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えばら

榎原

勤務先：PLUM㈱
代表取締役
伊勢崎市本町13-2 NAビル1F
TEL 25-5186

第

事業実施委員会所属
えいいち
38歳

栄一

勤務先：㈲アーバンスペース
代表取締役
伊勢崎市連取町2333-6
TEL 30-1170 FAX 21-0351

今回、紹介するのは本町、緑町にて「シアムエリ
ゼ」と「ブレス」という飲食店を経営している茂木和
典さんです。取材をさせてほしいと言ったら快く受け
てくださり、その場で取材することができました。こ
の行動力には大変驚き、この行動力が仕事でも生かさ
れているように思いました。お店は今年で4周年にな
るそうです。この仕事を始めた理由は多くの方と色々
な話をするのが好きだからだそうです。YEGに入会
したのもたくさんの方と知り合い、色々な話をしたく
て入会したそうです。今後は様々な形で伊勢崎市の皆
様の為に活躍できるように頑張りたいと抱負を語って
もらいました。
取材：小杉知成（コスギ家具）

連取町のベイシアスーパーマーケットの斜め向かい
にある㈲アーバンスペースの榎原栄一さんを紹介させ
ていただきます。榎原さんは大学卒業後、東京で営業
を7年、父親が経営する不動産業で2年間勉強して平成
16年にエイブルのフランチャイズとして起業し現在7
年目です。業務内容は賃貸物件の仲介が主な仕事です。
この仕事の面白いところはお客様を通じて世相がよく
見えることやお客様からの感謝の声が何よりうれしい
とのことです。月に2.3日しかない休日は必ず4歳の双
子の娘さんと一緒に公園等に遊びに行く、とても家庭
想いの面もあります。仕事や家庭を大事に親身になっ
て関わってくれる人だと感じました。
取材：奥野晋久
（ボディーショップＫ）

2010年入会

2010年入会

おくの

奥野

くにひさ

総務委員会所属

晋久 34歳

勤務先：ボディーショップＫ
代表
伊勢崎市馬見塚町1762-1
TEL 32-5818 FAX 32-5818

こどもの森公園「まゆドーム」西の国道354沿いで
ボディーショップKを経営されている奥野晋久さんに
話を伺いました。22歳の若さで独立し今年で創業13
年目で板金塗装を得意としています。自動車整備業を
している兄（㈱ホーマー商会）や仲間達と連携してお
り自動車のことなら何でも任せて下さいと力強く語っ
てくれました。現在の趣味は1年半ほど前から本格的
に始めたマラソンでチームランナーズハイに所属し今
年の1月にはフルマラソンにチャレンジし完走したそ
うです。又、3人の子供も父親に似て？スポーツ万能
だそうです。今後、青年部活動にも積極的に参加し必
ず伊勢崎市に貢献すると熱く語ってくれました。
取材：榎原栄一
（㈲アーバンスペース）

ながしま

長島

経営研修委員会所属
やすあき
38歳

安昭

勤務先：ながしま歯科クリニック
代表
伊勢崎市平和町7-4
ｆTEL 23-0033 FAX 23-0034

今年1月に平和町とりせん北の桐生県道沿いにて独
立開業したながしま歯科クリニック。最新設備の下、
笑顔と技術で患者さんをお迎えしているそうです。院
内の待合室は白を基調にとても広く、歯医者さんとは
思えないお洒落な空間でした。現在、3人のお子様の
生まれた年代のワインをコレクションしているそうで、
自宅のワインセラーにはすでに100本以上もあるそう
です。中には高価な物もあり、将来、子供たちと一緒
に飲むのを楽しみにしていると笑顔で語ってくれまし
た。家族思いの優しいところがとても印象的で、歯の
治療は安心して任せられると思います。今後、YEG
活動での活躍に期待したいと思います。
取材：早野英孝
（アイオー信用金庫）

（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

会員
在
が
現
名
7
8
11 躍中!!
活

2010年入会

おのざと

会員委員会所属

ようへい

小野里洋平

2010年入会

ゆ

さ

遊佐

33歳

勤務先：㈱三ラージ
代表取締役
伊勢崎市大手町11-19
TEL 27-8777 FAX 27-8778

けんさく

渉外委員会所属

健策 38歳

勤務先：㈱ケイズプランニング
代表取締役
伊勢崎市緑町5-16
TEL 20-7778 FAX 20-7779

大手町にある㈱三ラージ（スリーラージ）の小野里
洋平さん。業種は不動産業で主に収益用不動産、事業
用不動産販売の取り扱いに特化し開業５年目覚ましい
活躍をしております。仕事のポリシーはクライアント
の成功と自社の成功の合一。儲からない物件は販売し
ない。お客様にとっては嬉しいことですよね。
趣味は温泉、海外不動産投資、海外投資。特にアジ
アを中心に不動産投資をやっているそうです。
又、１０代の頃ＴＲＦのバックダンサーをしていた
そうで、今はお腹が邪魔をして踊れないそうですが…
昔はスリムなＨＩＰ−ＨＯＰダンサーで以外な一面を
感じました。
取材：遊佐健策
（㈱ケイズプランニング）

