2012年入会

わたなべ

渡辺

経営研修委員会所属
かずひこ
42歳

和彦

2012年入会

もぎ

経営研修委員会所属
かずや
33歳

茂木

和也

勤務先： 居酒屋 いち笑
代表
伊勢崎市茂呂町2丁目2598-13
TEL 75-4355 FAX 75-4355
創作和食 いち笑のオーナシェフの渡辺さんは東京で十数年
間、和食の板前として活躍され、
その強い料理への探究心のせ
いか、
その後イタリアンの道で更に修行を重ね、今のいち笑を開
店させました。
お会いした時も経営者より料理人として生きて行きたいという強
い思いが伝わってきました。和食とイタリアンの融合した渡辺さん
の料理は今後も成長を重ね、いち笑でしか味わえない作品を
数々と作り出して行くことでしょう。
また性格も真っ直ぐで人と人の繋がりを大切にして感謝を忘れ
ず人に優しく沢山の人から愛される人だと思います。
そんな渡辺さ
んの料理と人柄に触れながら楽しいひと時をいち笑で過ごしてみ
てはいかがでしょうか。
取材：茂木和也（寿司ダイニングやまと）

勤務先： 寿司ダイニングやまと
代表
伊勢崎市連取町1486-3
TEL 21-9020 FAX 21-9020
茂木さんは父親の影響もあって、物心ついた時から事業
主になりたいと思い、高校卒業後、県内を中心にお寿司の
勉強をしました。数年後にはアメリカやカナダにも渡り、料
理と語学の両方を修得し、帰国後和風イタリアンの料理長
を経て、連取町に「寿司ダイニングやまと」を開店させまし
た。
今年8月には7周年を迎えますが、現在2店舗を検討中と
いう事です。まだまだ事業を拡大させたい！という気合が感
じられ、現状に満足しないハングリーさが男として共感でき
ます。そして休日の殆どを経営の勉強にあてている行動力
は今後「寿司ダイニングやまと茂木和也」の飛躍を間違いな
く確信させる物であります。
取材：渡辺和彦（居酒屋 いち笑）
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2012年入会

いいむら

飯村

経営研修委員会所属
みつひろ
35歳

光広

勤務先： ㈱Ｈ
Ｉ
ＫＡＲＵ
代表取締役
伊勢崎市上諏訪町1460-10
TEL 23-1632 FAX 23-1632

飯村さんは伊勢崎市内で平成１５年に創業し去年の７月に株式
会社に変更され現在は関東一円にまで仕事の幅を広げ、
日々一生
懸命頑張っています。休日はほぼ仕事ですが、
ゴルフにはまっていて
暇を見つけてはゴルフに行きゴルフコンペに誘われると必ずと言っ
ていいほど参加しているというとても人付き合いのよい人です。青年
部に入ったきっかけは同級生の吉野君に誘われ、本人も興味が
あったので入会したと言っていました。
「プライベートでも吉野君と良
くゴルフなどに行くとのことで色々聞きながら青年部になじんでいき
たいと思っています」
と、
にこやかに語ってくれました。
今後の目標は
「家族や従業員の為にも自分自身、成長しみんな
で楽しく働ける会社作りを目指して頑張りたい」
と力強く目標を話し
てくれました。
とても人柄もよく笑顔も素敵な人でしたので今度皆さ
んも気軽に話しかけてみてください。
とても話しやすい人でしたので
すぐに仲良くなれると思います。
取材：岡田務（岡田設備）

