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新座市新庁舎にて

偶然にも２人の『まさる』さんが顔となった今

回の勉強会。「新座を知り市長へ声を届ける」

をテーマとして取り組みました。

「就任してから実行してきたまちづくり」「こ

れからのまちづくり（快適未来都市）」につい

て並木市長よりご講演頂き、改めて新座の現状

を知る良いきっかけになりました。お話の中で

青年部員各々が、自分達の立場からどう捉えて

いくべきかを考えた一日となりました。

新座市⾧

並木 傑（まさる）様
市⾧と一緒に街づくり委員会

委員⾧ 森 優（まさる）



動き出すつながり

ふるさと新座館にて青年部主催の第３回

もぐもぐアートフェス。どのブースも人

で溢れ、体験コーナーも大人気。青年部

はポップコーンの販売を行い子供たちの

笑顔もはじけます！約4,000人という本

当に多くの方々にご来場いただき、あり

がとうございました！

2017.11.03
サンタがおうちに

毎年恒例となった大変アットホームなイ

ベント。300名限定募集に約2週間とい

う早さで応募締切となりました。子供た

ちの様々な反応を楽しみにサンタは次の

お宅へ。温かいメッセージをくださった

方も大勢いて、来年もまた笑顔を届けら

れるように頑張ります！

2017.12.24
新しい気持ちで

2018年最初の青年部活動となる勉強会

と新年会。勉強会は市役所新庁舎にて、

新年会はベルセゾンにて開催。新年会で

は羽根つきを実施して参加者の厄除けを

祈願しました。素敵な一年の幕開けに相

応しく、新しい気持ちで2018年を迎え

る事が出来ました。

2018.01.08

ボッチャバー

朝霞、和光、志木の商工会青年部との交

流事業を新座主幹で開催。パラリンピッ

ク競技のボッチャを体験しながら交流を

深め障がい福祉を知る機会にする目的で

す。四市混成チームで白熱した試合に！

優勝チームには障がいのある方達が作っ

たワインや珈琲等が贈呈されました。

2018.01.18

研修旅行 in 四国

人・企業の想い伝承を学ぼうをテーマに

実施。一日目は今治タオルの視察研修を

始め、日本の100名城である松山城見学。

二日目は香川にてうどん作りや金刀比羅

宮参拝、栗林公園散策など盛りだくさん

の内容でした。研修旅行で学んだことを

今後に活かすことを約束して解散！

2018.01.27 ~ 01.28
Let’s坐禅

平成29年度ラスト事業！来年度に向け

身も心も整えよう、という目的で新座市

睡足軒の森で『はじめての坐禅講座』を

受講。始めは緊張もありましたが平林寺

僧堂教育研修室のご協力でリラックスし

た中で精神統一が出来ました。来年度に

向けて、良いスタートとなりそうです！

2018.02.16



裕健工業

新座市を拠点に外構工事、土木工事を営んでおります。外構土木

工事とは何もない更地の状態から計測、位置だしをおこない一つ

一つ作り上げていきます。そんな仕事に日々邁進しております。

そんな最初は更地だった青年部活動も一つ一つ仲間を作りあげて

楽しんでおります。

今回のテーマは「建」

ゆうけんこうぎょう
営業時間 8:00～17:00 定休日 日曜日
新座市野火止3-13-18 TEL 048-477-7428

◆想い伝承委員会 関根 裕之 ㈱山本塗装店

塗装の事ならどんな小さな事でもお気軽にご相談下さい！お客様

目線で、納得のお仕事をお約束します！祖父の代から70年以上新

座で営業し、一般建築塗装の高い技術で心のこもった丁寧な仕事

を日々心がけ、その仕事の質の積み重ねにより近隣の皆様より信

頼を頂いています。青年部でも地元に貢献していきたいです！

やまもととそうてん
営業時間 8:00～18:00 定休日 日曜日
新座市東北2-2-7 TEL 090-5401-9939

◆地域創造委員会 山本 潤

㈱田嶋板金
屋根と雨漏れのプロとして創業40年を迎えることができました。

お客様の家を雨漏れから守るために日々技術を磨いております。

屋根・外壁・雨漏れでお困りのことがございましたら何でもご相

談ください！また、新座市商工会青年部の一員としても地域や部

員の皆様のためにも少しでも力になれるように頑張ります！

たじまばんきん
営業時間 8:00～17:00 定休日 日曜日・祝祭日
新座市道場1-8-12 TEL 048-477-1579

