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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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除ヶ町に事務所がある猪俣会計の猪俣径也さんは父親
の経営する会計事務所で兄と一緒に仕事をされているそう
です。猪俣さんはこの仕事に就いて3年目だそうですが、
お客
様と問題や目標など共有でき、共に成長、達成感を共感でき
る所が楽しく、
また税法以外にも答えを求められるので、幅広
い知識も必要で日々勉強と語って頂きました。
また休日には
高校時代からやられているラグビーで仲間と青春の汗を流し
ているそうです。自分も高校時代ラグビー部だったので、
ちょっと興奮して話してしまいました。今後はＹＥＧ活動に積
極的に参加し多くの人達と交流を深めて行きたいと語って
頂きました。終始にこやかで人の話を楽しそうに聞いて頂き、
温かい人柄を感じさせて頂きました。
取材：鷹巣眞二
（プラザ・アリア）

喜多町にあるプラザ・アリアの鷹巣眞二さんを紹介
致します。鷹巣さんは兄と共にプラザ・アリアを経営
し、ご自身は総料理長として結婚式や各種宴会で素敵
なお料理をご提供されております。趣味は「家族」と
のことで、家庭をとても大事にしていらっしゃいます。
お子様は一姫二太郎のお二人だそうです。お子様達が
仲良く遊んでいるのをやさしく見守る鷹巣さんの姿が
目に浮かびます。ＹＥＧには多くの人達と知り合いた
いと考えて入会されました。これから積極的に青年部
活動に参加して、伊勢崎市の発展に貢献していきたい
とのことです。今後、益々のご活躍が期待されます。

2011年入会

2010年入会

ぜん

膳

やよい

渉外委員会所属

弥生 35歳

勤務先：赤石藩
若女将
伊勢崎市中央町29-5
TEL 26-2211 FAX 26-2698

中央町で創業26年を迎える「割烹・赤石藩」で若
女将をされている膳弥生さん。「割烹・赤石藩」では
緑の見える静かなお座敷で旬の素材を生かした会席が
ご堪能できます。各種ご宴会、ご会合、ご接待等の他、
お昼のランチ（950円〜）もされているのでお気軽に
お立ち寄り下さいとの事です。趣味はお酒で大のビー
ル党だそうです。また、休日は中学2年生の娘さん
（テニス部）と小学6年生の息子さんと一緒にキャッ
チボールをしたり、バッティングセンターに行ったり
と子供中心の生活をしているそうです。明るくてとて
も素敵な女性でした。
取材：中島由紀
（三井生命保険㈱）

取材：猪俣径也
（㈱猪俣会計）
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事業実施委員会所属

由紀 34歳

勤務先：三井生命保険㈱
伊勢崎市中央町25-18
TEL 22-6000 FAX 22-6002

三井生命保険株式会社伊勢崎営業部にお勤めの中島
由紀さん。中島さんのお仕事は生命保険、損害保険の
営業で常にお客様のニーズに合わせたコンサルティン
グを心掛けているそうです。
趣味はお酒と最近始めたゴルフだそうです。笑顔の
とてもすてきな方で営業のお仕事がピッタリだと思い
ました。最後に青年部活動を通じてたくさんの方と交
流を深めて行きたいと語っていました。今後の青年部
活動に期待しております。
取材：膳 弥生
（赤石藩）

（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 !!
12
12
中
活躍

2010年入会

もりた
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事業実施委員会所属
ゆういち
40歳

2010年入会

裕一

なかみち
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勤務先：司法書士森田事務所
代表
伊勢崎市中央町17-8
TEL 75-5091 FAX 75-5092