2012年入会

つくい

経営研修委員会所属
こうじ
44歳

津久井 浩史

勤務先： ㈲マルツ
代表取締役
伊勢崎市豊城町2433-5
TEL 21-6317 FAX 75-4063
有限会社マルツ代表取締役の津久井浩史さんを紹介さ
せていただきます。
津久井さんは平成11年11月に創業し、仕事の内容は建
築設備全般の工事業を営んでいます。現在は県外にも幅を
広げ活躍しているそうです。休日にはお子様と一緒に出掛
けるのが趣味とのことです。また、ゴルフが好きで時間を
見つけては、よくラウンドしているそうです。仕事に対す
る熱心さと、ご家族、趣味に対する一所懸命さが、伝わって
きました。今後の目標を聞くと『努力を惜しまず日々勉強
し て 、も じ ゃ ろ ー で い つ か フ ナ シ ー を 追 い 抜 く こ と
だ！！』と力強く語っていただきました。
取材中は終始笑顔で答えていただき、津久井さんの思い
やりを感じるひと時でした。
取材：岸 慈音（㈲コスモ保険サービス）

おかだ

つとむ

岡田

務

経営研修委員会所属
37歳

勤務先： 岡田設備
専務取締役
伊勢崎市富塚町91-2
TEL 32-3078 FAX 32-3214

岡田さんは高校を卒業後に伊勢崎市にある設備会社で４年間の
修業をし平成１０年に父親の経営している現在の職場岡田設備に
入社し次期社長を目指し日々活躍をしているそうです。仕事内容は住
宅や工場・店舗などの一般水道設備工事を行っていて、
この時期は
とても忙しくなかなか休日もとれないと言っていましたが、数少ない休
日には子供が一生懸命に頑張っているスイミングを奥様と見に行く
のがとても楽しみだと満面の笑みを浮かべて語ってくれました。
また自
分と同じでゴルフも大好きで
「仲間とワイワイ廻るのが楽しいよね」
と
言っていました。
ゴルフの腕も相当なものだと聞いてますので皆さん
是非今度ゴルフの話題で盛り上がってください。
最後に今後の目標を聞いたところ
「今後は、沢山の方々と交流を
深めていき青年部を盛上げて行きたい」
と力強い言葉で語って頂き
ました。
とても優しさにあふれ真面目で頼りがいのある方だと感じまし
た。
取材：飯村光広（㈱ＨＩ
ＫＡＲＵ）
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きし

岸

伊勢崎商工会議所青年部

じおん

経営研修委員会所属

慈音 34歳

勤務先： ㈲コスモ保険サービス
代表取締役
伊勢崎市宮子町3516-5
TEL 75-2663 FAX 75-2664
岸さんは義父の会社で専務を務めていて、今年5月宮子町
に支店を開設しました。仕事の内容は自動車・火災・傷害など
の損害保険と、死亡・入院・年金などの生命保険を扱い、保険
会社10社と提携する保険代理業をしております。
また、お子様
の小学校のＰＴＡ役員もしており、日々多忙な毎日を過ごして
いるようで『休日もなく家族サービスが出来ていない。』と家族
思いの一面を見せていただきました。今後の目標を聞くと『い
ろいろな人と出会い、人生の視野を広げ、伊勢崎を代表する
代理店になりたい。』と語ってくれました。最後に、商工会議所
会員の為の保険も販売しているとのことですので、皆さんも是
非とも話をしてみてはいかがでしょうか。
取材：津久井浩史（㈲マルツ）

会員紹介誌「Rookies（ルーキーズ）
」
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2012年入会

ささき

事業実施委員会所属
なおと
41歳

佐々木 直人

2012年入会

うめはら

梅原

事業実施委員会所属
みきお
40歳

幹生

勤務先： ㈲佐波給食センター
専務取締役
伊勢崎市境上渕名1008
TEL 76-0654 FAX 76-0687
有限会社佐波給食センターで専務取締役を務めている、
佐々木直人さんを御紹介致します。佐々木さんの業務は、主
に事業所向けの弁当宅配サービス。伊勢崎市内は本より、近
隣市街まで配達し、最近では社員食堂委託や店頭販売等も
行い、会社の多角化も図っているとの事です。又、健康面にも
配慮したメニュー構成や地産地消の推進も行い、より安心安
全・安くてうまい食事提供に努めているそうです。
趣味はあまり無いそうですが、昔は職業にする程モーター
スポーツに熱中した経験を持ち、現在でもスポーツ全般下手
でも楽しく何にでも挑戦したいと語ってくれました。
青年部活動においても、そのチャレンジ精神を生かし地域
貢献に寄与したいと言う佐々木さんの益々の御活躍が楽し
みに思います。
取材：梅原幹生（麺処みどり伊勢崎店）

