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覧

●1932年 埼玉県に生まれる
●1955年～テキスタル・デザインに専念
●1981年 日仏現代美術展 銀賞受賞
●1982年 日仏現代美術展 ロイユ賞受賞
●1990年 日仏現代美術展 ボザール賞受賞
●1993年 スペイン美術展 優秀賞受賞
●1996年 カナダ美術展 カナダケベック賞受賞

●1996年 ル・サロン展 連続入選
●1998年 IMA展 大賞受賞
●1998年 第三文明展 連続入賞
●1998年 渋谷文化村ミュージアムにて個展
●現　在 ピカソ美術館協会会員
 日本国際美術家協会会員        　 
　　　　　毎年 全国有名百貨店にて個展開催

略　歴
アクラス画とはアクラス画とは

中世ヨーロッパに始まるガラス絵をもとに、透明な
高質アクリル板の裏と表、左右を逆に、仕上げを最
初にと逆発想から生まれた独自の作品です。鮮
やかな色彩、明るく透明感ある作品は（絵画の
宝石）ともいえる程光輝く作品です。（実用新案）
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地元密着 迅速対応 
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これからの話は、私が10歳くらい、まだ東北本
線に「八甲田」という夜行列車が走っていた頃の
ことです。私の亡父の実家は、岩手県の九戸郡
（現在は久慈市）で、盛岡からバスで２時間くら
い揺られ、峠を２つ３つ超えてたどり着く山村に
ありました。途中に平庭高原というところがあり
ます。お盆の帰省の際、一緒に連れていかれるの
が楽しみでした。近くには、夏でも飲料や果物、
野菜などが冷やせるくらい水の冷たい小川が流れ、
朝、目覚めるとその小川の流れる音が、サラサラ
と聞こえてきます。夜、盛岡から走る車中から見
た星空は今でも忘れられません。そのお盆は、叔
父も帰省しており、他に従兄が３人いました。夜
に花火をやろうということになり、近くの雑貨屋
に買いに行きました。男子というものは、飛び道
具が好きで、花火というと必ずロケット花火を買っ
たものです。その日もロケット花火をかなり多く
買ったと思います。ロケット花火は、柄を牛乳瓶
や缶からなどに刺して火をつけ打ち上げます。山
村の夜は暗く静寂で、花火も味わい深いものでし
た。打ち上げて楽しんでいると、その中の一発に
不良品なのか、柄が細く、頭の重さに耐えきれず、
刺すと稲穂のように横にだらんと垂れてしまうも
のがありました。私は、まっすぐ飛んでいかない
だろうなぁと感じながらも、何か重大な事態が発
生するとは少しも考えず、好奇心から火をつけま
した。やはり、その花火は、王貞治が打ったホー
ムランのように美しい放物線を描いて、小川を渡
り、ある民家の前に高く積んである藁の中に吸い
込まれていきました。遠目にも、藁の中に赤く光
る力強い灯がはっきりとわかりました。やがて、
静かにその輝きを失っていくだろうと見守ってい
ると、それとは裏腹に、その赤い光は、だんだん
と力強さを増していきました。実家の従兄が「俺、
見てくる｡」と走り出したので、我々もトン、ト
ン、トンと小川に敷かれている板の上を駆け渡り、
藁の前にたどり着くと、その瞬間に炎が天高くぼっ