◆社会福祉委員会 田嶋 囲式 ㈱西木場工務店
新座生まれ新座育ち、育児も新座でやっています。商工会青年部

では普段の仕事では得られない考え方などを勉強させてもらって

います。仕事はリフォームや新築工事に留まらず、建物に関する

事であれば何でも相談OKです。2017年～『木と暮す家‘KITO’』

等の暮らしをプロデュースする wood place  を展開中です。

にしこばこうむてん
営業時間 9:00～19:00 定休日 日曜日（打ち合わせ可)
新座市野火止5-13-7 TEL 048-464-1018 URL https://www.woodplace.co

◆広報委員会 西木場 逸弘

(有)アクア設備工業

３０年ほど前から新座で水道及び設備工事業を営み、蛇口の交換

からライフラインに直結する上下水道工事等、幅広く事業展開さ

せて頂いております。青年部では各事業活動を通じ、同業異業を

問わず意見交換をして勉強しています。今後も新座の発展のため

に各事業を盛り上げていきます！

アクアせつびこうぎょう
営業時間 8:00～17:00 定休日 日曜日・祝祭日
新座市野火止6-15-9 TEL  048-479-0021

◆部員親睦研修委員会 野田 立 ㈱フラムハウス

新座市を中心に、不動産の売買・賃貸・管理を業として行ってお

ります。青年部活動でも仕事でも誠実で正直であることを心がけ

邁進していきます。もし不動産に関して解らない事や不安なこと

があればお気軽にご相談下さい。

フラムハウス
営業時間 10:00～18:00 定休日 水曜日、第1・第3・第5火曜日
新座市東北2-26-10-101 TEL 048-485-2855

◆市⾧と一緒にまちづくり委員会 森 優
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弊社は主に、建設業者様・お客

様よりご依頼を受け、新築住宅

【マンション・アパート・戸建

等】の給排水衛生設備工事を請

け負い、配管工事・機器の取り

付け等を申請から施行まで行っ

ております。また、給水装置指

定工事店でもありますので、緊

急漏水などに対応する委託業務

や、配水管布設工事【耐震工

事】等も行っております。皆様

の快適な暮らしを支えるライフ

ラインを、水道設備工事を通じ

維持向上に日々努めております。

お問合せ

福留立樹（ﾌｸﾄ゙ﾒﾘｯｷ）

070-5464-6480

45歳制導入

卒業年齢が40歳から45歳に引き上がりました。年齢

制限を気にされていた方、まだ遅くはありません。

これを機に、青年部で活動してみませんか。

女性青年部員拡大中

現在10名以上の女性部員がいます。女性が委員長を

務める委員会も複数あります。女性だから関係ない

と思っていた方、一緒に活動してみませんか。

全国トップを誇る部員数

100名を超える部員が在籍しています。これは全国

の商工会でもトップクラス。部員が多ければそれだ

け横のつながりが強くなります。歴代の新座市長も

青年部出身。若手同士の関係を密にして、現在未来

の新座市を盛り上げていきませんか。

お問い合せ先

新座市商工会事務局 048-478-0055

青年部員募集中！
～青年部は進化し続けます～

広報委員会よりご報告！
～広報コンクール特別賞受賞～

2018年2月11日に埼玉県内の商工会青年部の広報コ

ンクールにて特別賞を頂く事が出来ました。一年間

の短い期間でしたが、今年度の広報委員としてHPや

本誌の改善などを実施しました。引き続き青年部活

動にご支援、ご協力をお願い致します。

■日用品、洗剤、トイレタ

リー、清掃用品の卸売り

まとめ買いの個人宅様や、店舗、

会社様を主体に営業させて頂い

ております。

家庭用から業務用サイズの商品

と幅広く取り扱ってございます。

■たばこの小売り

紙巻たばこ、IQOS等珍しいたば

この注文販売も行っております。

商品のお見積もりのご相談など

お気軽にお問合せください。

お問合せ

TEL 048-479-6414

FAX 048-481-6136

受付 平日 10:00～19:00

営業担当 野島 泰雄

（有）シゲノ（有）福留設備工業 大西労務管理事務所

新座市野火止6-3-10

TEL 048-481-3000

FAX 048-478-3941
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