勤務先： 麺処みどり 伊勢崎店
代表
伊勢崎市太田町149-1
TEL21-5100 FAX21-5100
伊勢崎市太田町でラーメン店「麺処みどり伊勢崎店」をさ
れている梅原幹生さんを紹介します。昨年の一月から脱サラ
をし、市民病院の北側のテナントにラーメン店を開業。小料理
屋の様な佇まいで居心地の良い空間の広がる店内に、あっさ
りしている中にもこくがあると評判な塩・醤油らーめんは、リ
ピーターが後を絶たず、通をも唸らせる逸品であります。
趣味は剣道で、地元あずまで監督をしながら週1回稽古に励
んでいるそうです。
伊勢崎ＹＥＧへの入会は、会員である友人から、幅が広がる
とのことがきっかけだそうです。飲食店ということもあり、ＹＥ
Ｇ活動も仕事の都合上なかなか参加できませんが、できる限
り参加し、貢献したいと語ってくれました。今後の活躍を期待
したいと思います。
取材：佐々木直人（㈲佐波給食センター）

2012年入会
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ほんだ

本田

事業実施委員会所属
なおゆき
39歳

直之

たばた

田端

事業実施委員会所属
のぶあき
40歳

宣章

勤務先：いっちゃん庭
店長
伊勢崎市堤下町71-2
TEL 21-7115 FAX 21-7115
本田さんは、華蔵寺公園の南の華蔵寺マンション１Ｆに、お
食事処 いっちゃん庭 を平成24年11月に開店。いっちゃん
とは祖母の愛称で、幼少の頃、よく祖母の庭で遊んだ思い出
とそんな雰囲気のお店にしたいとの思いで、いっちゃん庭 と
いうそうです。お店のこだわりは、100%の魚沼産こしひかり
のお米とお蕎麦。魚沼産のこしひかりを100%で出してるお店
はうちだけだそうです。また、おそばも長野善光寺の側の老舗
のものを使用し、質へのこだわりが感じられます。メニューも
豊富で、お客様に飽きさせない様に、日々本田さんは、新メ
ニューを考えているそうです。お店の雰囲気も、和やかな感じ
で、お座敷も多いので、家族連れや、宴会なども40人位までで
きるとのこと。質へのこだわりの味を、ご賞味あれ！
取材：田端宣章（総合保険トヨウケ）

勤務先： 総合保険トヨウケ
代表
伊勢崎市大正寺町110-1
TEL31-1280 FAX31-1281
田端さんは大学卒業後、大手自動車メーカーの設計部門に２
年間従事されました。
その後、三年間の研修期間を経て、2000
年の28才の時に独立し、保険代理店を開業されました。普段の
業務においては、保険という眼には見えない商品なので、迅速に
対応、行動することを心掛けているそうです。突然の事故等に対
応するため、電話は何時でも出れるようにしているとの事でした。
趣味はゴルフで、
お客様に誘われて、
月に２〜３回ほど行かれるそ
うです。仕事柄休日は不定期になりがちで、家族と一緒に過ごせ
る時間が少ないことを大変気になさっていました。
その誠実な人
柄から、青年部活動においても、
きっと沢山の信頼を得ていくこと
でしょう。
取材：本田直之（いっちゃん庭）

新入会員大募集!!