と舞い上がりました。私は、呆然とその燃え盛る
炎の前に立ち竦むしかありませんでした。その時、
火とは、突然、勢いを増すものなのだと知りまし
た。このままでは、民家に燃え広がります。年上
の従兄の方を見やると、必死な形相で、大声で
「火事だ、火事だ」と叫んでいます。それを見た
私も、助けを呼ぶしかないことを悟り、一緒に大
声で叫びました。遠くの方を見やると、赤いサイ
レンがくるくると回り、高いところから半鐘をた
たく音が聞こえてきました。半鐘の音を火事現場
で生で聞いたのは、後にも先にもこの時しかあり
ません。今でもその音をよく覚えています。あっ
という間に、村の男衆が集まり、数メートル離れ
た小川からバケツで水を汲み取り、雨あられとす
さまじい勢いで、炎に向かって放水していました。
私も最初、バケツを手にしていましたが、狙いよ
く放水できず、大人にバケツを取り上げられてし
まいました。火は、数分で消し止められました。
子供心に、大人の本気とはすごいものなのだと感
心しました。その晩、一番年上の従兄が、お巡り
さんから事情聴取を受けました。他の３人は、父
と叔父に怒られながら、暗い気持ちで、夏の囲炉
裏を囲んでいました。誰も口をきくものはいませ
ん。玄関の曇りガラスには、時折、中を伺おうと
する人影が写りました。その後、地元に住む従兄
から、村では、子供だけでする花火が禁止になっ
たことを聞きました。
昨年暮れの糸魚川の大火は、鍋を火にかけた状

態で留守にしたという、幼かった私と同じように
人の油断と危険予知能力の低さが招いたものだと
思います。人は、臆病なくらいの慎重さで火を扱
わなければならないことを思い知らされるととも
に、改めて、万が一の時の生活や経営上のリスク
補償を点検する機会が必要なことを認識させられ
ました。
最後になりましたが、被災された方々が、一日

も早く再起されることをお祈り申し上げます。

火 の 用 心
関東信越税理士会大宮税務署大宮支部

高屋敷 智税理士
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出所：㈱ぶぎん地域経済研究所 ぶぎんレポート 平成29年４月号より

今月の概要

県内景気は、全体として足踏み状態が続いている。個人消費は一部で持ち直しの動きがみられるもの
の、生産活動は一進一退で推移している。
個人消費：停滞しているが、一部で持ち直しの動き。百貨店・スーパー販売（店舗調整前）は前年比減

少。コンビニ販売は増加持続。専門量販店販売は全体で前年比増加、家電大型専門店とドラッ
グストアの増加幅が拡大した。乗用車販売（軽含む）は新車効果などにより前年比増加。

設備投資：持ち直しの動き。建築着工床面積（非居住用）は前年比増加。店舗、倉庫、病院・診療所な
どが増加した。

住宅建設：回復基調。住宅着工戸数は前年比増加。貸家が９ヶ月ぶりに減少したものの、持家、マンショ
ン、戸建てが増加した。

公共工事：弱含み｡公共工事請負額は前年比増加したが､４月から１月までの年度累計で前年同期比減少。
生産活動：一進一退。生産指数（季調済）は前月に比べほぼ横ばい。はん用・生産用・業務用機械、輸

送用機械などが上昇した一方、化学などが低下。
雇用情勢：改善。有効求人倍率（季調済）は前月と変わらず、新規求人倍率（同）は上昇。完全失業率

は悪化したものの低水準で推移。
企業倒産：減少基調。負債総額は前年比ほぼ横ばいだが、件数は減少した。
（注）専門量販店販売は、小売販売に占める割合が高まっている家電大型専門店、ドラッグストア、ホームセンターの３業態につい

て、経済産業省が2014年１月分から調査している販売額統計である。

1 生産活動 ・・・一進一退
鉱工業生産・出荷・在庫指数（季節調整値）の推移

生産活動

県内景気は、全体として足踏み状態が続いている。個人消費は一部で持ち直しの動きがみられるもの
の、生産活動は一進一退で推移している。
個人消費：停滞しているが、一部で持ち直しの動き。百貨店・スーパー販売（店舗調整前）は前年比減

少。コンビニ販売は増加持続。専門量販店販売は全体で前年比増加、家電大型専門店とドラッ
グストアの増加幅が拡大した。乗用車販売（軽含む）は新車効果などにより前年比増加。