事業実施委員会所属
むねひろ
46歳

宗弘

勤務先：ぐんま市民司法書士事務所
代表
伊勢崎市連取町3083-2
TEL 61-7211 FAX 61-7212

新伊勢崎駅前、中央町で「司法書士森田事務所」を
開業されている森田裕一さんを紹介させていただきま
す。森田さんは、悪徳商法・消費者問題のエキスパー
ト。その豊富な知識は我々司法書士の間でも一目置か
れるほどです。特に持ち前の勉強熱心さと正義感、そ
して依頼者のために全力で問題を解決しようとする情
熱で今では多くの伊勢崎市民の信頼を得ています。今
年5月で事務所開設からちょうど2年。ますます飛躍す
る森田さんの活躍ぶりを皆様どうぞご期待下さい。
取材：仲道宗弘
（ぐんま市民司法書士事務所）

連取町で「ぐんま市民司法書士事務所」を開業され
ている仲道宗弘さんを紹介させていただきます。困っ
ている人を見ると手を差し伸べずにはいられない、そ
んな性格の仲道さんの事務所には困ったことや悩み事
を抱える人が日々相談に訪れています。依頼者の権利
を守るためには手間を惜しまず、最大限の努力を尽く
す仲道さんには「そこまでやってくれるのか」と依頼
者から感謝の言葉が絶えないそうです。事務所を開業
されて2年が経ちますが、市民に開かれた司法書士事
務所として、伊勢崎の地にしっかりと根を張っていま
す。益々の活躍を期待しております。
取材：森田裕一
（司法書士森田事務所）

2011年入会

2011年入会

いしはら

石原

やすえ
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靖栄 34歳

勤務先：石原毅税理士事務所
税理士
伊勢崎市宮子町3598-7
TEL 24-1246 FAX 24-1247
宮子町でご夫婦で税理士業を営む石原靖栄さん。石原さん
は祖父の影響で税理士を志し、昨年税理士登録をしました。主
な業務は税務申告書類の作成。確定申告を控えた今の時期
は特に忙しいとのことです。石原さんは平均年齢60歳という税
理士業界における若手のホープとして期待されている人材であ
り、経営コンサルティングとして、企業の発展に寄与できる税理
士を目指しています。真摯な姿勢で仕事に取り組む姿を拝見し
とても頼もしく感じました。休日は愛犬と戯れたり、家族と外食を
したりするそうです。冬場にはスノーボードを楽しむなど、公私共
に充実した日々を送っていらっしゃいます。最後に
「青年部の活
動に積極的に参加し地域に貢献できるよう励んでいきたい」
と
語って下さいました。石原さんの活躍から目が離せません！
取材：鳶島久子
（大前千鶴子司法書士事務所）

とびしま

鳶島

総務委員会所属

ひさこ

久子 31歳

勤務先：大前千鶴子司法書士事務所
司法書士
伊勢崎市太田町300
TEL 26-8100 FAX 26-8101
司法書士の鳶島久子さんを紹介させていただきます。鳶島さ
んは合格率3％と狭き門である司法書士試験に独学で挑戦し
見事合格、平成23年に司法書士登録をし受験時代から憧れ
だった大前千鶴子先生の事務所に勤務することになりました。
大前事務所では登記と裁判事務を行っており、鳶島さんは主
に債務整理業務を担当しています。仕事では目下修行中で忙
しく業務に勤しんでいますが、休日は猫とのんびり読書をして過
ごすのが好きだそうです。今後は金銭的にも精神的にも問題を
抱えた依頼者の心に寄り添うことができる司法書士になるのが
目標と語ってくれました。女性ならではのきめ細やかな心遣いで
市民の権利と財産を守る素敵な司法書士になってくれることで
しょう。今後、
より一層のご活躍に期待します。
取材：石原靖栄
（石原毅税理士事務所）

群馬のおみやげと言ったらコレ！
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調理器具もセット!
いせさきもんじゃ
4人前セット!

いせさきもんじゃ
イメージキャラクター

※容器とキャベツは同梱されていません。
別途ご用意下さい。

「もじゃろー」

いせさきもんじゃロゴ及びもじゃろーは伊勢崎商工会議所青年部の登録商標です。

もんじゃセットについてのお問い合せは 梅田製作所（0270-25-1814） もじゃろーに付いてのお問い合せは伊勢崎商工会議所青年部 まで
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