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五十嵐

勤務先：イソベテック
代表
伊勢崎市国定町1-1108-3
TEL 63-1547 FAX 63-1548

第

事業実施委員会所属
あつろう
38歳

厚朗

勤務先：絹屋衣裳店
店長
伊勢崎市緑町8-17
TEL 25-0926 FAX 23-8577

国定町にあるイソベテックの泉和宏さんです。お仕
事は車関係の治具などを製作しています。治具と言う
のは、車のパーツを作って行くうえで製品のばらつき
が出ないように規制をしてあげる機械を作っているそ
うです。趣味は小さい頃からスキーをしていてレース
に出たりしていたそうです。その他水上スキーをした
り活発に活動されていて最近は自転車にはまっている
そうです。伊勢崎商工会議所青年部に自ら入りたいと
商工会議所に飛び込んで来たそうで、色々な行事に参
加して行きたいと熱く語っていました。
取材：五十嵐厚朗（絹屋衣裳店）

上諏訪町のある西陣貸衣裳の五十嵐厚朗さん。本店
は緑町にある絹屋衣裳店です。仕事は貸衣裳と七五三、
成人式などの記念撮影をしています。趣味はテニスや
ゴルフ、スノーボード、ランニングなどやられている
そうでテニスは２５才から始めて週４日ナイターで練
習しているそうで家族から呆れられてると話してまし
た。ランニングは最近同級生とランニング部を作って
走り始めているそうです。最近も前橋シティマラソン
に出たりしているそうです。青年部でもいろいろな
方々との交流をして色々な活動に参加していきたいと
話してくれました。
取材：泉 和宏（イソベテック）
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総務委員会所属
39歳

勤務先：㈲エコ
・クリーン
営業統括本部長
伊勢崎市中町764-21
TEL 21-1110 FAX 23-6389

㈲エコ・クリーンの営業担当であります曽根正義さん。市
内中心にビルメンテナンス、清掃、
ハウスクリーニングを手掛
ける会社の第一線にて活躍されており、｢お客様の要望に
対して親身になって相談に応じる。｣ことをモットーとしている
とのことでありますので、皆様ぜひ相談してみてはいかがで
しょうか。休日は、30年以上続けているという野球をお仲間と
一緒に楽しんでいるとのこと。最近では、
バットをゴルフクラブ
に持ち替えることもしばしばとか。関心が高い｢エコ｣関連の
お仕事に従事される｢クリーン｣な印象をお持ちの曽根さんは、
青年部にも爽やかな風を吹き込んでくれるものと期待してお
ります。
取材：長谷川雅祥
（アイオー信用金庫）

はせがわ

長谷川

会員委員会所属
まさよし
38歳

雅祥

勤務先：アイオー信用金庫
本店営業部 融資課長
伊勢崎市中央町20-17
TEL 23-1111 FAX 24-2601

アイオー信用金庫本店営業部融資課に在籍する長谷川
雅祥さん。経済環境が厳しさを増す中で、地域の中小・零細
企業者の皆様をはじめとしたお客様に対し、相手の目線で
日々相談に応じられるよう、心がけているとのこと。お客様と
の信頼関係構築を念頭に置くことで、逆に色々な局面でお
客様に助けて頂けることも多いそうで、感謝の気持ちも忘れ
ていませんでした。休日は、早朝のゴルフ練習やでリフレッ
シュされているとのこと
（逆にストレスになることも？）
。｢地元
のアイオー信用金庫の職員として、青年部の活動を通じて
少しでも地域に貢献できるよう努力していきたい。｣との決意
を語ってくれました。職場、青年部両面における益々の活躍
に期待します。
取材：曽根正義
（㈲エコ・クリーン）

（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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もりや

守谷

36歳

経営研修委員会所属
じゅんいち
34歳

純一

勤務先：㈱く
うかん
ANGELIC事業部 マネージャー
伊勢崎市宮子町3411-7 スカイソアービル2階
TEL 75-3267 FAX 75-3268
宮子町Isesaki Garden'sの『LUCKY PERSONS』
でキッズ服や
グッズ・レディースファッション・フォーマルスーツ・カフェの経営に携わる
齋藤尚和さん。他社での管理職経験から㈱くうかんの先輩に現部署の
マネージャーとして認められて現在活躍中とのことです。顧客満足度を
追及し人材育成と研究で県内外の店舗を駆け巡るなど深夜まで多忙
な毎日をこなす齋藤さんに行動力とタフさを感じました。
趣味の「幼いときからやってるゴルフ」
が仕事の息抜きとのこ
と。YEG活動では、
「 他業種の方々と知り合い学び、
自分の経
験を活かし伊勢崎を一緒に盛り上げて行きたい」
とのこと。
『良
いときも悪いときも
「忍耐」
が必要！』
と話す齋藤さんに、仕事に
対する責任感や情熱を強く感じられました。今後YEGで共に活
動できることを楽しみにしています。
取材：守谷純一
（P.I.A.シセイドー）