設備投資：持ち直しの動き。建築着工床面積（非居住用）は前年比増加。店舗、倉庫、病院・診療所な
どが増加した。

住宅建設：回復基調。住宅着工戸数は前年比増加。貸家が９ヶ月ぶりに減少したものの、持家、マンショ
ン、戸建てが増加した。

公共工事：弱含み｡公共工事請負額は前年比増加したが､４月から１月までの年度累計で前年同期比減少。
生産活動：一進一退。生産指数（季調済）は前月に比べほぼ横ばい。はん用・生産用・業務用機械、輸

送用機械などが上昇した一方、化学などが低下。
雇用情勢：改善。有効求人倍率（季調済）は前月と変わらず、新規求人倍率（同）は上昇。完全失業率

は悪化したものの低水準で推移。
企業倒産：減少基調。負債総額は前年比ほぼ横ばいだが、件数は減少した。
（注）専門量販店販売は、小売販売に占める割合が高まっている家電大型専門店、ドラッグストア、ホームセンターの３業態につい

て、経済産業省が2014年１月分から調査している販売額統計である。

2 設備投資 ・・・持ち直しの動き
資本財出荷指数の推移（季節調整値、月次）

設備投資
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3 個人消費 ・・・停滞しているが、一部で持ち直しの動き
大型小売店販売額等の推移（前年同月比増減率）

個人消費

4 住宅建設 ・・・回復基調
新設住宅着工戸数の推移（利用関係別・前年同月比増減率）

住宅建設

5 雇用情勢 ・・・改善
求人倍率（季節調整値）・完全失業率（南関東・原数値）の推移

雇用情勢
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地地域域のの企企業業紹紹介介

ＧＩＣ不動産管理株式会社
会社概要

所 在 地：埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-351 3F
Ｔ Ｅ Ｌ：048-782-7614

弊社は賃貸物件の運用をお手伝いし､「お客様の

利益の最大化」を目指した不動産コンサル会社です。

主な業務は「賃貸管理」､「賃貸経営コンサル」､

「売買仲介」､「相続不動産コンサル」となります。

また、他の業務として「ラーメン店開業まるごと

パック」を提供し、ローコストで開業できるサービ

スを提供しています。

不動産の「困った!!」に対応するコンサルタント

会社としてご利用いただけたら幸いです。

Red House株式会社
会社概要

所 在 地：埼玉県さいたま市見沼区深作1-7-1
Ｔ Ｅ Ｌ：048-682-1860
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.red-house.jp/

私どもRed Houseは、イギリスをはじめとした

西欧デザイン専門の企画・設計・施工会社です。

本物にこだわった独自の建材や仕入れルートの確

立とノウハウの熟知、それにより実現した高いコス

トパフォーマンスで完全オーダーメイドの住まいを

実現しております。
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株式会社生活革命
会社概要

所 在 地：さいたま市中央区上落合2-3-2
新都心ビジネス交流プラザ5階

Ｔ Ｅ Ｌ：048-829-7755
Ｕ Ｒ Ｌ：http://seikaku.co.jp/

株式会社生活革命の代表 宮沢祐光でございます。

2015年２月より、人のやりたがらない仕事をロボッ

トで代替することをめざしペッパーを始めとしたロ

ボット向けのシステム開発やイベント・レンタル事

業を営んでおります。

ロボットやＡＩのことでお困りでしたら是非ご相

談ください。
武蔵野銀行様の Pepper 受付システムの開発
を担当いたしました。

第２回「税に関する絵はがきコンクール」表彰式
３月２日、小学校６年生を対象にした「税に関する絵はがきコンクール」表彰式を実施致しま
した。
第２回となる今年は旧大宮市内の小学校24校から1,348作品と去年を大幅に上回るご応募を頂

き、厳正な審査の結果、優秀作品として、20作品が選ばれました。
さいたま市大宮税務署、さいたま市教育委員会、さいたま市租税教育推進協議会等の名義後援
先から受賞者へ賞状授与されました。
当日は70名近くの方々にご参加頂き、盛大な表彰式となりました。

