅雨の時期でしょう。季節は巡り、日増しに暑くなりますが、
秋にかけて、こうのす花火大会、おおとりまつり、コスモスフェスティ
バル等盛りだくさんです。各種イベントに参加し、暑い夏を乗り切
りましょう。� 野口雅則

編 集 後 記

事業報告（平成30年４月～６月）

日時：４月７日（土）・８日（日）
　　　※鴻巣、川里会場は８日（日）のみ
会場：鴻巣公園、鎌塚イベント公園等
　　　あかぎ公園
　当日は、晴天に恵まれましたが、今年は春の訪
れが早く、葉桜の中でのイベント開催となりまし
た。各会場ともイベント等盛りだくさんの内容で
多くの来場者がありました。

日時：５月２４日（木）

さくらまつり（鴻巣・吹上・川里）

平成30年度 事業計画書
重点施策
１．中小・小規模事業者の経営支援

　「地域応援宣言!!鴻巣から元気を、商工会は、
中小・小規模事業者の活動を支援・応援します。」
のキャッチフレーズの下、専門家や関係機関等
と連携し、窓口相談及び巡回相談を更に強化す
るとともに、経営セミナー、定例相談会を開催
する事により、小規模事業者の抱える経営課題
の解決を支援し、小規模基本法・支援法に基づ
く伴走型支援の強化に努めます。
　また、本年度から創業者支援の確立と中小企業の成長を後押しするため創設された
国の「持続化補助金」、「ものづくり補助金」、「経営革新」等についても申請支援、フォ
ローアップを実施します。

２．会員増強及び組織強化の推進
　商工会活動の原点である企業訪問を積極的に推進し、会員企業等のニーズの把握と
新たなサービスの提供、組織強化委員会が策定した加入推進計画に基づき役職員一丸
での会員増強をＩＴも駆使して行っていくことで、一層の組織強化を図ります。
　さらに、本年度は地区総代会議の開催による組織強化の推進を図るとともに、会員
ニーズにあった商業・工業両部会及び青年部・女性部活動を目指します。

３．地域振興とまちづくりの推進
　行政や観光協会等関係機関と連携を図り、祭事イベントを開催し､楽しく住みよい
地域、住民コミュニティの場づくりを進めます。

４．財政基盤の充実
　機械化を含む各種事業の見直しと事業経費、事務経費の節減に努めると共に、各種
共済事業の強化による安定的な財政の健全化を図ります。

平成30年度鴻巣市商工会通常総代会

日　時 会　場 参加人数
地区総会  原馬室・滝馬室 ₃月16日（金） あたご公民館 15人

〃　　笠原・常光 ₃月23日（金） 岡集会所 16人
〃　　吹本₁　他 ₃月26日（月） 吹本１集会所 14人
〃　　吹本₃　他 ₃月26日（月） 吹本１集会所 18人
〃　　田間宮 ₃月29日（木） レストラン蔵王 18人
〃　　東・相生・天神 ₄月₂日（月） あきやまドライブイン 18人
〃　　加美・宮地・神明 ₄月₃日（火） 加美町自治会館 14人
〃　　宮本・本一・雷電 ₄月₄日（水） 市民活動センター 20人
〃　　川里 ₄月₅日（木） 鴻巣市商工会川里支所 25人
　　　小谷・前砂・明用・三町免・榎戸・
　　　　 荊原・南・吹上富士見・大芦

₄月₅日（木） 北町内集会所 16人

〃　　石橋・仲町・富永・  御成 ₄月₆日（金） 仲町会館 14人
〃　　箕田 ₄月₉日（月） かね八（フラワーセンター内） 21人
〃　　人形・元市 ₄月10日（火） 人形町自治会館 23人

部会総会（商業部会） ₄月20日（金） 鴻巣市商工会本所 16人
部会総会（工業部会） ₄月20日（金） 鴻巣市商工会本所 11人
金融機関との情報交換会 ₄月27日（金） 市民活動センター 25人
ゴルフ大会 ₆月₄日（月） 鴻巣CC 28人
従業員レクリエーション ₆月11日（月） 台風のため中止
珠算検定 ₆月17日（日） 鴻巣市商工会本所 51人