勤務先：P．
I．
A．
シセイドー
代長
伊勢崎市三光町3-3
TEL 25-1584 FAX 21-5201
三光町でブライダル・スタジオ・広告写真・グラフィックデザインを
手掛ける写真館代表の守谷純一さん。25歳まで鹿児島で修行を
され、現在4代目として業務拡大中とのこと。
「アナログの良さをデジ
タルで表現し、被写体の最高のシーンを撮影する」
と他者では真似
のできない技術と優しさを感じました。守谷さんはプライベートでは4
人姉妹のパパでもあり
「家族が最高の癒しです」
と家庭主義な一
面も垣間見えました。趣味は「和太鼓」だそうで、週に2回は練習に
通いイベントなどあればどこにでも駆けつけるという行動派。青年部
では、
「 色々な方々と知り合い、地元中心に活性して行きたい」
と抱
負を語ってくれました。
「一瞬」
を収め素敵な思い出にする写真や映
像は守屋さんのように、熱くて優しい方にお任せするのが一番だと
思います。大切な思い出はプロに任せてみてはいかがでしょうか？
取材：齋藤尚和
（㈱くうかん）

2011年入会

2011年入会

伊藤

総務委員会所属

雄二 45歳
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大島
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総務委員会所属

脩介 27歳

勤務先：NPOアイマップネッ
トワーク
副理事長
伊勢崎市八斗島町1604-8
TEL 40-3888 FAX 40-3889
伊勢崎エリアを発見するインターネットサイトアイマップを運営して
おります「ＮＰＯ法人アイマップネットワーク」で副理事長を勤める伊
藤雄二さん。このポータルサイトのシステムなどを手がける伊藤さんは、
とても温厚な方でいつも笑顔で迎え入れてくれます。仕事上デスク
ワークが多いと思いますが疲れを見せずいつも周りに気を使ってくれ
ます。ホームページの作成からワンオフのソフト開発までお客様の要
望を何でも叶えてくれる魔法使いです。こんな事出来るかなー？と思っ
たら是非ご相談してみて下さい。
ＮＰＯアイマップネットワークではお店
の宣伝だけではなく、
あなたの広告塔として是非お使い下さいとの事。
また、㈱OPENERの取締役常務でもあり群馬県はもとより、海外ま
で進出し多忙な日々を送っているスーパーマンです。今後の青年部
活でも心臓部として活躍してくれると思いますのでご期待ください。
取材：新藤 誠（㈱新藤不動産）

伊勢崎市日乃出町にあります焼き麺屋まるかんさんの大島脩介
さん。お店に入りメニューを拝見すると、主に焼きそばを中心として、
ソース味の他にペペロン風等の焼きそばも提供しているそうです。
お店の事を聞くと、始めたばかりばかりのお店ですが、
お店に来て頂
いたお客さんにくつろいで頂けるようなお店作りをしたいと語ってくれ
ました。また、焼きそばのテイクアウトも行っており、電話での予約も
受けているようです。色々な行事等の焼きそばのテイクアウト、
とて
も入りやすいお店に感じました。趣味を聞くと競馬との事。学生の
頃からよく友達と大好きな競馬場に行くそうです。
とにかく馬が大好
きで、馬を眺めているだけで幸せを感じるんですよーと馬大好き脩介
さん！これからのYEG活動は？と尋ねると色々な方々と知り合いにな
り、輪を広げ楽しみながら関わっていきたいですと言っておりました。
取材：佐藤和幸（㈱佐藤塗装）
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典久 31歳

勤務先：㈲竹澤瓦工業
常務取締役
伊勢崎市昭和町3718
TEL 25-4246 FAX 25-4112

昭和町で屋根瓦工事の会社を開業されている竹澤典久
さんを紹介させていただきます。竹澤さんは祖父の代から続く
３代目で愛知県瓦職業訓練校を卒業後父の経営する会社
に戻り現在に至ります。今年３月に行われた技能グランプリ
長野大会では全国２位の厚生労働大臣賞を受賞し業界で
は今話題の人です。
また休日には殖蓮ジュニアという少年
野球チームのコーチをやっており子供たちと一緒に汗を流し
野球の楽しさを教えながら自ら野球チームとソフトボールチー
ムも楽しんでいるそうです。以前から色々な事業をしているＹ
ＥＧに興味があり、
そんなＹＥＧの事業を盛り上げる一人にな
れればと語ってくれました。
取材：佐口雅通
（佐口設備㈲）

勤務先：焼き麺屋 まるかん
伊勢崎市日乃出町801-1
TEL 75-2237 FAX 75-2238
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会員委員会所属
36歳

勤務先：佐口設備㈲
代長
伊勢崎市平和町19-8
TEL 21-1505 FAX 21-1506

平和町で給排水設備の会社を開業されている佐口雅通
さんです。主に佐口さんの仕事内容は住宅、店舗、
アパート
などの水道設備工事をしている会社で18年近く給排水設
備に係わっているキャリヤを持つ安心して仕事を頼める職人
さんです。
趣味はゴルフ観戦で他県まで足を運ぶほどのゴルフ好き
だそうでいつかプロゴルファーのミケルソンのプレーを生で観
戦するのが夢だそうです。自分ではプレーしないそうです！
（笑）
今後、
ＹＥＧを通じて異業種の方々と交流し色々な話を聞
き活動を通じて成長し貢献して行きたいと熱く語って頂きまし
た。今後一緒に活動して行くのが非常に楽しみなかたでした。
取材：竹澤典久
（㈲竹澤瓦工業）
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