樋爪会長より賞状授与

４支部合同新春賀詞交歓会
１月26日、清水園において、新春賀詞交歓会が開催
されました。第２支部がホストとなり、ご来賓、会員
約200名が参加しました。また、福祉施設に寄付され
る募金活動が行われ、参加者から多くの善意をいただ
きました。

山田大宮税務署長のご挨拶
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公 開 事 業 報 告

４支部合同公開講演会
「世界の戦場から平和を考える」
１月26日 講師 戦場カメラマン
ジャーナリスト 渡部 陽一 氏

公開簿記講座 税務簿記２日コース
２月20日・21日

講師 野口 邦雄 税理士

税金教室（青年部会･納税貯蓄組合連合会共催）
１月30日 大宮開成高校

講師 税理士、青年部会社会貢献活動委員長
清水 健司 氏

税金教室（青年部会･納税貯蓄組合連合会･大宮間税会共催）
３月16日 クラーク記念国際高校

講師 税理士、青年部会社会貢献活動委員長
清水 健司 氏

青女合同講演会
「時代の変化と経済」

３月２日
講師 大宮法人会会長 樋爪 龍太郎 氏

漢字を使ったクロスワード・パズル

昨年の流行語大賞は「神ってる」でしたね。そこで､「神」の字の音読み

（シン）と訓読み（カミ）をヒントにしてパズルを解いてください（タテ・

ヨコのカギは順不同です）。【問 題】

神

◇杉山愛さんが登場している法人会のポスター。
その文面は「税の活動で企業・社会に○○
○○」です

◇北海道で生まれた人をこういいますね
◇暖かいと油断してはダメ。○○の戻りにご
注意を

◇出発○○○○！
◇やっと完成の○○が立ったよ
◇フライを揚げるときに付けます
◇電動機付き自転車なら○○○○を上るのも

楽だね
◇彼は人情の○○を解する人だ
◇ご飯を焚く米を「○○○米」といいます
◇白や紅。いまが見ごろです
◇振り仮名のこと
◇２月19日から「○○○アジア大会」が札幌
などで開かれます

【作者】フリーランスライター
藤木順平（ふじき・じゅんぺい）

【作者】フリーランスライター
藤木順平（ふじき・じゅんぺい）
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会員・会員以外のどなたでも受講できます。

詳細は、法人大宮の折込、ホームページでご確認ください。
開催場所：大同生命大宮ビル４階会議室 事務局ＴＥＬ：048-642-3121

※開催場所は変更になる場合があります。

開 催 日 開催時間 講 座 名 講 師

随 時
インターネットセミナー
（大宮法人会ホームページトップページのインターネットセミナーをクリックしてください｡）

平成29年度 公開無料税務相談日 のご案内
関東信越税理士会大宮支部の税理士がご相談をお受けいたします。
会員以外の方のご相談もお受けいたします。

開催場所 大同生命ビル４階会議室
さいたま市大宮区吉敷町1-23-1

開催時間 毎回 午後３時～午後５時

相談をご希望の方は事務局まで、お電話でお申込ください。
事務局ＴＥＬ 048-642-3121

※30分程度のご相談とさせていただきます。
※駐車場がありませんので、近隣の駐車場のご利用をお願いします。

開 催 日 担当税理士（敬称略） 開 催 日 担当税理士（敬称略）
平成29年４月７日（火）

５月２日（火）
６月６日（火）
７月４日（火）
８月22日（火）
９月４日（月）

平成29年10月11日（水）
11月24日（金）
12月８日（金）

平成30年１月11日（木）
２月２日（金）

� 橋 厚
古 木 勉
作 間 祐 兵
雨 海 賢 一
石 田 徳 士
小曽戸 勇

有 賀 信 一
小野寺 誠
長 島 常 光
江 森 克 博
森 下 義 �

開催場所 大同生命ビル４階会議室
さいたま市大宮区吉敷町1-23-1

開催時間 毎回 午後３時～午後５時
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平成29年４月４日（火） 10:00～16:00 公開ビジネスマナー講座
研修コンサルタント
三浦小夜子氏

