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勤務先：大進建設㈱
取締役営業マネージャー
伊勢崎市平和町25-5
TEL 25-0775 FAX 26-5499

第

総務委員会所属
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勤務先：エイザワ設備
代表
伊勢崎市除ケ町72-7
TEL 31-1756 FAX 31-1756

笈川さんは平和町にあります創業44年2000棟の実績を
もつ、大進建設株式会社の取締役営業マネージャーをされ
ています。仕事は主に新築住宅や住宅リフォームを手掛け
ている地域密着型の建築会社です。
日々忙しい中、休日には奥様やお子様とゲームやランチ
の食べ歩きなどされて楽しんでいるそうです。取材をして
いて印象的だったことは、人柄の良さや話し方からくる安
心感でした。住宅を建設するときには良き相談相手となり、
お客様により安心・信頼されていることと思います。
安心して健康的に暮らせる『健康住宅』をお考えの方は、
ぜひ相談してみてください。
取材：永沢 淳
（エイザワ設備）

永沢さんは前職の経験を活かし、平成21年に創業され、業歴
は4年目になります。仕事内容は、住宅、公共などの衛生設備取
付けから水道の引込み、浄化槽、本下水道工事などの給排水の
設備工事やリフォーム設計施工まで一人で行っております。
ご本人の趣味は、バスケットとゴルフをしています。背も高く、
体もガッチリしています。とても、パワフルな方です。青年部に
入会して「みなさんのモチベーションをあげて楽しく勉強して行
きたい」と意気込みをおっしゃって頂けました。永沢さんは、細
かいトコロまで手が届く気使いが出来る方です。水道の事でお
困り事がありましたら、是非、エイザワ設備さんにご連絡してみ
てはいかがですか。
取材：笈川貴士
（大進建設㈱）
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洋一

勤務先：㈱長岡運送
常務取締役
伊勢崎市日乃出町701−9
TEL 25-4519 FAX 21-2722

株式会社長岡運送の常務取締役を務める秋山洋一さんは２２
歳の時に、先代にあたる叔父が経営していた株式会社長岡運送
にトラックドライバーとして入社し、
５年間のドライバーを経て管理者
になり、現在は営業と業務管理を主に活躍されております。昨年6
月には、運送業の別会社株式会社ALSの代表取締役に就任し新
米社長とし経営者としての勉強をしているとの事です。
休日は、3人の男の子のパパとして毎週末野球に借り出され、
真っ黒に日焼けしながらパパも頑張っているそうです。
YEGには、異業種の方々と交流し自分自身の視野を広げたいと
思い友人であるYEGメンバーとYEGの先輩に紹介され入会したと
のことです。今後は、地域発展の為に貢献できる意気込みを語っ
てくれました。
取材：安富謙一
（㈲ヤストミ工業）
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総務委員会所属
23歳

勤務先：㈲ヤス
トミ工業
専務
伊勢崎市国定町２-1559-18
TEL 20-8141 FAX 20-8140

ヤストミ工業の専務を務める安富謙一さんは、
お父様が経営さ
れるヤストミ工業に、
２０歳の時に入社されパートナー会社で営業
の経験をつまれ現在ヤストミ工業でその経験を生かし、図面制作と
営業を主に活躍されております。入社時は、営業と図面制作の勉
強に励み今は経営者としての勉強をしているところとの事です。
休日は、少年サッカークラブチームのコーチを務め小学生に礼
儀、技術、体力強化に毎週末泥だらけになりながら、地域の小学
生の成長に活躍されております。安富さん自身も幼稚園の頃に
サッカーと出会い２０歳までJリーガーを目指し、
サッカーと共に青春
時代を駆け抜けてきたそうです。
その経験を生かしいろいろなことに
チャレンジし、大きく羽ばたき若き経営者とし活躍される事ではない
でしょうか。
取材：秋山洋一
（㈱長岡運送）

（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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勤務先：エムティアイ㈱
製造支援室長
伊勢崎市三室町5779
TEL 61-4881 FAX 62-6896
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総務委員会所属

徳人 37歳

勤務先：㈲阿部ホンダ
取締役
伊勢崎市茂呂町1-423
TEL 25-1117 FAX 25-1492

エムティアイ㈱に勤務している提橋さん。仕事内容は業務用冷
蔵庫、
スーパーのショーケースの部品の製造をしているとの事。
２００８年より一部自動車の部品の製造にも着手されている
そうです。役職を製造支援室長とし、取締役である父親をサ
ポートしつつ、現場でも作業をこなし従業員のサポートもされて
いるそうです。
今回提橋さんにお会いしてお話してみると、仕事に対してとて
も真面目であり、謙虚で自分に厳しい方と感じました。プライ
ベートではお子様と奥様との時間を大切にされているそうです。
仕事を一生懸命、子育てや家族サービスも一生懸命な提橋さん
はきっと青年部でも一目置かれる存在になると思います！
取材：阿部徳人
（㈲阿部ホンダ）