平成２１年に創業、㈱ケイズプランニングは弁護士
からの債務整理案件を中心に不動産のトータルアドバ
イザーとして顧客満足度NO.1の取引をしています。
不動産業界に携わって１２年。今まで経験してきたノ
ウハウを活かし仕事をしていきたいとのことです。
趣味はゴルフで毎日でもしていたい位のゴルフ好き
ですが、スコアは本人曰く人には言えるほどではない
そうです。又、プレイするだけでなく観戦も好きで、
アマチュアの大会やプロのツアー観戦などにも時間が
あれば出掛けているそうです。
今後はできるかぎりYEG活動に参加して仲間をた
くさん作りたいと笑顔で語ってくれました。
取材：小野里洋平
（㈱三ラージ）
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会員委員会所属

英孝 43歳

小暮

勤務先：アイオー信用金庫
監査部 副部長
伊勢崎市中央町20-17
TEL 30-5019 FAX 23-5172

アイオー信用金庫に勤務する早野英孝さん。現在、
監査部の副部長という重要な役職に就かれ、仕事は大
変忙しく、アイオー信用金庫の全店舗を監査する立場
で厳しく目を光らせているそうです。又、昨年までは
同金庫の野球部の監督を任せられるほどの人柄で強く
リーダーシップが感じられました。（現在、伊勢崎市
のAクラスでも一目置かれるほどの実力のあるチー
ム）早野さんは何に対しても熱心な性格で現在はサッ
カーの審判の資格を取得し、子供のサッカーの指導に
あたり、技術面だけでなく精神面の大切さを子供たち
に指導しているそうです。最後に何に対しても熱く、
真面目な早野さんの今後のYEG活動に期待します。
取材：長島安昭
（ながしま歯科クリニック）

こぐれ

事業実施委員会所属
かつひこ
44歳

克彦

勤務先：医療法人社団ふたば
事務長
伊勢崎市連取本町20-9
TEL 21-7000 FAX 21-5010

ふたばマタニティクリニックで事務局長をされてい
る小暮克彦さん。仕事内容は、給与計算や社会保険手
続きなどいわゆる事務経理をされているとの事。最近
の趣味は、コースに行くよりも練習場が大好きという
ゴルフだそうで、趣味の話を切り出しただけで次から
次へとゴルフ談義が止まらなくなるほど好きなようで
す。また、学生の頃は野球で活躍し、鳥取国体群馬選
抜メンバーにも選ばれたほどの逸材とチラッと自慢す
る辺りは、なかなか憎めない人柄かと思わせます。外
見は真面目一本で、いかにも事務長が似合う小暮さん
ですが、大好きなお酒にはいつもやられてばかりだそ
うです。これからの活躍を期待したいと思います。
取材：徳田雅史
（伊勢崎ガス㈱）

− 伊勢崎商工会議所青年部３０周年記念事業 −

9月18・19は
華蔵寺に行く
もじゃ〜！

いせさきもんじゃまつりと
県外Ｂ級グルメフェスタ
もじゃろ
ー
あえるか 君に
も？
！

開催日 平成23年 9月18日
（日）
・19日
（祝）
9時30分〜15時30分
会 場 伊勢崎市総合運動場
（華蔵寺公園運動施設周辺）
YEG

伊勢崎商工会議所青年部３０周年記念式典同時開催

お店を いせさきもんじゃはもちろん、市内のもんじゃ店やもんじゃ商品
ちょっとだけ B級グルメで有名な富士宮やきそば、
厚木シロコロ・ホルモン、
ご紹介
など、
B級グルメなどが
静岡おでん
50店大集合！
！

もじゃろーグッズも
いよいよ販売開始！

伊勢崎商工会議所青年部

主催 TEL 0270-24-2211

群馬デスティネーションキャンペーン

http://www.isesaki-yeg.jp/

「ぐんまのグルメ大集合」同時開催！！
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