その他の事業報告

平成30年度　収支予算書

収
入
の
部

科　　　目 本年度予算額
会　　　費 23,600,000
県補助金 43,044,000

市補助金・負担金 35,573,000
事業収入 1,610,000

特別賦課金収入 1,850,000
受託料収入 5,068,800
手数料収入 11,420,000
雑収入 737,320
繰入金 8,000,000

前期繰越金 6,096,880
合　　計 137,000,000

支
出
の
部

科　　　目 本年度予算額
経営改善普及事業費 82,970,000

一般事業費 18,968,500
一般管理費 32,530,000
引当金 2,000,000
予備費 531,500

合　　計 137,000,000

（単位：円）

　商工会吹上支所は、４月３日より旧吹上図書館
（鴻巣市役所吹上支所第２棟）へ移転となっており
ます。
新住所：鴻巣市吹上富士見１丁目１番１号
なお、電話番号等の変更はありません。
毎週火・木・金9：30～15：30開所しております。

商工会吹上支所の移転について

実 施 日：６月４日（月）
実施会場：鴻巣カントリークラブ
参加者数：28名

▼結果（敬称略）

優　勝

荒木眞一 アラキドライ
クリーニング商会

準優勝

久保田晴利 ㈱日新テック

３　位

浅野貴宣 やわらかとんかつ
とん兵衛　

会員親睦ゴルフ大会

〈女性部通常総会〉
５月15日(火)　クレアこうのすにて

第3５回通常総会を開催し全議案原案の
とおり無事可決承認されました。

青年部・女性部　活 動 N E W S

　女性部では地域貢献事業のほかに、部
員親睦事業も年に数回行っております。
　ぜひ女性部に加入して楽しく活動しま
しょう！皆様のご加入をお待ちしており
ます♪

　青年部では、５月７日、第５２回通常総会
を開催し、全議案原案のとおり無事可決承
認されました。
　新部長に、島村　伸之氏(㈱島村工務店)
が選任され、「部員の増強」、「後輩の育成」、

「一人一人が責任感を持ち支え合える組織
づくり」この３つを軸に何事にも全力で取り
組んでいくことで、一層素晴らしい青年部
になっていきたいと、方針を述べました。

◆９月４日（火）
　第7回チャリティーゴルフ大会
　（おおむらさきゴルフ倶楽部）
◆１０月１3日（土）
　第１7回こうのす花火大会
　（糠田運動場）

◆８月２日（木）
　日帰り視察研修会
　（東京タワー・増上寺・東京芝
　とうふ屋うかい）

佐藤百合子女性部長による
あいさつ今

後
の
予
定

今
後
の
予
定

青年部 女性部

至 鴻巣

〃

人事異動のお知らせ
順不同、敬称略（　）は前任等

〈平成30年５月１日付〉
亀谷　礼子：記帳指導職員（前記帳専任職員）

〈平成30年７月１日付〉
大畑　潤貴：経営指導員（人事交流による出
　　　　　　向期間終了のため幸手市商工
　　　　　　会より帰任）
西山　圭一：経営指導員（人事交流による受
　　　　　　入期間終了のため幸手市商工
　　　　　　会へ帰任）

新規採用（平成３０年 5月１日付）

小
こ
山
やま
　悟
さとる
　記帳専任職員

鴻巣市の商工業の更なる発展に
貢献できるよう日々精進しま
す。よろしくお願いいたします。

クールビズ実施中！（₅月₁日～10月 31日）
職員の軽装での対応にご理解をお願いいたします。
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人形　元市
９名

