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やまだ

山田

勤務先：
（合）
パートナーズサポート
代表社員
伊勢崎市八斗島町1610-20
TEL 32-3682 FAX 32-3682

第

しゅういち

秀一

総務委員会所属
39歳

勤務先：フラワーデザインルーム浪漫
代表
伊勢崎市波志江町4128-1
TEL 21-6851 FAX 21-6882

合同会社パートナーズサポートの代表を務める清水康孝さんは、市
内の会計事務所に勤務した経験を基に平成21年10月に創業、中小
零細企業の経理・総務部門のアドバイザーとして社長さんのサポート
を行っているとのことです。普段の業務においては自らを社長さんのサ
ポーターと位置づけ、
コンサルティングよりも一層相手に近く対等な立
場でいられるように心掛けているそうです。休日は、
お子様の野球の応
援に出掛けることが多く、
お子様のマネージャーであり一番のファンで
ありたいとおっしゃっていました。忙しい毎日を送っていらっしゃる様子で
したが、
「経営の便利屋として、
もっと自分をシェアリングして欲しい。」
と
決意を語ってくれました。人柄から、
きっと力になってくれそうな気が致し
ました。経営の悩みがあったら、何でも相談してみてはいかがでしょうか。
取材：山田秀一
（フラワーデザインルーム浪漫）

フラワーデザインルーム浪漫の代表を務める山田秀一さんは26歳で
創業され業歴は13年、主に葬儀用の生花を取扱っているとのこと。仕
入は東京の花卉市場からが殆どで、
インターネットで注文し翌日には配
送される仕組みだとか。
「プロとして、
どんなことがあってもお客様の注
文にお答えしなければならない。」
という心構えで日々努力しているとの
ことでした。業種柄休日は不定期で、奥様、
お母様も業種に携わってい
ることから、貴重な休日は2人のお子様との時間を大切にしている様子。
お会いしてみて、仕事に対する熱心さとご家族に対する優しさが伝わっ
てきました。
「異業種の方との交流により、
自らの視野を広げたい。」
と
の思いで青年部に入会したとのこと。青年部活動においても、山田さ
んの存在が大きく
「花」開く日が近いのではないでしょうか。
取材：清水康孝
（
（合）
パートナーズサポート）

2012年入会

2012年入会

ごかん

後閑

ときひさ

会員委員会所属

登喜久 32歳

勤務先：㈲魚武商店
調理師
伊勢崎市平和町26-3
TEL 25-0916 FAX 25-0980

有限会社魚武商店に勤務している後閑登喜久さんを紹介しま
す。後閑さんの仕事というと、市役所や市民病院への仕出し、店舗
2階宴会場での食事会・法事・祝宴との事。
また、
イベントへの仕出
し、
オートブル、弁当の販売等もしています。性格は真面目で謙虚
な一面がある一方、休日等を利用して趣味のサイクリングに行く積
極的な一面もある後閑さんです。学生時代はボランティア活動に
励んでおり、
ここで培った経験を青年部でも活かしたいと語ってくれ
ました。常においしい料理を提供してお客様に喜んでもらうため、努
力を惜しまず日々勉強をいている後閑さん。皆さんも是非一度、魚
武商店に足を運んで、
おいしい料理を頂いてみてはどうでしょうか。
取材：大橋俊介
（㈱三香社）

おおはし

大橋

しゅんすけ

俊介

会員委員会所属
28歳

勤務先：㈱三香舎
取締役
伊勢崎市除ヶ町423-4サンヒルズ伊勢崎南1Ｆ
TEL 61-8100 FAX 61-8573

株式会社三香舎に勤務している大橋俊介さんを紹介します。株
式会社三香舎さんは伊勢崎市の除ヶ町にあり、土地や中古家屋
の売買、不動産の大家業としてアパートやマンションの賃貸斡旋
等を行っているそうです。
ご本人の趣味は、読書、音楽鑑賞、
アニメ鑑賞です。学生時代
は、吹奏楽に励み、現在も市民楽団にて継続中との事です。大橋
さんの性格は、真面目で快活です。
最後に不動産業界のトレンドが刻々と変化する中で、
いち早く潮
を掴むべく常に一歩前を見据えて市場のニーズに応えるよう邁進
してまいりますと語ってくれました。
取材：後閑登喜久
（㈲魚武商店）

（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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2011年入会

ほんだ

本多

まさたけ

正剛

会員委員会所属

2012年入会

いしだ

石田

33歳

勤務先：㈲菊水
板長
伊勢崎市緑町2-15
TEL 25-2661 FAX 25-2661

たかし

事業実施委員会所属

貴司 34歳

勤務先：鳥よし
代長
伊勢崎市羽黒町4-1
TEL 32-7786 FAX 32-7786

伊勢崎市緑町にある居酒屋菊水の三代目をされている本多正
剛さん。先代からの味を守りながら、
自分の色を出せればと考えてい
るそうです。今は主に日本酒や焼酎といった居酒屋メニューにあっ
たお酒に力を入れていて、
なかなか手に入らないモノなども置いてあ
るとのこと。お店の場所は昔の飲み屋街を思わせる裏路地にあり、
同じ路地にあるお店の方々と、小規模ながらイベントを開いて街を
盛り上げていこうと頑張っています。
趣味はあまりないそうですが、
ビールっ腹をへこます為にスポーツ
ジムに通われているそうです。今後、
ＹＥＧを通じて色々な業種の
方々と交流し事業なども貢献出来る様に頑張りたいと語ってくれま
した。
取材：石田貴司
（鳥よし）