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
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2012年入会

たけ

武

ゆうき

事業実施委員会所属

悠紀

2012年入会

髙山

24歳

勤務先： 秀寿し
伊勢崎市緑町9-8
TEL 25-0414 FAX 25-0414
緑町で創業昭和２４年「秀寿し」にて働いている武悠紀さ
ん。
「秀寿し」では市場及産直の旬な素材を厳選。
「少しでもよ
り良い品を」特に、光物類や時節の白身魚などは種類も豊富
に取り揃えております。接待からファミリーまでお気軽にお立
ち寄り下さいとの事です。お父様は以前YEGで活躍されてお
り、悠紀さんも多くの人達と交流を深めたいとの事で入会され
ました。５才の娘さんはとても元気で活発な女の子。お店では
お客さんと話す事が大好きで、アイドル的存在のようです。休
日はショッピングや食事に行くのが好きで、ゲームセンターで
娘さんとコインゲームをしたりするのが楽しみだそうです。笑
顔が素敵でとても明るく話しやすい女性でした。
取材：髙山加奈（缶詰Bar bond）
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いしい

石井

渉外委員会所属
たつゆき

2012年入会

ありが

有賀

ゆうこ

渉外委員会所属

裕子 40歳

勤務先： ㈱LIKE YOU
代表取締役
伊勢崎市韮塚町321-9
TEL 75-1078 FAX 75-1078
あなたらしく をモットーに生命保険代理店経営と新たに
美容分野にも携わっています。生命保険では、お客様のライフ
イベントや夢の実現のサポートとして生命保険を活用し、様々
なニーズに合わせたライフコンサルとして活躍しています。
「ラ
ストラブレター」思いを伝える手段として生命保険の在り方を
お客様にお届けしているそうです。また、美容分野では、与える
「アウトスキン」ではなく、自分の肌の自活力を高めるという
「インスキン」という-10歳の肌作りを目指し、素敵な女性を作
るのが楽しい！と語る有賀さん。これからの夢は、素敵な女性
たちに囲まれ、自分も輝いた人生を歩んでいきたい！と話して
頂きました。
取材：中野美篤（夢番地）

すどう

須藤

ゆうこ

優子

渉外委員会所属

やどむら

宿村

茂呂町でパソコン教室、デザイン会社を営む須藤優子さ
ん。WEB制作や各種広告制作、パソコン修理まで、パソコン
のことならなんでも相談してください！と。小さい頃からゲーム
や家電製品が大好きだったそうで、変わった子供だと思われ
ていたそうです。デジタル好きの反面、人との関わりをとても
大切にしているそうで、生徒さんやお客様と楽しいお話をしな
がらパソコンの勉強やデザインを手がけているそうです。社
内は一見落ち着いた雰囲気の大人な空間ですが、各所におも
しろグッズもちらほらと。
「人と人とのつながりを大切に…。」
をモットーにお仕事をしているそうです。青年部の活動を通し
てみなさんの考えを参考に、成長してきたいと話してくれまし
た。
取材：石井達幸(山とスキーの店石井)

2012年入会

なかの

中野

みすず

渉外委員会所属

美篤 36歳

勤務先：カラオケラウンジ夢番地
代表
伊勢崎市除ケ町339-15
TEL61-5668 FAX61-5668
除ヶ町で、カラオケラウンジ「夢番地」を経営している中野
美篤さん。メインホールには、12名並べる長いカウンターと
ボックス席があり15名程度のお部屋・25名以上が入れる広々
としたプライベート空間を用意し、老若男女問わず、沢山の
方々の楽しい時間を提供しています。女性だけのお客様も入
りやすく、私も何度も足を運ばせてもらっているほど楽しいお
店です。中野さんはとても気さくで、話していると時間を忘れて
しまうほど素敵な女性です。そんな彼女ですが、実は建築士
の資格を持っており、お店の設計・デザインを手がけ、白を基
調とした明るく清潔感のある店内になっています。皆さんも是
非足を運んでみて下さい！
取材：有賀裕子（㈱LIKE YOU）

