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新型コロナウイルスで影響を受ける事業所の皆様へ

持続化給付金とは？…

持続化給付金

新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、
事業全般に広く使える給付金を支給する経済産業省の施策となります。

給付額は？…
中小法人等は200万円、個人事業者等は100万円　※ただし、昨年１年間の売上からの減少分を上限とします。

申請の対象期間は？…
令和2年5月1日～令和3年1月15日迄

申請の対象期間は？…
令和２年８月７日～令和３年２月１５日迄

給付額は？…
補助率：月額支払家賃の１／１５の６ヶ月
上限額：２０万円　（建物の賃貸借契約が２件以上ある場合は３０万円）

法人に最大600万円、個人事業主に最大300万円を一括支給

給付対象の主な要件は？…
１． 新型コロナウイルスの感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月対比で５０％以上減少
２． 2019年以前から事業による事業収入（売上）を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者
３． 法人の場合は、 ①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、
  ②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者。
  ※2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例があります。
  ※一度給付を受けた方は、再度給付申請はできません。

詳細は右記URLからアクセスしてご確認下さい。　https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

家賃支援給付金とは？…

家賃支援給付金

５月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃（賃料）の負担を軽減する給
付金を支給する経済産業省の施策となります。

支給対象は？…
下記①②③すべてを満たす事業者
①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者※
　※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象
②５月～１２月の売上高について　・１ヶ月で前年同月比50％以上減少または、　・連続する３ヶ月の合計で前年同期比３０％以上減少。
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い

申請の対象期間は？…

給付額は？…

令和２年７月１４日～令和３年１月１５日迄です。なお電子申請の締め切りは令和3年１月１５日の２４時迄。締め切りまでに申請の受付が
完了したもののみが対象となります。　※上記は、8月28日時点の予定期間となります。

給付額の算定方式等詳細は右記URLからアクセスしてご確認下さい。　https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html

申請方法等詳細は下記URLからアクセスしてご確認下さい。また、オーナー向けの支援もありますので併せてご確認下さい。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0802/yachinshien/index3.html#tenant

概要は？…

埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金（賃借人）

埼玉県では新型コロナウイルスの影響により、厳しい経営状況に置かれている県内中小企業・個人事業主等の家賃負担軽減の支援を行います。

支給対象は？…
主な要件として
①埼玉県内にある建物、土地等を事業目的で賃借している。
②５月から１２月の売上が　・いずれか１ヶ月で前年同月比５０％以上減少　・連続する３ヶ月の合計で前年同期比３０％以上減少
③２０１９年の月平均売上が１５万円以上ある。（法人の場合は前事業年度（２０１９年４月から２０２０年３月までの間に末日がある事業年度））
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蓮田エール飯事業チラシ

商 業 部 会

☆蓮田エール飯事業（新型コロナウィルスの影響で
　ダメージを受ける飲食店等支援事業）実施中
　商業部会では新型コロナウィルスの影響拡大により、飲食店を中
心に景気の低迷が続く状況を少しでも打破するために、売上減少対
策として各飲食店が実施する飲食物の持ち帰り（テイクアウト）の取
り纏めを行い、あらたにwebページを立ち上げ、事業者と消費者を
繋ぐ橋渡しの事業を実施しています。

令和2年度中　街バル事業（白岡市商工会との共催）
※詳細は改めてご案内申し上げます。（新型コロナウィルスの影響により上記事業の予定を変更する場合があります）

本年の商業振興事業の予定

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

№
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№
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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28
29
30

№
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

相撲料理あきたや
アワトロ龍宮
魚庄　別館
魚庄　本店
ゑんぎ屋
エンギヤ離れ
オズダイナー
Café loup Az
カレーハウス CoCo 壱番屋 蓮田駅東口店
寿司ダイニング菊川
串蔵
ビストロ グルナッシュ
クワトロフォリオ
ごち屋
彩々楽

食道楽
蕎麦ダイニング　空楽
ちょりちょり蓮田店
炉端炭火焼　灯楽や
旬肴酒家どん呑
ラクレットチーズ専門店 ハスダバル
Hono Buono! （ホノボーノ!）
ブラッスリー みちくさ
ムンバイフレーバー
ラーメンてつ
らーめんまんぼう
アンジェヴェール
寄合処　縄文庵
香風のぐち 東口店
香風のぐち 本店

㈱須賀酒販
だんごのたかの蓮田店
テイクアウトカフェ松尾商店
パン工房 ハックルベリー
プティバランス
はすだこ
中華ダイニング　はな花
トラットリア・ナトゥーラ
kitchen Flavor
森のレストラン　すっぴん
オクラ
QuiQui渋谷農園