６月20日（火） 13:30～16:30 公開パソコン講座 エクセル基礎 ㈱ブレーンインストラクター
６月21日（水） 13:30～16:30 公開パソコン講座 エクセル中級 〃
６月23日（金） 13:30～16:30 雇用に関する法改正セミナー 柳生英珠社会保険労務士
７月７日（金） 10:00～17:00 公開社会保険・労働保険事務講座 柳生英珠社会保険労務士
７月14日（金） 10:00～17:00 公開社会保険・労働保険事務講座 〃
７月20日（木） 10:00～17:00 公開簿記講座 初級２日コース（１） 作間祐兵税理士
７月21日（金） 10:00～17:00 公開簿記講座 初級２日コース（２） 〃
７月26日（水） 13:30～16:30 公開パソコン講座 エクセル上級 ㈱ブレーンインストラクター
８月４日（金） 14:00～16:30 法人税実務基礎講座３回コース（１） 三上智也税理士
９月５日（火） 14:00～16:30 公開法人税実務基礎講座３回コース（２） 三上智也税理士
９月26日（火） 13:30～16:30 公開パソコン講座 エクセル裏ワザ ㈱ブレーンインストラクター
９月27日（水） 14:00～16:30 公開すぐわかるキャッシュフロー講座 中沢貞則税理士
10月４日（水） 14:00～16:30 公開法人税実務基礎講座３回コース（３） 三上智也税理士
10月24日（火） 10:00～17:00 公開簿記講座 中級２日コース（１） 野口邦雄税理士
10月25日（水） 10:00～17:00 公開簿記講座 中級２日コース（２） 〃
10月30日（月） 13:30～16:30 公開パソコン講座 ワード基礎 ㈱ブレーンインストラクター
11月２日（木） 14:00～16:00 公開法律セミナー 小宮清弁護士
11月７日（火） 13:30～16:30 公開パソコン講座 アクセス基礎 ㈱ブレーンインストラクター
11月８日（水） 14:00～16:30 公開税務セミナー 石田徳士税理士
11月29日（水） 13:30～15:00 公開年末調整実務講座 太田泰夫税理士
12月７日（木） 13:30～16:30 公開パソコン講座 エクセルデータ集計 ㈱ブレーンインストラクター

平成30年２月20日（火） 10:00～17:00 公開税務簿記２日コース（１） 野口邦雄税理士
２月21日（水） 10:00～17:00 公開税務簿記２日コース（２） 〃
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公公益益社社団団法法人人大大宮宮法法人人会会第第５５回回定定時時総総会会ののおお知知ららせせ
◇開催予定日 平成29年５月25日（木）
◇場 所 大宮ラフォーレ清水園
◇次 第 １．公益社団法人大宮法人会第５回定時総会 午後１時10分開始

２．公開講演会 午後３時～午後４時30分
３．懇親会 午後５時より（参加費2,000円）

※ 正会員の皆様には、４月下旬、封書にてご案内申し上げます。
お手数ですが、出欠のご返信をお願いします。
なお、ご欠席の場合には必ず委任状欄にご記入の上、ご返信をお願いします。

公開講演会のご案内
会員・会員以外どなたでも参加できます。
◇日 時 平成29年５月25日（木） 午後３時～午後４時30分
◇場 所 大宮ラフォーレ清水園
◇講 師 毎日新聞社特別編集委員 氏岸井 成格
◇テーマ 「不確実性が増す世界の政治経済における日本の行方」

