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私達、新座市商工会青年部は昭和 48 年の創部以来、多くの皆様に
支えられ今日に至っております。この場をお借りして改めて感謝申し上
げます。
本年度、新座市商工会青年部は、「想い」〜出会いと行動からはじ
まる未来創造〜

このスローガンのもと活動してまいります。私達、新

座市商工会青年部は、100 名を超える部員が所属しており、埼玉県内
で 1 番の部員数を誇っております。そんな恵まれた状況の中、これか
らの益々地域にとっても必要とされる団体となるために、青年部員一人
ひとりの「想い」を結集して、行動に移しこれからの新座市商工会青
年部、そして新座市の未来創造に繋げる１年にしていきたいと思ってお
ります。
一年間よろしくお願いいたします。
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リニューアルしました！

広告募集

第41回 新座市民祭り
産業フェスティバル
2017.10.07（土）〜10.08（日）

新座市商工会青年部のこちら
の場所に貴社の広告を掲載し
ませんか？この広報誌は商工
会員向けに郵送される他、商
工会館に3ヶ月間設置される
予定です。
広告費：1号あたり1枠5,000円

未来につないでいく産フェス

新座市商工会青年部のホーム

お問合せ

を青年部で盛り上げて参りま

ページが新しくなりました。

埼玉県新座市野火止1-9-62
TEL 048-478-0055

す！現在着々と準備を進めて

産業フェスティバルなどのイ

MAIL niiza@2134sci.or.jp

います。企画内容など詳しく

ベント情報や研修事業やボラ

はホームページ等でお知らせ

ンティア活動、交流会などの

致します。

情報をわかりやすく配信して
います。
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青年部員募集中！
〜青年部は進化し続けます〜
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青年部
お腹を見れば
中年部

青年部
ぬるま湯探せど
見つからず

来賓の
絶対見せない
裏の顔

青年部川柳募集中︒
みなさんのご応募を
お待ちしております︒

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

新座市商工会青年部 広報誌
2017年08月号
発行
編集

新座市商工会青年部

新座市商工会青年部 広報委員会

〒352-0011 埼玉県新座市野火止1-9-62
TEL 048-478-0055

URL http://niiza-impulse.com
MAIL niiza@2134sci.or.jp

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

たくさんのプロフェッショナルが 所属
する新座 市 商工会 青 年部！

地域創造委員会

岸 修弘
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広報委員会

今回のテーマは「食」

眞野 貴子

宅 配 弁 当 の 有 限会社 新座給食センター

co- mame baker y

創業昭和51年新座市を中心に近隣都市へ毎日のお昼のお弁

新座市のお肉屋さんや新座市産の野菜を使ったパン作りをし

当を真心込めてお作りし配達しております。

ています。自家製酵母を使ったり安心して食べて頂けるよう

今年は地域創造委員会に所属しクリスマスサンタを始め、

に材料選びにはこだわりを持っています。新座市を盛り上げ

様々な事業、新たな仲間と共に頑張っていきたいと思います。

るお手伝いをさせて頂きたいと思っています。

にいざきゅうしょくセンター

コマメベーカリー

営業時間 8:30〜17:00 定休日 日曜日（個数により営業有り）
新座市野火止4-1-28

部員親睦研修委員会

TEL 048-479-2249

FAX 048-479-2250

庄林 克

営業時間 8:00〜19:00 定休日 日曜日・祝日
新座市野火止1-6-2

想い伝承委員会

TEL 048-480-5004

高野 英亮

炭 火 焼 本 格 焼 酎 「架け橋」

堀天

名物「伝説のからあげ」を中心に昼は手頃なランチメニュー、

想い伝承委員会所属の高野です。私の勤務している堀天は

夜はお酒を楽しむ料理を提供しております。2003年6月に新

創業40年を迎える和食料理店です。熟練の職人が新鮮な食

座市役所の隣に誕生し、地域の方々・従業員に支えられ、14

材を生かし寿司、刺身、割烹料理、その他各種の料理を提供

年間続けてくることができました。これからも創業者（実兄：

させていただいております。従業員一同みなさまのご来店を

庄林篤史）の思いを引き継ぎ、皆様に愛される店作りを目指

心よりお待ちしております。

します。

ほりてん

かけはし

営業時間 11:30〜14:00、17:00〜23:00
新座市野火止1-14-2

定休日 水曜日

TEL 048-479-3751

幹部紹介

営業時間11：00〜21:30
新座市堀ノ内1-1-11

定休日 第一、第三水曜日

TEL 048-478-0184

今 年もたくさんの事 業を企 画して
地 域を盛り上げ ていきます！
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親睦＆交流で一致団結

想いを伝える為の研修

新年度！新座のパワー！

2017.06.17

2017.05.25

2017.04.13

ボウリング大会！熱戦の中、ガーター

日本人の9 0 %があがり症といわれる

平成２９年度通常総会が開催されまし

でも笑顔で寄付！のチャリティー企画

中、人前で話す機会の多い青年部員

た。節目の大事な時期に行い、来賓

での募金は菊地秋也君の為に寄付しま

のために本年度最初の研修事業が実

を含め100名程が出席。この日から新

した。懇親会ボウリング大会の結果発

施されました。T V等でもご活躍の鳥

年度体制となり、気が引き締まります。

表をしつつ一つの鍋をつつくことで青

谷朝代さんを講師としてお招きした研

28年度お疲れ様でした！29年度頑張っ

年部同士交流できました。

修に70名程の参加者も大満足でした！

ていきましょう！

天候良好！団結の野球大会

尊い命を支えていく力に

高橋清造君

2017.07.08

2017.07.05

2017.06.25

伊奈町にて第一ブロック野球大会が行

商工会女性部との協力で献血事業を

青年部活動を通じて得た経験等を発

われました。天候に恵まれ二回の練習

実施。113名の方に献血のご協力を頂

表し資質の向上を目指す主張大会が北

会を 経ていざ本 番！一 回 戦 は 朝 霞 。

きました。また菊地秋也君の心臓移植

本市で開催。我らが新座市の青年部か

5-2で勝ち。二回戦は昨年優勝の北本。

募金活動も行い、101,249円を寄付。

らは高橋建材の高橋清造君が代表とし

7-0で負け。当日は35度の猛暑の中、

猛暑の中、活動にご協力下さった皆様

て出場。見事、最 優 秀賞を受賞し、

疲労感あり充実感ありの一日でした。

ありがとうございました。

県大会出場を決めました！

県大会出場！