事業所名 事業所名 事業所名

☆エール飯参加店一覧表
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工 業 部 会

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

有限会社  ヨシダ有限会社  ヨシダ

ハギワラ株式会社ハギワラ株式会社

　弊社は、プラスチック機械加工で水質測定器や化粧品容器の加工を自社で製作しています。
マシニングセンター・NC旋盤などの機械で金型から成形加工まで一貫して行い正確な製品作りを提案し、製品
の良さで多くの会社より厚い信頼を頂いております。
　この度のコロナウイルス（インフルエンザ・ノロ含む）などの感染予防対策として蛇口と指先との接触を避け
るため、水道のレバーハンドルを製作しました。
金属や金物では長く突き出していれば危険ではないかと考えプラスチック製としました。
多少の柔らかさや弾力があるため大きな怪我に繋がりにくくなります。
また、同時期に「生たまご分離カップ」生産に入り、上から落とすことで黄身と白身が面白いように分離しこちら
も好評です。

有限会社  ヨシダ
代表取締役　吉田　喜一
蓮田市西城1-81-2　TEL：048-765-8787
MAIL：k-yo@basil.ocn.ne.jp

ハギワラ株式会社
蓮田市黒浜1899-7
TEL：048-768-4788
FAX：048-769-6592
URL：http://hagiwara-inc.jp/
営業時間　8：00 ～17：00
定 休 日　日曜、祝日、土曜不定休

事業所PR事業所PR

事業所PR事業所PR

建 設 業 部 会

　ハギワラ株式会社は「水廻りのホームドクター」として48年
間地域にお住いの皆様が安心して暮らせるよう、トイレや
キッチン、浴室など水廻りの修理・施工を行っています。
新築、リフォーム、修理をお考えの方はご相談ください。
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　青年部員の規定が改正され、会員の営む事業に従事する満45歳以下の親族若しくは後継者と認められる者は
青年部加入が可能となりました。熱意のある幹部候補生や女性経営者・後継者さんを募集しておりますので、多くの
ご紹介ご推薦をお待ちしております。青年部では、コロナ禍の影響で現在事業が出来ておりませんが、現役部員の
事業所所在地を紹介する「事業所MAP」の作成や献血事業など出来る事業を見つけて取り組んでおります。是非、
皆様のご参加をお待ちしております！

青年部員募集のお知らせ

　いつもお世話になっております。部長に就任しまして2年目を迎えました茶畑と
申します。宜しくお願い致します。先ず先日、令和2年5月18日の青年部通常総会
（書面議決）におきましてすべての議案が滞りなく審議・承認されました事をご報告
申し上げます。
　私は、今年度のスローガンも「新風」を掲げ、青年部の皆様と共に新しい追い風を
吹かせればと思います。昨年度は部員拡大を一番の目標に掲げて、喜ばしい事に
１２名の新入部員を迎えることが出来ました。１２名の新入部員が入部した事により
県内で２位の部員増加数となり埼玉県商工会青年部連合会より表彰状を頂くことが
できました。また、経営革新推進部門でも目標達成率において第５位に入り、こちらも表彰状を頂くことができました。
昨年度表彰状を頂けたのは諸先輩方や関係各所の皆様、現役部員の仲間の協力により達成できたと考えております。
この場をお借りして御礼申し上げます。今年も部員増強に１番力を注ぎたいところではございましたが、現在のコロナ
禍の状況を鑑み、中々思うようにできていない事が事実です。今年度は先程、申し上げた通り新型コロナウィルス感染
症拡大の防止の為、青年部事業、お祭り、イベント等が自粛を余儀なくされております。しかし私達商工会青年部は
団結力を高めていつでも地域貢献、青年部事業を出来るように準備を進める様取り組んで参りますので、引続き
皆様のご指導ご鞭撻を頂きながら地域の繁栄は自分たちの喜びと感じながら青年部活動に力を尽くしていく所存です。