佐藤　泰彦　共栄土地建設㈱
　　　　　　人形4-6-30
　　　　　　ＴＥＬ　 542-7158　ＦＡＸ　 543-0777

菊池　英明　㈱菊英ドライ
　　　　　　人形3-2-19
　　　　　　ＴＥＬ　 542-1515　ＦＡＸ　 542-1515

巣瀬　和明　㈱埼玉互助センター
　　　　　　人形1-5-15
　　　　　　ＴＥＬ　 541-0423　ＦＡＸ　 543-1354

中村　　茂　㈱朝日観光バス
　　　　　　人形4-1-30
　　　　　　ＴＥＬ　 541-0410　ＦＡＸ　 542-7210

山田　道男　山田税務会計事務所
　　　　　　本町8-1-10
　　　　　　ＴＥＬ　 543-4085　ＦＡＸ　 543-4069

五味　　毅　㈲みしまや
　　　　　　本町8-4-11
　　　　　　ＴＥＬ　 541-0157　ＦＡＸ　 541-0157

秋元　一浩　秋元人形
　　　　　　人形3-1-52
　　　　　　ＴＥＬ　 507－6621　ＦＡＸ　 507－6621

荒井　和彦　㈲荒井電気
　　　　　　本町8-5-23
　　　　　　ＴＥＬ　 541-0430　ＦＡＸ　 543-2023

島田　邦明　嶋田屋果実店
　　　　　　本町8-4-8
　　　　　　ＴＥＬ　 541-0044　ＦＡＸ　 541-0046

相生　天神　東
１１名

山本　明伸　㈱ミノル設計
　　　　　　天神1-6-3
　　　　　　ＴＥＬ　 543-1458　ＦＡＸ　 543-1471

松本　安永　㈱マツモト電化
　　　　　　生出塚1-3-2
　　　　　　ＴＥＬ　 543-0884　ＦＡＸ　 542-7837

遠藤　幸文　㈲丸福遠藤工務店
　　　　　　天神1-8-26
　　　　　　ＴＥＬ　 541-1765　ＦＡＸ　 543-2788

細村　光雄　細村土建
　　　　　　東3-11-9
　　　　　　ＴＥＬ　 543-0047　ＦＡＸ　 542-4403

大塚　近義　そば処おおつか
　　　　　　中央22-49
　　　　　　ＴＥＬ　 542-7722　ＦＡＸ　 542－7722

平井　公茂　㈲ヒライ贈商
　　　　　　東3-7-17
　　　　　　ＴＥＬ　 542-3637　ＦＡＸ　 542-3535

森田　　均　㈲セントラルガーデン ダン・エモン
　　　　　　中央20-20
　　　　　　ＴＥＬ　 542-8717　ＦＡＸ　 542-8715

新井　正敏　㈱アサヒコミュニケーションズ
　　　　　　本町4-3-23
　　　　　　ＴＥＬ　 541-5152　ＦＡＸ　 542-6954

田沼　正美　㈲田沼商店
　　　　　　本宮町1-5
　　　　　　ＴＥＬ　 541-0266　ＦＡＸ　 541-0266

小沢　敬臣　㈲小沢金物店
　　　　　　本町2-1-3
　　　　　　ＴＥＬ　 541-0167　ＦＡＸ　 541-1700

新井　泰正　㈲かのや新井商店
　　　　　　本町4-4-1
　　　　　　ＴＥＬ　 541-0061　ＦＡＸ　 541-1051

清水　敏文　旭産業㈲
　　　　　　雷電1-2-28
　　　　　　ＴＥＬ　 541-0334　ＦＡＸ　 541-0326

野本　恵司　㈲つけしん
　　　　　　本町4-1-53
　　　　　　ＴＥＬ　 541-0237　ＦＡＸ　 541-0232

加美　宮地　神明
１０名

木村　昭夫　㈲木村製麺工場
　　　　　　加美2-4-11
　　　　　　ＴＥＬ　 541-0173　ＦＡＸ　 543-2822

浅見　宇三　浅見サッシ店