【略 歴】
1944年９月22日生まれ
1967年 慶応大学法学部卒業 / 毎日新聞社入社 熊本支局
1970年 東京本社政治部
1980年 ワシントン特派員
1985年 東京本社 政治部 / 首相官邸、自民党、野党各クラブキャプ
1994年 政治部長
1998年 論説委員長
1999年 特別編集委員
2010年 主筆
2013年 特別編集委員 / ＴＢＳ系ニュース23 アンカー
2016年 ＴＢＳスペシャルコメンテーター
【他の職務】
ＮＰＯニュース時事検定協会理事長、ＮＰＯ森びとプロジェクト委員会理事長、
司馬遼太郎財団理事 等
【テレビ】
ＴＢＳ（ＪＮＮ）「サンデーモーニング」､「Ｎスタ（金）」等
【著 書】
「大転換-瓦解へのシナリオ」「政変」「政治家とカネ」「財界と政界」「昭和の妖怪」
「永田町の通信簿」「政治原論」「議員の品格」「偽りの保守・安倍晋三の正体」

平成28年度会員増強運動実績（９月～12月） 長 島 和 夫組織委員長

当会は毎年、９月１日から12月31日を「会員増強運動期間」と定め、新会員の加入勧奨を推進して
おります。本年は増強運動期間中、88社の新規加入をいただきました。その結果、平成28年12月末の
会員数は3,165社、加入率は33.2％となりました。ご支援を賜りました役員および会員をはじめ、税
理士会、金融機関、提携生損保各社等関係各位に深く感謝申し上げます。

税制改正アンケートにご協力をお願いします
法人会会員の皆様へ 平成30年度税制改正アンケートにご協力をお願いします。
皆様の貴重なご意見が国の税制改正に反映されます。
１．アンケート調査期間 平成29年４月上旬～５月８日
２．アンケート用紙配布時期 平成29年４月上旬郵送

（インターネットでも回答できます｡）
３．回答締切 平成29年４月24日（役員・税制委員）

平成29年５月８日（全会員）
４．ご参考 平成28年度回答率 一般 18.48％ 役員 93.42％
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お知らせ 平成29年度会費のご請求について
振込指定 平成29年５月中旬 振込請求書を送付させていただきます。
口座振替 平成29年７月15日 口座振替による徴収を実施させていただきます。

平成25年度より通知書は発行しておりません。

公益社団法人大宮法人会会員証明書の送付について
会員証明書 法人大宮29．４月号に同封します｡（オレンジ色の用紙）

大宮法人会の事業参加時に配布のオレンジ色シールを貼ってください。
会 員 証 お手元の会員証（Ａ４白）の欄が不足の場合は、事務局までご連絡をお願いします。

（Tel 048-642-3121）
事業参加時に配布の白色シールを貼ってください｡（参加記録）

定款はホームページをご覧ください。http://www.omiya-hojinkai.or.jp
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平成29年２月末支部別法人会員一覧表

公開税務相談 会場：大同生命会議室
費用：無料

お申込み：事務局まで電話にてお申込みください。（048-642-3121）

開 催 日 時 間 担当税理士（敬称略）
５月２日（火）
６月６日（火）
７月４日（火）

午後３時～午後５時
〃
〃

古 木 勉
作 間 祐 兵
雨 海 賢 一

開 催 日 時 間 担当税理士（敬称略）

支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支 部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部 行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行 事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事 予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予 定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定
支部 開催月日 事業項目 開催場所

※開催日時等は変更になることがあります。

行 事 予 定

５

月

６

月

７

月

支部 開催月日 事業項目 開催場所

※開催日時等は変更になることがあります。

クロスワード
【解 答】

ウ ト ウ キ

メ ド ル ビ

サ 神 チ

パ ン コ カ

コ ウ ケ ン

美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美容容容容容容容容容容容容容容容容容容容容容容容容容容とととととととととととととととととととととととととと健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康ををををををををををををををををををををををををををトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーータタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルササササササササササササササササササササササササササポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーートトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトト
「いつでも、どこでも、気楽にアンチエイジング」
生活シーンのなかで気楽に使用でき、効果の期待できる商品を提供しています。

お問合せ・資料請求は

TEL 048-683-2977 FAX 048-683-2978

http://www.e-tron.co.jp

第１支部 第２支部 第３支部 第４支部 合計
法 人 数 2,267 3,259 2,096 1,905 9,527
会 員 数 754 1,054 721 614 3,143
加 入 率 33.3 32.3 34.4 32.2 33.0