しんいち

伸一

高崎支社

たけまさ

武正

40歳

すだ

経営研修委員会所属
つよし
37歳

須田

剛史

しぶさわ

経営研修委員会所属
まさあき
35歳

勤務先：Go Total Exterior
代表
伊勢崎市大正寺町102-2
TEL32-5750 FAX 32-8912
Go Total Exteriorの代表を務める須田剛史さんを紹介さ
せて頂きます。創業されて１３年、新築住宅の外構工事全般
からちょっとした小さな補修までエクステリア全般を取り扱っ
ているとの事。主に民間住宅を中心に地域に密着した営業を
心がけ、ＣＡＤを使いＣＧを駆使して完成予想図などをご覧い
ただきながら御客様にわかりやすい提案をしているそうです。
また、須田さんの趣味はサーフィンで、週末にはお友達と一緒
に、時には一人で大洗や湘南まで泊まりがけで波乗りに行か
れるそうです。海で日焼けした健康的で精悍な外見とやさし
い話し方が印象的でした。YEG活動を通じて地域貢献をして
いきながら、一人でも多くの友人知人をつくりたいと語ってく
れました。
取材：天田光俊（㈲ 天武）

2012年入会

渋澤

昌明

勤務先：渋沢製パン㈲
工場長
伊勢崎市緑町11-16
TEL 25-0017 FAX 25-0056

伊勢崎市緑町の渋沢製パン有限会社の三代目渋沢昌明さ
んは、パン製造販売、学校給食の委託製造等を行っています。
朝早くから毎日忙しくパン製造するなか、皆様に添加物の無
い安心して美味しいパンを提供していきたいと考え、また、常
に新しいものを提供、種類も他店には負けないとのこと。特に
ココア食パン、オリジナルのウィンザー(焼き菓子)が人気があ
り、社を代表するバナナパンは遠方から求めに来る方もいる
そうです。趣味は昔から車好きで、アメリカ文化を取り入れた
車を所有し、賞を取った事もあるとの事ですが、子育て世代の
ため今はお休み中。青年部活動で視野を広げ、仲間作りや刺
激を受けたいと意欲的です。
取材：島田幸治((福) 植竹会)

晃治

36歳

伊勢崎市茂呂町二丁目2812-6

高崎市栄町16-11高崎イーストタワー10Ｆ
TEL027-321-2390 FAX027-321-291

2012年入会

こうじ

勤務先： ㈱カツラ
取締役

第七営業所所長

プルデンシャル生命保険㈱に勤める宿村伸一さんを紹
介させて頂きます。自宅は伊勢崎市羽黒町にあり、活動拠
点は伊勢崎市を中心として活動しています。
仕事をする上でのモットーは、
「感謝」です。すべての人へ
の感謝から自身の行動や立ち振る舞いが形成されると
思っています。知り合った方に、どうお役にたてるか真剣に
いつも考えています。
ぜひどんな相談事でも結構ですので気軽に声をかけて
みてください。趣味は、お酒と車です。酒席で楽しい話をし
ながらお酒を飲むのが好きみたいなので、皆さん誘ってく
ださい。
取材：武正晃治（㈱カツラ）

経営研修委員会所属

2012年入会

勤務先：プルデンシャル生命保険㈱

34歳

勤務先：Yｓ.com
代表
伊勢崎市茂呂町2丁目2775-4
TEL 75-2940 FAX 75-2940

経営研修委員会所属

2012年入会

加奈

伊勢崎市宮前町にある、缶詰Bar bondの髙山加奈さんを
紹介させて頂きます。
お店の名前「bond」はフランス語で 絆 という意味があり、お
客様・地域の方々・スタッフとの絆を大切にしていきたいとい
う思いが込められているそうです。
加奈さんはとても明るく、元気で、楽しく、勢いのある方で常
に新しいことにチャレンジしていく前向きなステキな女性で
す。趣味はソフトボールで、クラブチームに所属していて、地区
大会に出場し汗を流しているそうです。
そんな加奈さんのいる缶詰Bar bondに是非一度足を運ん
で、加奈さんの笑顔と、美味しいお酒を楽しんでみて下さい。
取材：武悠紀（秀寿し）