青年部部長　茶畑正一 ㈱シィー・ビーケー

　7月3日（金）に蓮田駅東口ロータリーにて、日本赤十字様協力のもと献血事業が開催されました。
　今年は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、他事業が中止になる中、献血事業も開催自体が危ぶまれましたが、そ
のような状況下で献血希望者も減少しているということで、是非開催するべきと判断し、事業を開催することにしました。
　新型コロナウイルスの感染を拡大させてはいけないので、３密を避けた事業の実施が不可欠で、その点は、日本赤十
字様と献血の流れを確認し、できる限りの接触を避けるような配置・流れで事業を実施しました。また、今回は中央公
民館の屋内での受付・待機をやめ、駅前のロータリーにテントをたて、密室にならないように開放的な場所を作り実施
しました。
　当日の献血は9時から16時までと長丁場で、お昼頃から雨が
降るあいにくの天気となりましたが、４７名の献血希望者が
来てくださり、無事に目標に達することができました。新型
コロナウイルス感染症の拡大で大変忙しい中、運営を協力
して頂きました日本赤十字様にはこの場を借りて感謝申し
上げます。ありがとうございました。
献血事業は、諸先輩方から何十年も続いている公共性の非常に
高い事業になりますので、次年度に於いても、引き続き実施
していければと思います。皆様には引き続きご支援の程、何卒
宜しくお願いいたします。

青 年 部

献血事業　事業報告

部長挨拶
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（令和元年12月1日～令和2年8月31日）会員数 985名 
新会員紹介

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

蓮田総合法律事務所 蓮田市東6-3-9 048-878-9830 弁護士業
Rainbow Saloon（レインボーサルーン） 蓮田市東6-4-25 101号 090-8309-3605 飲食業（ハワイアンレストラン）
ひらばやし司法書士事務所 蓮田市馬込1-304 グランジュテ101 090-5513-6702 司法書士業
㈱ナガシマ 蓮田市蓮田3-136-1 048-812-4664 建築塗装
高橋電機商会 蓮田市馬込2-162 048-768-1364 電気工事・家電販売
ヘアーサロンエテ 蓮田市藤ノ木2-183 048-715-1894 美容室
荻野　百合子 蓮田市藤ノ木2-105 048-769-8410 アパート経営
大澤　勇希 蓮田市黒浜5029 048-768-5736 保険業
HONO BUONO！（ホノボーノ） 蓮田市黒浜4749-27 090-5577-0308 レストラン
セブン-イレブン蓮田閏戸店 蓮田市閏戸254-1 048-769-3447 コンビニエンスストア
佐藤商店 川口市芝高木1-12-4 ソルフロール202 080-4436-1800 移動販売車でのたこ焼き屋
明治安田生命保険相互会社大宮支社蓮田営業所 蓮田市東6-1-4 小和板ビル２F 048-768-7065 保険業
㈱誠建 蓮田市西城1-68 048-628-1799 内装仕上げ工事業
光の鳥 栃木県下野市上大領329-46 0285-52-2111 飲食業（やきとり、たこやき）
みらい靴店 草加市新善町188 048-942-3924 靴
ビショップハニュウ 所沢市久米1290-10 090-1557-3936 くつ下販売、玩具販売、衣料品販売
五十部みのり 草加市新善町181-3 090-4132-8051 卸売（バック、財布、パスケース）
元亀商店 蕨市錦町3-6-11 090-9363-6830 からあげ販売
合同会社　BPRサービス 蓮田市江ヶ崎1961-7 070-7777-5489 BPR（業務改革）関連のコンサルティング及びツールの提供
（一社）蓮田市農商工連携推進協議会 蓮田市東６-１-８ 048-769-1661 農産物の商品化における市場調査、商品企画及び販売の推進事業他
齋藤　進 蓮田市蓮田１-１１６ 048-768-2489 不動産貸付業
日の丸サンズ㈱ 蓮田市大字川島370 048-731-8080 飲食サービス業、土産物産販売業
関東職人共済 蓮田市閏戸2882-5 080-3273-4043 塗装業
㈲東建具 蓮田市東4-2-5 048-768-0430 建具及びクロス及びリフォーム業
tomoko-make 蓮田市蓮田4-19-4 090-4661-6158 ヘアメイク
中村技術士事務所　中村憲一 蓮田市桜台2-14-3 048-769-5085 コンサルタント業（技術士）
NKアシスト㈱ 蓮田市根金448-3 048-766-2240 とび工事業
まいど屋 蓮田市蓮田4-40　グリーンハイツ206 080-6115-5106 飲食業（たこやき等）
㈱460’s 蓮田市西新宿3-77-3 048-797-7632 建設業
アルファクラブ武蔵野㈱ 蓮田伊奈A（営）細田開発 北足立郡伊奈町大字小室2268-131 048-724-3610 冠婚葬祭　互助会
ハウスクリーニング　まごころ 蓮田市馬込1-116 048-878-8328 ハウスクリーニング
㈱Bell wether 蓮田市黒浜623 090-7178-9164 企業事務委託請負、企業経営コンサル
プレイフェア㈱ 蓮田市井沼742-4 048-766-0088 小売業（PC等）
WAX脱毛サロンKoKo 蓮田市蓮田1-255　ヴィラ蓮田２０２ 070-4393-7071 ワックス脱毛サロン
㈲オートプラザ・ストリーム 蓮田市根金1253-1 048-766-8343 自動車販売、修理
一期一会  蓮田市東6-2-3 048-797-5892 貴金属　金券時計などの買取