第１ ５月 役員会 清水園
第２ ６月 役員会 〃
第３ ８月３日 役員会 三門
第４ ５月 役員会 道山閣

２日 公開税務相談 大同生命会議室
９日 公開女性大学 清水園
〃 女年部会役員会 〃
11日 研修委員会 大同生命会議室
12日 厚生委員会 〃
17日 支部事務担当者会議 〃
19日 青年部会役員会 道山閣
25日 第５回定時総会 清水園
〃 公開講演会 岸井 成格氏 〃
６日 公開新設法人税務説明会 大同生命会議室
〃 公開税務相談 〃
７日 税制委員会 〃
８日 青年部会「青年の集い」 道山閣
19日 女性部会「女性部の集い」 清水園
20日 公開パソコン講座 エクセル基礎 大同生命会議室
21日 公開パソコン講座 エクセル中級 〃
23日 公開労働法講座 〃
４日 公開税務相談 〃
７日 公開社会保険講座 〃
11日 広報委員会 〃
13日 組織委員会 〃
14日 公開労働保険講座 〃
20･21日 公開簿記講座 初級2日コース 〃
26日 公開パソコン講座 エクセル上級 〃
27日 役員連絡会 清水園
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新 会 員 ご 紹 介

（さいたま市） （048） （平成28年12月～平成29年２月分）【第１支部】

法 人 名 所 在 地 電 話 業 種

【第２支部】

【第３支部】

【第４支部】

－ 14 －
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㈱井岸興業埼玉支店 見沼区東新井740-5 878-8686 土木業
㈱ヒューマントレジャー 大宮区仲町1-48-2 658-8700 飲食業
柏木建設不動産㈱ 大宮区下町3-7-1Ｆ1909 871-9311 不動産業
ピクシィハウス㈱ 大宮区吉敷町4-97-4 671-6200 不動産業
大矢税務会計事務所 見沼区御蔵1375-6 716-7292 税理士業
根岸裕幸税理士事務所 大宮区高鼻町3-12-3 648-0151 税理士事務所
ぼっこ 大宮区大門町2-23 2F 631-1000 飲食業
南須原由貴税理士事務所 大宮区浅間町2-58-1-307 788-2782 税理士業
毎日新聞片柳販売所 見沼区東新井275-3 684-2528 新聞販売小売
アステック 見沼区染谷1364-6 688-7753 装飾金物工事
㈱大宮管機材 大宮区北袋町2-183-1 642-3427 金属製品卸売業
㈲東晶大飯店 大宮区宮町2-28 644-0881 飲食業
矢部 誠一 見沼区南中丸313-1 686-8190 不動産賃貸業
Bagel Lapin 大宮区浅間町2-45-1・1F東 090-9382-5414 パン製造・販売業
㈱加商 大宮区宮町3-1-6 856-9039 物流

