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本誌は伊勢崎ＹＥＧ
（伊勢崎商工会議所青年部）
の会員を広く紹介する事を目的とし、
伊勢崎商工会議所が発行する
「商工いせさき」の付録として発行しております。
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勤務先：本間税務会計事務所
所長
伊勢崎市中央町25-21
TEL 27-4056 FAX 050-3488-2482
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丈紘

勤務先：第一工業㈱
社長室主査
伊勢崎市西小保方336
TEL 62-1512 FAX 62-1511

本間税務会計事務所の本間実さんを紹介します。現
在、税理士業務に加え日本政策金融公庫農業経営アド
バイザーの資格を取り、農業事業者と商工事業者がタ
イアップして農業の自由事業化、経営の安定化を図る
農商工連携にも精力的に取り組んでいるとのことです。
趣味は、モータースポーツ観戦でF１をはじめフォー
ミュラーニッポン、２輪も時間を見つけてはサーキッ
トへ足を運んでいるそうです。青年部では、いろんな
人と出逢い、交流を深め、地元地域の発展に貢献でき
たらうれしいと話してくれました。
取材：広瀬英之
（㈱内山労務管理事務所）

ショッピングモール「ＳＭＡＲＫ」のすぐ東側、総
合建設業「第一工業㈱」の城田丈紘さんに話を伺いま
した。急なアポにも快く応じてくれ、温厚そうな笑顔
で迎えてくれました。青年部には昨年４月入会ですが、
早速ミスひまわりの設営等に力を貸してもらいました。
なかなかのスポーツマンで、休日には一昨年発足した
会社の野球チームに参加したり、趣味のテニスで汗を
流しているそうです。特に印象に残ったのは、仕事の
話に及んだ時です。基本的に依頼された仕事は「断ら
ない」そうで、「何でも相談があれば、話を聞いて対
応します」と語ってくれました。優しさと頼もしさが
感じられる好青年です！
取材：金井幸夫
（㈲パトスツーリスト）
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勤務先：㈱伊勢崎運輸
代表取締役社長
伊勢崎市三室町5229-1
TEL 62-7307 FAX 62-7256

伊勢崎インターの近く、三室町の運送会社「株式会
社 伊勢崎運輸」社長の橋本 力さん。商工会議所青
年部以外にもトラック協会青年部やロータリークラブ
など、幅広い場で活躍されています。趣味は日本画の
収集だそうで、お邪魔した時にも数枚の絵を見させて
頂きました。話の端々に顔を出す造詣の深さにただ感
心するばかりでした。
人のやりたがらない仕事でも、なるべく安く請け負
い、お客様の満足度へ貢献する。そんな橋本さんの心
がお客様や従業員とつながっていき、今の会社の発展
に結びついているのだと取材中に感じることが出来ま
した。今後の益々の活躍に期待したいと思います。
取材：金井幸夫
（㈲パトスツーリスト）
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30歳

勤務先：㈱しんどう
代表取締役
伊勢崎市安堀町685-1
TEL 21-3687 FAX 21-3687

株式会社しんどう（ラーメン屋）の代表取締役藤生
明君は一見怖そうな外見ではありますが、そんなこと
もなく、真面目で仕事熱心の職人です。藤生君は共栄
ラーメンで修行を経て平成１７年１月に波志江町にて
（伊勢崎商業の前）ラーメンしんどうを創業。創業当
時から今日まで人気が高く、盛況店の一角を担ってお
ります。藤生君とは仕事、青年部を通じても短い付き
合いでありますが、仕事に対する向上心、前向きさが
熱く感じられます。今後２店舗目も計画しており、幅
広い人にしんどうのラーメンを食べて頂きたいと熱く
語っていました。今後若手の中心としてＹＥＧ活動に
対しより一層の活躍を期待しております。
取材：小野里育三
（あかぎ信用組合）

（商工会議所青年部）
では、
新入会員大募集！
！ 伊勢崎YEG
新入会員を募集しております。
■入会資格：年齢 満22歳〜48歳まで
伊勢崎商工会議所会員企業の経営者または管理者、
またはこれに準ずる人
■活動内容：いせさきもんじゃまつり
（主催）
、
ミスひまわりコンテスト
（主管）
、会員例会、
他団体との交流、その他活動を行っております。
お問い合せは伊勢崎商工会議所青年部
（0270-24-2211伊勢崎商工会議所内）
まで
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石井

勤務先：㈲根岸造園
代表取締役社長
伊勢崎市国定町1-1096
TEL 62-5130 FAX 61-9520
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会員委員会所属