　　　　　　鴻巣1054-9
　　　　　　ＴＥＬ　 542-0422　ＦＡＸ　 542-0422

山本　孝次　㈲山本青果
　　　　　　加美1-3-34
　　　　　　ＴＥＬ　 542-1611　ＦＡＸ　 542-7600

佐藤　敬治　佐藤畳店
　　　　　　加美1-3-39
　　　　　　ＴＥＬ　 541-5009　ＦＡＸ　 541-2577

山﨑　廣治　山﨑クリーニング店
　　　　　　神明3-11-13
　　　　　　ＴＥＬ　 596-3164　ＦＡＸ　 596-3164

道祖土　忠　㈲サイド商会
　　　　　　加美3-3-29
　　　　　　ＴＥＬ　 596-2974　ＦＡＸ　 596-2974

木原清次郎　㈱キハラ
　　　　　　宮地4-8-20
　　　　　　ＴＥＬ　 541-6561　ＦＡＸ　 541-6562

影山　郁夫　大むら
　　　　　　宮地3-1-42
　　　　　　ＴＥＬ　 542-7721　ＦＡＸ　 542-7721

竹田　三郎　㈱竹田建築設計
　　　　　　神明2-1-36
　　　　　　ＴＥＬ　 596-5137　ＦＡＸ　 596-8420

穐山　瑛雄　モードきみえ
　　　　　　神明1-3-32
　　　　　　ＴＥＬ　 596-4008　ＦＡＸ　 596－4008

田口　文康　田口自動車整備工場
　　　　　　天神2-1-42
　　　　　　ＴＥＬ　 541-0070　ＦＡＸ　 541-1445

渡辺　　稔　ラジアルショップ鴻巣
　　　　　　本町6-5-22
　　　　　　ＴＥＬ　 541-0021　ＦＡＸ　 541-1200

宮田　　清　㈲スポーツショップミヤタ
　　　　　　本町3-4-10
　　　　　　ＴＥＬ　 542-1272　ＦＡＸ　 542-1273

關　　　豊　㈲ジュエル山崎
　　　　　　東2-2-7
　　　　　　ＴＥＬ　 541-3044　ＦＡＸ　 541-3044

石橋　仲町　富永　御成
８名

吉岡　哲也　㈲吉岡雄心堂
　　　　　　本町5-6-13
　　　　　　ＴＥＬ　 541-0129　ＦＡＸ　 541-0132

長谷川好男　㈱アシスト
　　　　　　本町6-3-18
　　　　　　ＴＥＬ　 541-0670　ＦＡＸ　 542-7276

成田　哲雄　㈱成田本店
　　　　　　本町5-6-22
　　　　　　ＴＥＬ　 541-0040　ＦＡＸ　 541-0040

戸ヶ崎悦雄　末廣屋呉服店
　　　　　　本町4-6-41
　　　　　　ＴＥＬ　 541-0624　ＦＡＸ　 541-0624

並木　康年　㈾並木製靴店
　　　　　　本町3-10-30
　　　　　　ＴＥＬ　 541-0201　ＦＡＸ　 541-2065

戸ヶ崎明彦　㈲乙女屋
　　　　　　本町4-6-43
　　　　　　ＴＥＬ　 541-0623　ＦＡＸ　 541-0623

小林　正治　㈲サイトウ電気
　　　　　　本町5-2-9
　　　　　　ＴＥＬ　 541-5121　ＦＡＸ　 541-6581

岡本　光二　しちりん亭
　　　　　　本町4-8-24
　　　　　　ＴＥＬ　 543-1029　ＦＡＸ　 543-1029

宮本　本一　雷電
１０名

野口　　俊　㈲サッシーのぐち
　　　　　　本町4-6-21
　　　　　　ＴＥＬ　 541-0713　ＦＡＸ　 541-0713

福島　正尚　㈲コワフールアーテスト
　　　　　　本宮町1-1
　　　　　　ＴＥＬ　 541-0739　ＦＡＸ　 541-0739

中根　　孝　中根不動産
　　　　　　雷電2-1-65
