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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、
会
長 星野 和男

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。

2013年入会

たかい

髙井

事業実施委員会所属
いさお
42歳

勇雄

勤務先：㈲髙井商店
代表取締役社長
伊勢崎市ひろせ町4091-11
TEL 25-3161 FAX 23-7286
髙井さんは自動販売機のオペレーターとして、会社等に設
置されている自動販売機のジュースの補充を行ったり、機械
のメンテナンスを定期的に行っているそうです。代表として、
営業活動や社内管理業務に従事するとともに、運送作業や
機械の修理等の現場作業にも日々汗を流しているそうです。
「自動販売機はお客様にとって憩いの場であり、お客様のオ
アシスになれるような環境作りを目指してます。」と笑顔で
語っていくれました。休日は三人のお子様と遊びに行ったり
と、お子様との時間を大切にしているようです。
「青年部の活
動にはできるだけ参加して、様々な方と交流を深めていきた
い。」と意気込みを語ってくれました。取材を通して、髙井さん
の明るく優しい人柄が伝わってきましたので、自動販売機設
置の際は、ぜひ髙井さんに相談してみてはいかがでしょうか。
取材：島田翔（島田智税理士事務所）

2013年入会
まつもと

松本

事業実施委員会所属
のりあき
33歳

典昭

勤務先：㈲松坂食品
代表社員
伊勢崎市宮前町214-1
TEL 23-0558 FAX 23-9126
松本さんは伊勢崎市宮前町において、食肉水産加工・冷凍
食品・缶詰の卸売業を父・兄と共に経営に携わり、多忙な毎日
を送っていらっしゃいます。趣味は野球観戦でプロ、アマを問
わずとの事。特に夏に甲子園で行われる全国高校野球選手権
大会は毎年楽しみにしているそうです。そんな松本さんに今
回青年部に入会された動機を尋ねると「異業種の方との交流
を通じて自分自身を成長させ視野を広げたいという思いから」
とのことでした。松本さんにお会いしてみると体が大きく頼り
がいのある人という印象で、お話を伺うとますます第一印象
に間違いはないと確信しました。これからの青年部活動にお
いての松本さんのご活躍に期待しております。
取材：杉内嘉津幸（有限会社杉内建設）

新入会員大募集!!

2013年入会

しまだ

事業実施委員会所属
しょう
28歳

島田 翔

勤務先：島田智税理士事務所
所長代理
伊勢崎市今泉町2-944-8
TEL 24-5968 FAX 24-6158
島田さんはお父さんの経営する税理士事務所で働いてい
ます。仕事内容は税理士のお父さんの仕事のサポートをしな
がら、日々税理士の勉強をされています。税理士の仕事は中
小企業の身近な相談役。数字だけを見るのではなく、コンサ
ルタントまで出来るように親身に顧問先のことを考えていま
す。と語って頂きました。青年部でも、いろいろな方々と交流
を持ちたいとおっしゃっていましたので、その経験は今後顧
問先のコンサルタントの糧となることでしょう。趣味は映画鑑
賞と水泳とのこと。映画はアクション物や感動作などをよく観
るようです。水泳は平泳ぎが得意で、週2回ほど、一時間くら
い泳ぐそうです。体力もバッチリです。人柄はとても誠実そう
ですので、皆さん経営の悩みがあるときは相談してみてはいか
がでしょうか？きっと力になってくれると思いますよ。
取材：高井勇雄（有限会社高井商店）

2013年入会

すぎうち

事業実施委員会所属
かつゆき
41歳

杉内 嘉津幸

勤務先：㈲杉内建設
代表取締役
伊勢崎市上植木本町2623-1
TEL 25-7717 FAX 26-6933
杉 内さんは、杉 内 建 設の二 代目として主に木 造 住 宅 専
門の建設業を営んでいるとのことです。
杉 内 建 設 のポリシーとして、
「 機 械では出 来ない 手 仕
事 。量 産ではなく品 質が 高く、お客 様に満 足して頂ける仕
事を目標にしている」
と熱く語ってくれました。
休日は、ご家 族と日帰りで東 京 方 面へ観 光されることも多
いらしく、ツーリング仲 間と過ごす 時 間が 楽しいとの 事で
す。
青 年 部 活 動の意 気 込みは「 異 業 種の方との交 流を通じ
て自分自身を成長させていきたい。」
と、語ってくれました。
取材：松本典昭（有限会社松坂食品）

伊勢崎YEG（商工会議所青年部）
では、
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

会員
在
が
現
名
7 !!
12
18
中
活躍

2013年入会

じんぼ

神保

事業実施委員会所属
りえこ
35歳

理映子

勤務先：a.un
（アウン)
代表
伊勢崎市本町12-24NAビル第10 201
TEL23-2822 FAX 50-0702
『趣味は習い事かな？着物が好きで自分で着れたらと思い、
今
は着付け教室に通ってるの』
と、
ドキドキするくらいキュートな笑
顔でお話ししてくださる神保さんは、
埼玉県出身、
何故伊勢崎で
出店？と、
いうと埼玉で歯科衛生士をしていたが、
不思議な事に
群馬でキャバ嬢に成り今に至るそうです。
スタッフが仲良くお客
様と一緒に楽しめる所がa.un の好きな所。
今後はお客様に愛され永く続けて行けるお店にしていきたいそ
うです。
仕事中はお客様の息抜きに成る雰囲気を作り出すのが上
手いなぁという印象で、
とにかく私好みの美人！癒し、
明日への
活力の為にはa.un お薦めします！
青年部では知り合いを増やしそこから色々学べたらと思ってい
るそうです。
取材：冨岡絵美
（寿司割烹とみ岡）