伊勢崎市羽黒町で焼鳥店「鳥よし」の石田貴司さんをご紹介します。
石田さんは、先代の経営者よりお店を譲り受け、忙しい毎日を送ってい
ます。お店のＰＲは
「安くておいしい焼鳥店」
とのことでした。
趣味は、
スノーボードとゴルフで過去にスノーボードをする為に、冬場
はペンションや旅館等でバイトをしているうちに飲食業へ興味を持ち現
在に至るそうです。
伊勢崎ＹＥＧへの入会は、会員である友達から、異業種交流があり、
とても楽しくいい勉強になると勧められたのがきっかけだそうです。現在
は仕事が忙しい中、
空いた時間を利用してＹＥＧ活動に参加しています。
仕事の都合上、
あまり参加ができませんが、
出来る限り参加したいと笑
顔で語ってくれました。今後も仕事と青年部の活躍を期待しています。
取材：本多正剛
（㈲菊水）
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2012年入会

い の

井野

としろう

総務委員会所属

俊郎 32歳

よねやま

米山

勤務先：井野法律事務所
所長
伊勢崎市宮子町3634-3
TEL 61-7841 FAX 61-7842

総務委員会所属

まさと

雅人 32歳

勤務先：ワイズオー
トサービス
代表
伊勢崎市南千木町2369-2
TEL 20-7630 FAX 20-7631

伊勢崎市宮子町にあります井野法律事務所の井野俊郎さんを紹
介します。2年半ほど前に伊勢崎市宮子町に事務所を開設し、地元
の親しみある弁護士として活躍している様です。扱う事件は、民事事
件が8割、刑事事件が2割と民事事件が多く、特に最近多いのは、遺
産・離婚・交通事故等だそうです。スタッフも気さくで話しやすい雰囲
気の事務所ですので、気軽に相談出来るような事務所でした。
井野さんの趣味は読書のようですが、現在、市議会議員と次期衆
議院選挙への準備のため忙しく、趣味の時間はほとんど無いようです。
青年部では、
できるだけ多くの会に参加し、多くの方と交流を深め
て行きたいと言っておりました。
取材：米山雅人
（ワイズオートサービス）

伊勢崎市南千木町にありますワイズオートサービスの米山さんを紹
介します。以前は主に自動車の販売・修理をメインとしていましたが、
現在ではＬＥＤを使用した加工など、
自動車のカスタム・
ドレスアップに
力を注ぎ、
オートサロンなどへの出店を目標に頑張っているそうです。
趣味はスポーツで、中学生時代は陸上競技で走り幅跳びをやって
いたそうです。現在でも地元の体育推進委員で活動しており、10年
以上も市民総合体育大会に出場しているそうです。
また、音楽好きで
以前はバンド活動をしていたようで、趣味を通じて沢山の方と交流して
いきたいと語っておりました。
青年部では、積極的に参加して交流を深め、楽しみながら少しでも
地域貢献をしていきたいと言っておりました。
取材：井野俊郎
（井野法律事務所）
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いしはら

石原

経営研修委員会所属
よしかず
36歳

良和

勤務先：ビープラス㈱
代表取締役
伊勢崎市南千木町1776-1
TEL 22-1428 FAX 50-0440

総合建築として企画から施工までを一貫して請け負うビープラス
株式会社の代表取締役石原良和さんにお話を伺いました。主に
住宅・事務所・店舗などを手掛けているそうですが、
「お客様の希望
通りに仕上げるのはもちろんの事、
そこに何かをプラスしてお客様
により満足してもらうことにやりがいを感じるし何より楽しい」
と笑顔
で語る石原さんの顔がとても印象的でした。
趣味は野球、
バイク、御神輿です。特に御神輿に関しては豊名
会という会の副会長を務めていて県内を中心にときには県外にま
で御神輿を担ぎにいくこともあるそうです。
青年部の活動にも積極的に参加していきたいとのことですので
今後の活躍に期待しています。
取材：星野智昭
（アジア熱処理技研㈱）

ほしの

星野

経営研修委員会所属
ともあき
36歳

智昭

勤務先：アジア熱処理技研㈱
取締役
伊勢崎市飯島町540-2
TEL 32-6321 FAX 32-7607

伊勢崎南工業団地にある
「アジア熱処理技研株式会社」取締
役工場長の星野智昭さんを御紹介致します。星野さんの主な業務
は、工場の「運営」
・
「管理」
・
「営業」、時には工場内での「現場作
業」
までもこなしているそうです。
趣味では、小学校から大学まで熱中していたと言う
「サッカー」
を、
今では気の合う仲間とチームを立ち上げたり、同級生や取引先の
お客様とゴルフを楽しんだりと、
プライベートでも
「アクティブ」
な星
野さん。
ＹＥＧ活動では、
「地元の発展に貢献したい」
と語ってくれました。
そんな星野さんの益々のご活躍を楽しみにしています。
取材：石原良和
（ビープラス㈱）
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