　　　　　　ＴＥＬ　 541-0551　ＦＡＸ　 542-7043

菅間　忠夫　ヘアーサロンスガマ
　　　　　　本町3-6-2
　　　　　　ＴＥＬ　 541-4265　ＦＡＸ　 541-4265

原馬室　滝馬室
９名

野原　光廣　㈱エレックス
　　　　　　小松3-11-21
　　　　　　ＴＥＬ　 544-1146　ＦＡＸ　 544-1147

中野　美春　中野法務事務所
　　　　　　原馬室3540
　　　　　　ＴＥＬ　 541-1459　ＦＡＸ　 541-1461

岡田　正人　岡田正人税理士事務所
　　　　　　滝馬室1362
　　　　　　ＴＥＬ　 542-8164　ＦＡＸ　 542-8164

森　　昭康　㈲森工務店
　　　　　　松原1-6-13
　　　　　　ＴＥＬ　 541-1265　ＦＡＸ　 541-1392

奈良順一郎　日本メディカル電子㈱
　　　　　　逆川1-1-17
　　　　　　ＴＥＬ　 543-3318　ＦＡＸ　 543-3569

長　　康乎　長税務会計事務所
　　　　　　逆川1-6-21
　　　　　　ＴＥＬ　 541-0203　ＦＡＸ　 543-2625

島田　恵三　橋本屋商店
　　　　　　滝馬室1274
　　　　　　ＴＥＬ　 541-0343　ＦＡＸ　 541-0343

大島　征二　㈱不二電工
　　　　　　氷川町40-8
　　　　　　ＴＥＬ　 541-0393　ＦＡＸ　 543-0896

野原　和江　フレンドマート角屋
　　　　　　松原2-6-5
　　　　　　ＴＥＬ　 541-7937　ＦＡＸ　 541-7937

田間宮
１１名

久保田晴利　㈱日新テック
　　　　　　大間1-6-12
　　　　　　ＴＥＬ　 596-4597　ＦＡＸ　 596-4597

岡野　浩一　㈱岡野工務店
　　　　　　糠田1460-1
　　　　　　ＴＥＬ　 596-0044　ＦＡＸ　 597-0327

加藤　正二　加藤梱包運輸㈱
　　　　　　宮前199
　　　　　　ＴＥＬ　 596-0349　ＦＡＸ　 596-8017

須藤　真平　㈲シンセイ
　　　　　　宮前84-1
　　　　　　ＴＥＬ　 597-0201　ＦＡＸ　 596-9102

成塚　常吉　㈱成塚鳥屋
　　　　　　宮前491
　　　　　　ＴＥＬ　 596-0345　ＦＡＸ　 596-1315

畑中　眞一　畑中酒店
　　　　　　登戸383-1
　　　　　　ＴＥＬ　 596-2977　ＦＡＸ　 596-2909

田中　俊輔　㈲協和管理
　　　　　　宮前583-4
　　　　　　ＴＥＬ　 595-2570　ＦＡＸ　 596-1488

鴻巣市商工会　総代一覧
※平成３０年₃月、₄月開催の地区総会にて選任された総代各位を紹介致します。 就任　平成３０年₆月₁日

任期　平成３３年₅月末日
（敬称略・順不同）



吉田　芳章　㈲よしだ
　　　　　　栄町6-19
　　　　　　ＴＥＬ　 544-1501　ＦＡＸ　 544-1501

髙木　　清　兼六舎
　　　　　　堤町14-18
　　　　　　ＴＥＬ　 596-8516　ＦＡＸ　 596-8596

奥田　晃一　㈱オクダ
　　　　　　糠田2937
　　　　　　ＴＥＬ　 596-5551　ＦＡＸ　 596-4977

熱田　　稔　㈲大国屋商店
　　　　　　栄町6-22
　　　　　　ＴＥＬ　 541-0864　ＦＡＸ　 543-3167

笠原　常光
１０名

石綿　　弘　経堂コンクリート㈱
　　　　　　笠原4869
　　　　　　ＴＥＬ　 541-3019　ＦＡＸ　 541-3137