2014年入会

くりた

かずや

栗田

和哉

とみおか

えみ

会員委員会所属

冨岡

絵美

総務委員会所属
36歳

勤務先：寿司割烹 とみ岡
取締役
伊勢崎市冨塚256-1
TEL 61-9161 FAX 61-9161
趣味は、
楽しいこと全部！と言い切る栃木出身の富岡さん。
東
京でスナックのママと飲食コンサルタントをおこなっていたとこ
ろ、
旦那さんと出会いました。
その後、
旦那さんと一緒に開業する
ために群馬へ来られました。
お店のコンセプトとしては海なし県
で美味しいお魚料理をいただける。
築地の味を群馬で！と思って
いただけたらありがたいです。
とのこと。
お店の今後の目標は？
と、
質問したところ、
「社長夫人業がやりたい！」
と、
びっくりなコ
メント。
そこには、
私がいなくても任せられる、
意識の高いスタッ
フになってほしい。
と、
願いが込められています。
青年部の意気込
みとしまして、
群馬に知人が少ないので、
青年部を通してイベント
に参加し、
知人を増やし、
群馬のことを沢山知りたいとおしゃって
いました。
取材：神保理映子
（a・un）

まつばら

松原

事業実施委員会所属
ふみあき
41歳

史明

勤務先：㈱エムズコーポレーション
代表取締役
伊勢崎市連取町1863-1
TEL21-6686 FAX 21-8266
松原さんは印刷物・ノベルティーグッズ・ラジオCMなどな総
合広告代理店を営んでいます。最初の職はアパレル業界でし
たが、退職し広告代理店に勤務、そこで現在の仕事の基礎を
学び、６年前に独立開業。この仕事は、常に変化があり、お客
様によってニーズが千差万別、そして、宣伝広告の成果をお客
様と共有でき、非常に楽しい仕事ですと笑顔で語ってくれまし
た。 ラーメン店の新規オープンでは、チラシ広告やラジオの
生放送を使い、当日には数百人の列ができ、とても感動したそ
うです。学生時代から格闘技とバンド（ハードコア、メタル系）
が趣味で、休みの日には、お子さんとプロレスをしているそうで
す。青年部活動の抱負は「まつりなどの各行事に、準備から片
づけまで全て自分たちで行動してるのに共感したと、自分も街
づくりや地域貢献に積極的に参加していきます。
」
取材：大和崇義（大和産業株式会社）

2014年入会

おぶち

小淵

35歳

勤務先：栗憲工業エクステリア
代表
伊勢崎市日乃出町1038-76
TEL61-7854 FAX 61-7854
栗田さんは7年前に伊勢崎市内で栗憲工業エクステリアを
創業しました。業務内容は外構工事・解体工事等エクステリア
全般が業務ですが、栗田さんは営業、打ち合わせ、現場管理を
精力的にこなしているそうです。仕事に注ぐ情熱は人一倍強く
常にお客様が満足の行くものを作るという情熱をもって、仕
事をしているそうです。少ない休日は、家族と過ごすことが多
く、とても家族を大事にしている印象を受けました。いろいろ
な方との出会いが仕事につながることが多く、青年部の入会
もいろいろな人と関わりたいとの思いで入会したそうです。
取材：小淵浩義（セブンアイランズ）

2014年入会

2013年入会

ひろよし

会員委員会所属

浩義 35歳

勤務先：セブンアイランズ
代表
伊勢崎市山王町175
TEL 21-0366 FAX 21-0366
小 淵さんは1 9 歳から接 客 業に携わり作った人 脈をもと
に平 成２３年に印 刷・デザイン・ホームページ作 成を手 掛
けるセブンアイランズを創 業 。主に病 院 関 係 、会 社 等の印
刷物・ホームページ・ユニフォーム等を作っています。
休日は家 族で過ごすことが 多く家 族をとても大 切にして
いるとのことです 。つい 先日も家 族でお 子 様 の 誕 生日に
ディズニーランドに楽しい旅 行にいってきたとのこと。お会
いしてみて、仕 事 へ の 情 熱とご家 族 に 対する優しさが 伝
わってきました。
取材：吉田雄二（炭火串焼き はくら）

2013年入会
やない

矢内

経営研修委員会所属
よしはる
41歳

良春

勤務先：豊鉄水工業株式会社
専務取締役
伊勢崎市中町72
TEL 32-1526 FAX 32-1583
会社は父親が社長をしていて主に設備工事業（水道・空調
工事）、それと建築鉄骨業をしており、矢内さんは高崎での修
行を経て10年前に会社に入りました。厳しい建設業会ではあ
りますが、お客様をはじめ、地域の人や社員などの幸せに貢献
し、必ず生き残れる強い会社にしたいと語ってくれました。そ
の強い意気込みと思いきや趣味は学生時代硬式野球をやっ
ていたにも係らず特に無く、日帰り温泉というなんとも渋い趣
味を持っています(笑)。
YEG活動に関しましては、どこまで出来るか分かりません
が、まず委員会の人の名前を早く覚え、積極的に活動にも参
加し、微力ながら少しでも貢献できるように頑張りたいと言っ
ていました。矢内さんの活躍に期待したいと思います。
取材：田中泰亨（ル・ソレイユ 株式会社）