事業所名 所在地 電話 業種

女 性 部

女性部活動に参加しませんか！
　蓮田市商工会女性部では、女性ならではの特性を生かし、商工会事業への協力や身近な課題の研修会・
講習会を通じて、商工業の発展や地域社会への奉仕、また自らの資質向上に努めています。
“明るく元気に！”をモットーに、より一層の進展となるよう努力してまいります。 
みなさんもご一緒に活動してみませんか。
お気軽に女性部活動にご参加下さい。
【入 会 資 格】 商工会の会員事業所の女性経営者または会員事業主の親族で、
　　　　　　　 事業に従事している女性です。
【年 会 費】 2,400円
【問い合わせ先】 商工会事務局女性部担当まで。
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HONO BUONO！HONO BUONO！

Rainbow SaloonRainbow Saloon 　6月13日オープン致しましたハワイアン｠カフェ・レストラン｠オーナーの
寺田と申します。蓮田在住ながらハワイに縁有りまして、ローカルの
お料理やドリンクを再現してご提供させて頂いております。
　ガーリックシュリンプやモチ粉チキンなど日本の方にもご飯と一緒にお
召し上がり頂けるプレートランチは皇室献上、昨年度の農林水産大臣賞
受賞農家のお米や低農薬で育てた淡路
島の玉ねぎ、宮城県の竹取赤たまごな
どを使用しており、美味しい&安心を
モットーとしております。ドリンクはハワ
イ｠カウアイ島の珈琲や自家製のジン
ジャーエール、レモネードが人気です。
　日々のリセットにご来店頂けたら幸
いです。

WAX脱毛サロンKoKoWAX脱毛サロンKoKo 　蓮田の皆様こんにちは。
5月に蓮田1丁目にオープンいたしました「WAX脱毛サロンKoKo」です。
思春期のお子様からシルバー世代まで皆様のムダ毛に関するお悩みに
寄り添うワックス脱毛のプライベートサロンです。
　お一人お一人のムダ毛の悩みは様々です。プライベートサロンですの
で周りを気にせずゆっくりとくつろぎながらキレイでつるつるのお肌を提
供いたします。普段頑張っ
ているママ達もお子様連
れでOKです♪老若男女
問わずストレス社会！いろ
んなお悩みもムダ毛と一
緒にワックスですっきりし
てみてはいかがですか？

一期一会一期一会
　埼玉県 蓮田市 東口 駅前通りにある買
取専門店の一期一会です。
　当店はブランド、切手、金券、時計、お酒な
ど様々なお品物を取り扱っております。
　また、経験豊富な査定士が常駐しており、
いつでもお客様のご来店を心よりお待ちし
ております。
　大量な切手やお酒があり、お店に持って
いくのが困難な場合は、便利な出張買取も
ご用意しておりますので、お気軽にご相談く
ださい。

　昨年１１月にオープンしました！ 蓮田市黒浜にありますピザがメインのイタリアンレストラン 
HONO BUONO！ です。自宅の一階部分を改装して作った小さなお店です。心のこもったお料
理とおもてなしを大切に笑顔いっぱいのお店にしたいと思っています！ ピザ各種５００円～。ピザ
の大きさは約２５cmくらいです！ 店内席数６名様くらい（一組様でほとんど貸し切りになりま
す！）お店が小さいのでご来店の際はお電話にてご連絡をいただけるとありがたいです！ 全部の
商品テイクアウト！ お持ち帰りできます。定休日 水曜日 営業時間10時～20時位まで！ 定休日
でも前もってご予約をいただければテイクアウトでも営業させていただきますのでご連絡お待ち
しております！ よろしくお願い致します。

HONO BUONO!
（3階建て白い建物です）

県道　蓮田・杉戸線 至　岩槻方面→

トーモク
グランド

黒浜
小学校

黒浜
中学校

←至　蓮田駅方面

JA

コンビニ

長崎第3自治会館

黒浜郵便局

HONO BUONO！
〒349-0101 
蓮田市黒浜 4749-27 
電話 090-5577-0308　
営業時間　10：00 ～20：00　定休日　水曜日　