栗原　幸男　㈲YHファームこうのす
　　　　　　笠原2535
　　　　　　ＴＥＬ　 541-1599　ＦＡＸ　 541-1599

梶山喜美夫　梶山工業㈱
　　　　　　郷地431
　　　　　　ＴＥＬ　 541-1725　ＦＡＸ　 543-3166

篠田　昭夫　㈱武駒産業
　　　　　　常光1469-1
　　　　　　ＴＥＬ　 541-5848　ＦＡＸ　 542-4952

宮澤　一雄　㈲宮沢造園
　　　　　　笠原1723-1
　　　　　　ＴＥＬ　541-1814　ＦＡＸ　 541-1814

樋口　富之　樋口工業㈲
　　　　　　常光1400-4
　　　　　　ＴＥＬ　 541-5383　ＦＡＸ　 541-6963

榎本　公枝　高見商店
　　　　　　下谷1116
　　　　　　ＴＥＬ　 541-3858　ＦＡＸ　 542-3092

中根正治郎　㈲橋場商事
　　　　　　上谷1400-1
　　　　　　ＴＥＬ　 541-4111　ＦＡＸ　 542-1552

林田　彌平　㈲明神プラスチック
　　　　　　上谷1893-1
　　　　　　ＴＥＬ　 543-1156　ＦＡＸ　 543-1156

松本　幾夫　㈲アイ・エムサンクリーン
　　　　　　安養寺280
　　　　　　ＴＥＬ　 541-3432　ＦＡＸ　 541-2835

箕田
１５名

小林　忠司　㈱フラワーロジテム鴻巣
　　　　　　寺谷125
　　　　　　ＴＥＬ　 596-7567　ＦＡＸ　 596-7568

鈴木　征大　鈴木自動車工業㈱
　　　　　　箕田30
　　　　　　ＴＥＬ　 596-5581　ＦＡＸ　 596-5599

成澤　彬暢　㈱鴻巣花壇(パンジーハウス)
　　　　　　寺谷145-1
　　　　　　ＴＥＬ　 596-8122　ＦＡＸ　 596-5181

成塚　孝夫　㈲ボディーピット
　　　　　　箕田4132-2
　　　　　　ＴＥＬ　 597-1116　ＦＡＸ　 597-1127

岡部　　浩　雪印メグミルク箕田販売店
　　　　　　箕田362-18
　　　　　　ＴＥＬ　 596-1723　ＦＡＸ　 597-2788

岡村　秀樹　岡村電気商会
　　　　　　箕田298-1
　　　　　　ＴＥＬ　 596-0019　ＦＡＸ　 596-7235

髙橋　　勲　髙橋建興㈱
　　　　　　箕田309
　　　　　　ＴＥＬ　 596-1936　ＦＡＸ　 596-8052

成澤　勝司　㈲フラワーなりさわ園
　　　　　　箕田1925
　　　　　　ＴＥＬ　 596-0884　ＦＡＸ　 596-1125

川島　　剛　㈲箕田製凾所
　　　　　　箕田4205
　　　　　　ＴＥＬ　 596-0140　ＦＡＸ　 596-0140

関根　雅典　㈲関根製作所
　　　　　　箕田439
　　　　　　ＴＥＬ　 596-0056　ＦＡＸ　 596-9688

成塚　賢一　㈱こころ
　　　　　　箕田4191
　　　　　　ＴＥＬ　 597-3556　ＦＡＸ　 597-3556

島田　　学　光自動車工業所
　　　　　　箕田3994-1
　　　　　　ＴＥＬ　 596-3066　ＦＡＸ　 596-3854

寺澤　銀三　㈲和風レストランとき
　　　　　　箕田4043-1
　　　　　　ＴＥＬ　 596-1523　ＦＡＸ　 596-2313

伊藤二三男　㈲伊藤商店
　　　　　　箕田64-1
　　　　　　ＴＥＬ　 596-0014　ＦＡＸ　 596-5516

中村　　明　中村税理士事務所
　　　　　　愛の町130