㈱みどり設計 北区吉野町2-226-1 780-2715 建築業
Red House㈱ 見沼区深作1-7-1 682-1860 建築工事業
㈱英建 見沼区島町25-2 688-3015 土砂運搬業
㈱パットワークス 見沼区膝子325-1 684-8538 建設業
エイチ・フードサービス合同会社 見沼区風渡野17-5 797-5879 飲食業
㈲兼芳運輸 見沼区丸ケ崎町16-5 684-1181 運送業
㈲アーバンテック 見沼区東大宮4-26-21 669-2761 不動産業
㈲マイウェイ 見沼区東大宮5-31-18 683-3944 自転車販売業
㈱アートハウジング 見沼区大和田町1-1632-2 684-6652 不動産
㈱えん道エステート 北区東大成町1-626-1 653-2192 不動産売買業
㈱TRIPLAK 北区土呂町2-67-11 782-4541 健康食品販売
メディテック㈱ 見沼区風渡野157-2 872-7686 医療業
㈲大和宅建 見沼区大和田町2-944-3 684-8840 不動産業
㈲中村商事 見沼区春岡2-28-3 684-4421 不動産管理
㈱東亜 大宮区寿能町1-75-2-206 783-4461 運送業
㈱キャメルン 北区宮原町2-63-8 782-6694 飲食業
㈱リヤン 北区宮原町1-475 664-1189 不動産賃貸管理業
イサム商事㈲ 北区吉野町1-375-2 664-1288 不動産賃貸管理業
㈱キョーシン 北区吉野町2-194-6 667-6221 梱包業
いざかやchabu 見沼区東大宮5-29-15 684-0396 飲食業
赤間工務店 見沼区大谷151-2 685-0883 建築業
㈱大将軍 千葉市中央区都町2-33-18 043-234-3355 飲食業
㈲三愛製作所 上尾市原市4039 689-3550 製造業
ワンモード㈱ 上尾市向山3-32-18 783-4968 卸売業
㈲イーズプラン 北区本郷町133 660-1188 保険代理店
㈱HIMALAYATRADING 見沼区膝子275-1 672-0012 中古車販売
境野経営労務事務所 見沼区風渡野330-26 689-3206 社会保険労務士事務所
アット住マイルさいたま㈱ 北区土呂町1-7-6 668-0021 不動産業

㈱雅 大宮区三橋1-45-3 669-2377 カラオケ店
㈱ＳＥテレコム 大宮区桜木町2-446-2Ｆ-282号 783-4235 情報通信
㈱皆利エンタープライズ 西区島根428-1 783-3162 産業廃棄物収集運搬業
㈱フジミ 西区西遊馬245 622-1583 土木工事業
Ｈ＆Ｓ㈱ 西区島根681-3 871-8269 美容用品、日用品の輸出入販売
太田 裕樹 大宮区上小町1040 644-1543 飲食業
兼本建設㈱ 桜区白鍬37-1 711-9441 建設業
㈱ＭＩＤ 蓮田市西新宿5-147 03-5917-5437 自動車販売
㈱生活革命 中央区上落合2-3-2 829-7755 ＩＴ
㈱カンキチ 大宮区三橋1-785-7 741-6056 飲食業
作間祐兵税理士事務所 大宮区三橋4-642-8-101 090-7227-2433 税理士
㈱アイディアファクトリー 志木市下宗岡4-30-35 423-4338 内装
レ・シャン 西区中野林166-3 090-3003-9552 洋菓子製造販売
光和工業㈱ 西区大字西遊馬183-2 622-2466 ガラス加工

㈲大宮指圧センター 西区宝来1557-8 624-3610 マッサージ鍼灸・指圧
㈲末次タイル工業所 大宮区櫛引町1-860-11 666-1581 タイル工事
東和化学㈱ 西区峰岸1 622-2311 消毒業
㈲デイリーハニウダ 北区日進町2-605 663-1317 小売業
㈱羽入田商事 北区日進町2-1034 663-6115 不動産賃貸業
ナニワ研磨商事㈱ 大宮区櫛引町1-578-2-103 666-6061 研磨剤卸売、販売
㈲なかよし技巧 西区清河寺767-2 622-2479 配管施工業
㈲ニュークリーン 北区日進町3-477-1 767-7758 ビル管理
合同会社雅 北区日進町2-1143 665-2028 不動産賃貸・管理業
㈱アーバン・ライフ 西区高木1281-5 626-1587 不動産仲介業
㈱こむとーく 北区日進町2-453 871-8183 ＩＴ関連事業
㈱ナザルケバブ 蓮田市閏戸3252-2 517-7856 食品販売
医療法人敬樹会 西区指扇領別所380-2 729-5737 診療所
ビジネスリンクプロモーション㈱ 大宮区大成町3-548-2 662-5757 自動車販売
ADVANCE㈱ 西区宮前町665-53 623-9620 警備業
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