㈲阿部ホンダの取締役を務める阿部さんの仕事内容はホン
ダ正規代理店でオートバイの販売・買取・修理をしています。
創業は昭和25年からと歴史あるお店で阿部さんで3代目だそう
です。店舗の雰囲気もよく地域に密着し、困った時に頼りにな
るショップを心がけているそうです。仕事もバイクですが休日も
お客様とツーリングを楽しむほどバイクが生活の中心になって
いるそうです。バイクの乗れない季節にはご家族でスノーボー
ドもされているそうです。家族との旅行も頻繁に出かけられた
りして、家族との時間も大切にされているそうです。阿部さんは
自分の仕事や趣味、家族も大事にし両立されている方です。人
柄もとても腰が低く、とても素晴らしい社長さんでありお父さん
でした。
取材：提橋和弘
（エムティアイ㈱）
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総務委員会所属
42歳

勤務先：㈱博商
代表取締役
伊勢崎市今泉町2-939-7
TEL 25-0012 FAX 23-3445

昭和23年にお祖父様が鮮魚商をオープンされ60有余年、
靖さんで三代目の博商さん。一昨年、お父様が病に倒れられて
からは、築地市場への仕入が靖さんの担当となり、早朝から営
業が終わるまでは17・8時間は気の抜けない毎日だそうです。
それでもまだまだ模索しつつ、商売の難しさを痛感していると
の事。
靖さんは、星野会長には公私共に大変お世話になっているそ
うで、その縁もあって当会に入会されたそうです。
井の中の蛙で終わらぬ様に諸先輩方の指導を頂きたいとの
事です。
取材：富岡裕之（㈱T・Mコーポレーション）

い

由井

勤務先：㈱ホーマー商会
代表取締役
伊勢崎市長沼町660-7
TEL 32-3337 FAX 31-1018

㈱ホーマー商会の奥野さんは幼少の頃からの車好きで学校を
卒業された後、地元の外車ディーラーで営業をされておりました。平
成10年に入社され翌年の8月には既に代表取締役に就任されま
した。会社は昭和27年４月創業、今年で62年目の老舗企業であり
まして、
民間車検工場・新車、中古車の販売及び車の買取・ＧＳ・レ
ンタカー事業など車の事ならほぼすべての事を取り扱っております。
また２年前に新規事業として認知症介護施設のグループホーム、
「豊馬の里」
（ホーマーのさと）
も始めました。
趣味はお二人のお子さんがサッカーのクラブチームで活躍して
おり、
その練習を見に行くという家族想いの優しい心の持ち主でも
あります。
皆さんも車のことでお悩みや相談がありましたら、
なんでも解決し
て頂けると思いますので、一度相談してみたらいかがでしょうか。
取材：由井政喜
（第一印刷㈱）
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勤務先：第一印刷㈱
代表取締役
伊勢崎市連取町1344
TEL 25-0919 FAX 23-1290

第一印刷㈱の代表取締役を務める由井政喜さんは、先代
が昭和２５年６月会社を創業され、平成１４年９月に入社
し、平成２３年１２月に代表取締役に就任、現在に至って
おります。
業務内容としては、印刷全般はもちろん、昨今において
は企業向け情報処理サービスなどにも力を注ぐなど、お客
様のニーズにも迅速に対応しているとの事でした。
また、「地元企業の発展に貢献していきたい」と熱い意
気込みで語ってくれました。人柄もとても温厚でみなさん
の為に力になってくれそうな気が致しました。
取材：奥野哲司
（㈱ホーマー商会）
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会員委員会所属
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勤務先：㈲ヤマ
ト
伊勢崎市三光町7-5
TEL 24-8650 FAX 24-2711

中学卒業後、現在の葬儀社にアルバイトとして入社。働きながら
も定時制に通い、19歳で正社員となる。感謝される事にやりがいを
見出し
『真心』
を信条として日々施工に取り組んでおられるそうです。
休日は日帰り温泉でゆったり過ごしたり、
また、町内のバレーボール
愛好会に所属し、週に一度汗をかきながら地域の方々との交流を
深めるなど活動的な一面も。日常では難聴の為補聴器を着用して
いるが、呼び掛けに気付けずに困ることもしばしば。
そんな武藤さん
の好きな言葉は、相田みつをさんの『つまづいたって いいじゃな
いか にんげんだもの』。実直で真摯に自分と向き合う強さを持つ
この方は、
きっと青年部活動においても有益な存在になることと思
います。
取材：五十嵐智彦
（イガラシ農援・kz）
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