　　　　　　ＴＥＬ　 596-2517　ＦＡＸ　 596-7101

小谷　前砂　明用
三免町　榎戸　荊原　南

吹上富士見　大芦
１１名

根岸　正広　根岸輪業
　　　　　　前砂90-1
　　　　　　ＴＥＬ　 548-0803　ＦＡＸ　 548-0952

芝嵜　和好　シバサキホーム
　　　　　　小谷2161
　　　　　　ＴＥＬ　 548-5363　ＦＡＸ　 548-5813

羽鳥てる子　羽鳥社会保険労務士事務所
　　　　　　前砂770
　　　　　　ＴＥＬ　 549-0122　ＦＡＸ　 549-0164

橋本　　豊　橋本自動車板金塗装工場
　　　　　　前砂129-1
　　　　　　ＴＥＬ　 548-1557　ＦＡＸ　 548-1873

岡田　　樹　㈲岡田製作所
　　　　　　榎戸2-1-6
　　　　　　ＴＥＬ　 548-0154　ＦＡＸ　 548-9577

平山　利文　富士電機機器制御㈱吹上事業所
　　　　　　南1-5-45
　　　　　　ＴＥＬ　 548－1111

三浦　勇一　㈲魚七
　　　　　　南1-22-5
　　　　　　ＴＥＬ　 548-5911　ＦＡＸ　 548-5911

栁　健太郎　㈲柳建設
　　　　　　大芦809
　　　　　　ＴＥＬ　 548-0530　ＦＡＸ　 549－0050

持田　友吉　医療法人社団聖和会持田歯科医院
　　　　　　南1-21-9
　　　　　　ＴＥＬ　 548-7270

黒岩健一郎　吹上富士見郵便局
　　　　　　吹上富士見3-8-5
　　　　　　ＴＥＬ　 548-6541　ＦＡＸ　 548-7448

兼杉　琢磨　㈲かねすぎ商店
　　　　　　三町免7
　　　　　　ＴＥＬ　 548-2543　ＦＡＸ　 548-1290

吹上本町１・２　鎌塚１
筑波　下忍　袋

９名

小池　庫司　㈲MBPJＡPＡN
　　　　　　下忍3497
　　　　　　ＴＥＬ　 548-6969　ＦＡＸ　 548-6909

新　　　保　あたらしや酒店
　　　　　　鎌塚1-2-6
　　　　　　ＴＥＬ　 548-0045　ＦＡＸ　 548-8245

大久保孝子　㈲大久保薬局
　　　　　　筑波2-1-2
　　　　　　ＴＥＬ　 548-6742　ＦＡＸ　 548-6742

清水　貞司　朝日電機商会
　　　　　　筑波2-4-40
　　　　　　ＴＥＬ　 548-4421　ＦＡＸ　 547-7770

小林　孝行　だんご屋商店
　　　　　　吹上本町2-1-5
　　　　　　ＴＥＬ　 548-2074　ＦＡＸ　 548-7925

林　　武義　林商店
　　　　　　吹上本町2-19-13
　　　　　　ＴＥＬ　 548-2552　ＦＡＸ　 548-2552

丸岡　章二　㈱有田ユニテム
　　　　　　袋1076-3
　　　　　　ＴＥＬ　 549-2611　ＦＡＸ　 549-2619

吉田　晴男　吉田ショップ吹上
　　　　　　吹上本町1-2-8
　　　　　　ＴＥＬ　 548-0213　ＦＡＸ　 577－7247

川島千恵子　（医）ＭＳＡエクセス村越外科
　　　　　　吹上本町1-4-13
　　　　　　ＴＥＬ　 548-0048　ＦＡＸ　 549-1300

鎌塚２・３・４・５
新宿　北新宿

１０名

吉田　幸司　㈲吉田商店
　　　　　　吹上本町3-10-10
　　　　　　ＴＥＬ　 548-0221　ＦＡＸ　 548-2186

青木　英夫　青木製作所
　　　　　　吹上本町4-9-20
　　　　　　ＴＥＬ　 548-1551　ＦＡＸ　 548-1551

廣原三樹男　江戸廣鮨
　　　　　　鎌塚3-4-1