雅昭 42歳

勤務先：㈲オフィス
・アルカディア
営業部長
伊勢崎市粕川町1602-1
TEL 25-3501 FAX 21-6737

伊勢崎で７店舗の飲食店を切り盛りするオフィスア
国定町にある㈲根岸造園の根岸友洋さん。民間を主
ルカディアで営業部長として働く石井雅昭さん。
体に地域に密着した堅実経営をしていて創業35年だそ
学生時代は吹奏楽に夢中でユーホニュームを担当し
うです。根岸さんは２代目で、先代社長の父上より継
てＴＢＳコンクール東日本大会へ出場するほどの腕前
職されて７年という事です。今後の仕事は「人との出
で熱心に活動していたとのことです。
会いを大切に人脈を大事にして展開したい」と語って
仕事でも常にお客様への気遣いと調和を大切にして
くれました。趣味はツーリングで、愛車ハーレーにま
お店も一つの作品と考え頑張っているそうです。そん
たがり、仲間とグルメツアーをしているそうです。又
な石井さんが良かった事は青年部に入って、沢山の人
最近はフットサルも始めたそうで、今年中には試合デ
ビューするとか…かなりのスポーツマンで驚きました。 と知り合えて仲間が出来たのが一番嬉しかったそうで
す。
「お酒はまったく飲めないが最後までお付き合いしま
石井さんより一言、
すよ！」と人との付き合いを大事にする人柄が印象的
「皆さん本町にお出掛けにはWOMANへお越し下さい。」
でした。今後の益々の活躍を期待したいと思います。
取材：星野和男
（ハーベストホテル）
取材：吹上弘則
（㈲吹上設備工業）
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総務委員会所属
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勤務先：優樹建築
代表
伊勢崎市西小保方198-7
TEL 27-4040 FAX 27-4040

勤務先：味の総本家 萩原
代表
伊勢崎市下植木町874-2
TEL 22-0127 FAX 22-0127

西小保方町にある優樹建築の田島優樹さん。真心を
信条とした仕事で 真心職人 さん達と家造りをして
います。田島さんと最初にお会いして握手をした時、
彼の手の皮がとても分厚く非常に ビックリ しまし
た。第一印象は真面目で優しそうな感じでしたが、話
してみるとやはり優しくて仕事に対してとても熱意を
持って取り組む人なんだと感じました。趣味も多彩で、
スノーボード・映画鑑賞・渓流釣りとあり、その他に
ゴルフを始めてみたいとの事です。こんなアクティブ
な田島さんは、青年部活動を通して、住みよくて元気
な伊勢崎を青年部から発信していけるような活動をし
たいとのことです。今後の活躍が楽しみです。
取材：小杉知成
（㈲小杉家具店）

「味の総本家 萩原」の代表の萩原志津江さん。萩
原さんは2010年4月にお店を創業し、現在8名の従業
員のみなさんとともに、日々切り盛りしています。な
んとご自身が板前経験もお持ちで、板前時代に培った
天ぷら、自慢の手打ちそばをメインにお客様をおもて
なししております。おひとり様からカップル、ご家族
連れ、最大４０名様までの団体様までと幅広い層の
方々に楽しんでいただけますし、お店にはカラオケも
ついておりますので、歌自慢の方も是非足を運んで見
てはいかがでしょうか。また、趣味はゴルフというこ
ともあり、青年部ではコンペをはじめ、今後は積極的
にイベントへ参加したいと意欲的でした。
取材：柏木達哉
（あんしんFP㈱）
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和幸 33歳

勤務先：㈱佐藤塗装
代表取締役
伊勢崎市波志江町1344-8
TEL 22-0775 FAX 22-0775

波志江町にある㈱佐藤塗装の佐藤和幸さん。一級建
築塗装技能士の資格を持ち、主な事業として建築塗装、
吹付塗装、鋼橋塗装、塗り替え塗装などを行っていま
す。昨年行われた一級技能士技能競技大会では、鋼橋
塗装部門で銀賞受賞したほどの腕に自信アリの男です。
趣味では、スキューバダイビングの免許を持つが、最
近は忙しくて行けないので近場で行けるゴルフに熱が
入っているようです。それでも、家族が大好きな彼は、
忙しい中でもなるべく子供達と触れ合う時間を大切に
しているそうです。ＹＥＧの抱負は、自分なりに一生
懸命、気合全開で頑張りたいそうです。
取材：生形 剛
（剛工務店）
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勤務先：剛工務店
代表
伊勢崎市下植木町545-3
TEL 25-8922 FAX 25-1456

下植木町で工務店を営む生形剛さん、生形さんは少
年野球で県大会優勝・県最優秀選手賞、中学では前橋
シニア北関東リーグ優勝・首位打者賞とすばらしい経
歴を持ち、ＰＬ学園からのオファーを断り前橋工業へ
と進み、３年春選抜甲子園大会でベスト８となりまし
た。
高校卒業後は大工の道へと進み、98年技能五輪全
国２位。第23回技能グランプリ全国２位。現代の名
工達から心・技・体を学び、技能検定講師として指導
も行っています。数寄屋、神社、仏閣、和・洋住宅と
何でも任せられる棟梁です。彼は「持っているのは、
青年部の仲間です」と言えるように頑張りたいと語っ
取材：佐藤和幸
（㈱佐藤塗装）
ています。
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