Rainbow Saloon
〒349-0111　
蓮田市東6-4-25-101
電話 048-795-7570
https://rainbowsaloon.owst.jp/
営業時間　10：00 ～14：30　15：30 ～21：00
定休日　木曜日、年末年始　

WAX脱毛サロンKoKo
〒349-0115
蓮田市蓮田1丁目255番地ヴィラ蓮田202
営業時間10：00～21：00（最終予約20：30）
定休日　月曜日

一期一会
〒349-0111　蓮田市東6-2-3　
電話 048-797-5892
営業時間 10：30～18：30　不定休

鳥貴族

蓮田
オークプラザ

ハスダパルハスダパル

串蔵串蔵ナビ個別指導
学院

一期一会やない文具
エンギヤ離

三菱UFJ
銀行

蓮田マイン
Pianta

サイクルポート
蓮田
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行事予定

◆10月以降の主な事業
　10月7日（水）～毎週水曜日「埼玉働き方改革推進支援センター」個別相談会（14時～16時）予約制
　11月9日（月）会員親睦ゴルフ大会（中止の場合あり）
　12月　イルミネーション点灯予定（点灯時期は調整中）
　2021年1月8日（金）新春賀詞交歓会（中止の場合あり）

※開催日が決まっているものだけ掲載してあります。
※毎月の第４日曜日（9:30 ～ 11:00）は年金、労災、税金、相続・遺言、任意後見、転職、脱サラ等の無料相談日。
　（共催：蓮田ワーカーズサポートクラブ）

　令和２年度は新型コロナウイルス感染防止対策の影響でイベント・研修会等の開催につきましては原則中止となります。

　商工会が地域の発展と魅力ある「蓮田の街づくり」を進めるためには、商工会組織率の向上が極めて重要であると
考えられます。
　そこで、商工会では下記のとおり加入推進期間をもうけ会員増強運動を行うこととなりました。取引先やお知り
合いで、商工会に未加入の事業所がありましたら、私どもに是非ご紹介ください。事務局にお声掛け頂ければ、職員が
詳しい説明に伺います。
　また、ご紹介いただいた事業所が、ご加入頂いた際には、薄謝を用意しております。
　是非、ご協力くださいますようお願いいたします。

●加入推進期間　令和２年９月１日～１２月３１日
●目 標  件  数　３０件
●特　　　　典　推進期間は加入金（2,000円）免除
●そ  の  他　紹介者には、謝礼を差し上げます。

会員増強運動
令和２年度

取引先やお知り合いの事業所をご紹介ください

◆日本政策金融公庫 （利率は８月３日現在のものです。）

（利率は４月１日現在のものです。）

限度額 期　間 利　率

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

普通貸付 4,800万円（運転）・7,200万円（設備）

3,000万円(うち運転資金1,500万)

2,000万円

学生1人につき350万円

運転5年・設備10年

運転5年・設備10年

運転7年・設備10年

15年以内

2.16%～

2.46%～

1.21%

1.70%

事業を営む方(ほとんどの業種の方が利用いただけます)

税務申告を２期終えていない方

商工会の経営指導を受けている方

ご融資の対象となる学校に入学・在学される方の保護者教育一般貸付
「国の教育ローン」

新創業融資貸付
経営改善貸付
（マル経融資）

◆埼玉県制度融資

限度額 期　間 利　率 保証料

事業資金一般貸付（保証人 原則不要）

小規模事業資金（担保・保証人 原則不要）

経営安定資金（保証人 原則不要）

女性・若者起業家支援貸付（保証人 原則不要）

借換資金（新規運転資金追加可）（保証人 原則不要）

5,000万円（運転）・6,000万円（設備）

2,000万円（運転・設備合わせて）

5,000万円

1,500万円(運転・設備合わせて)

1億円

運転7年・設備10年

運転7年・設備10年

運転7年

運転7年・設備10年

運転10年

1.20%～

1.00%～

1.00%

0.70%～
金融機関
所定利率

0.45%～1.64%以内

0.50%～1.76%以内

0.80%

0.90%

0.45%～1.64%以内

事業資金のご相談は、商工会へ

※金融機関所定利率の資金、経営安定資金及び経営あんしん資金を除いた全資金について融資期間別の利率設定が行われています。
※その他、各種融資制度がございます。お気軽にご相談ください。

※最新金利は「日本政策金融公庫」ホームページ　http://www.jfc.go.jp/をご覧ください。

広報・ＩＴ委員会：伊澤、金子、渡辺、星野、舟山、吉川、中島、加藤、浅田、箭内、茶畑、清水、金井