　　　　　　ＴＥＬ　 548-2650　ＦＡＸ　 548-3515

関根　秀信　㈲フラワーショップせきね
　　　　　　鎌塚1775-5
　　　　　　ＴＥＬ　 549-0187　ＦＡＸ　 549-2888

内田　英之　吹上セレモニー
　　　　　　吹上本町4-13-6
　　　　　　ＴＥＬ　 548-0244　ＦＡＸ　 580-5585

塚越幸三郎　三備企画
　　　　　　吹上本町4-11-14
　　　　　　ＴＥＬ　 548-0131　

小林　孝夫　㈲たけや食堂
　　　　　　吹上本町4-7-5
　　　　　　ＴＥＬ　 548-0245　ＦＡＸ　 548-0322

古山　　勲　㈲フルヤマ
　　　　　　鎌塚3-9-12
　　　　　　ＴＥＬ　 548-7299　ＦＡＸ　 548-7880

福嶋　　尊　福嶋電気㈱
　　　　　　鎌塚3-6-22
　　　　　　ＴＥＬ　 548ー2391　ＦＡＸ　 548-1295

澤本　正彦　大丸クリーニング商会
　　　　　　鎌塚1056-2
　　　　　　ＴＥＬ　 548-5544　ＦＡＸ　 548-5913

川里
１６名

秋山　孝夫　秋山保険事務所
　　　　　　屈巣3547-2
　　　　　　ＴＥＬ　 569-3151　ＦＡＸ　 569-3150

弓田　一郎　㈱オオヒラ
　　　　　　赤城台362-27
　　　　　　ＴＥＬ　 569-1131　ＦＡＸ　 569-1134

朝見　卓也　㈲アサミ・グリーンプランツ
　　　　　　屈巣4179
　　　　　　ＴＥＬ　 569-0141　ＦＡＸ　 569-2155

今井　義治　㈲今井工務店
　　　　　　広田2372-2
　　　　　　ＴＥＬ　 569-0167　ＦＡＸ　 569-0167

森田　　勲　㈲森田外壁工業
　　　　　　広田2912-5
　　　　　　ＴＥＬ　 569-3433　ＦＡＸ　 569-3450

大塚　佳之　福井耐火㈱
　　　　　　広田3051
　　　　　　ＴＥＬ　 569-0069　ＦＡＸ　 569-1764

中島　安啓　はなまる自動車㈱
　　　　　　屈巣2706-5
　　　　　　ＴＥＬ　 569-5101　ＦＡＸ　 577-5244

大山　　薫　㈲大山モータース
　　　　　　広田3173-4
　　　　　　ＴＥＬ　 569-0031　ＦＡＸ　 569-2350

松崎　光隆　ブルーベリーファームかわさと
　　　　　　赤城733
　　　　　　ＴＥＬ　 569-0376　ＦＡＸ　 569-1049

間中　政好　㈲マナカ生花
　　　　　　屈巣4612
　　　　　　ＴＥＬ　 542－9260　ＦＡＸ　 542－8128

川邉　真一　㈱マルカ商事
　　　　　　屈巣2628-1
　　　　　　ＴＥＬ　 569-2110　ＦＡＸ　 569-2141

岩間　俊和　㈲共栄ファクトリー
　　　　　　新井243-1
　　　　　　ＴＥＬ　 569-2222　ＦＡＸ　 569-3000

川邉　城治　㈱貢建工業
　　　　　　屈巣2525
　　　　　　ＴＥＬ　 569-2825　ＦＡＸ　 580-5679

程塚　正敬　東屋酒店
　　　　　　広田3016
　　　　　　ＴＥＬ　 569-1182　ＦＡＸ　 569-2512

坂本　　晃　坂本園芸
　　　　　　赤城168
　　　　　　ＴＥＬ　 569-0825　ＦＡＸ　 569-0825

小熊　宏一　㈲小熊建材
　　　　　　境836
　　　　　　ＴＥＬ　 569-1222　ＦＡＸ　 569-3444

吹上本町３・４・５　鎌塚 