勤務先： 山とスキーの店 石井
店長
伊勢崎市宮子町3448-2
TEL21-8025 FAX21-8026

2012年入会

事業実施委員会所属
かな
34歳

勤務先： 缶詰Bar bond
代表
伊勢崎市宮前町111エルモンテ103
TEL21-5554 FAX 21-5554

達幸 34歳

石井達幸さんは、祖父の代から経営する登山とスキーの専
門店に2003年に入社し、登山道具・スキー用品・アウトドア
専門道具の仕入れや、飾り付けと販売などを担当しています。
アウトドア用品の販売において大切なのは、各メーカーの発
表する新しいコンセプトを感じることと、自ら行ってきた登山
やスキーで体験したことを店でフィードバックすること。休日は
スキーやクライミングをするほど山好きで、お客様と山やス
キーに行って、道具の説明や山の魅力を共有することが楽し
みなところでもありますと話してくれました。これからも群馬の
人たちへ「山の道しるべ」として頑張っていきたいと笑顔で
語ってくれました。
取材：須藤優子（Y s.com）
’

たかやま

TEL 21-8044

FAX 21-8045

伊勢崎市茂呂町で㈱カツラにお勤めの武正晃治さん。生
まれも育ちも伊勢崎です。高校と専門学校で建築科を卒業
後、商業建築系の会社に入社し現在、父親の経営する「株式
会社カツラ」に入り、10年目となりました。
新築住宅、リフォーム、商業店舗、工場など設計・施工で
やっております。内装工事から外構工事など仕事内容は、多
様で何屋なのか良く分かりません。ちょっとした修理とかでも
気軽にお声掛けください。趣味 バイクでツーリング、富士山
を少々、お酒を少々、ゴルフは打ちっぱなし程度。
いつかはバイクで全国各地の名産物を制覇したいと言って
おりました。
取材：宿村伸一（プルデンシャル生命保険㈱）

2012年入会

すだ

須田

さとし

智

経営研修委員会所属
37歳

勤務先： のび太
代表
伊勢崎市下道寺町158-1
TEL32-5779 FAX32-5779
のび太店主須田智さんを紹介させて頂きます。
須田智さんは、他店で修業の上、腕を磨き現在に至る。
昼間は仕出し弁当、夜は居酒屋、お店の看板メニューは焼そ
ばともんじゃ焼、とってもおいしくいただきました。
伊勢崎商工会議所青年部入会のきっかけは、尊敬する先
輩の紹介だそうです。趣味はゴルフ、月に1度ほど楽しむそう
です。
「 本気（マジ）で、営業してます。のび太・・・」をモットー
に2号3号店展開を目指して日々お客様に美味しい料理とお
酒を提供していきたいそうです。
近くへ来た時などお気軽によってください、楽しい時間が過
ごせると思います。
取材：須田剛梓（GoTotalExterior）

2012年入会

しまだ

島田

経営研修委員会所属
こうじ
44歳

幸治

勤務先：社会福祉法人

植竹会

特別養護老人ホームゆたか副施設長

伊勢崎市馬見塚町1196-1
TEL 20-3311 FAX 20-3315

特別養護老人ホームの副施設長を務める、島田幸治さん
を紹介させて頂きます。施設は伊勢崎市馬見塚町にあり、老
人ホームと保育園を経営する法人で、仕事内容は、高齢者介
護サービスの運営管理をしています。利用者の希望に合った
サービスを目指し、地域の方々に信頼していただけるような、
安心感のある施設にしていきたいと語ってくれました。
そんな島田さんの休日の過ごし方は、家族で出かける事が多
く、学生時代から弾いているギター、それに車、バイクも好き
で健康の為のジョギングもされているそうです。
青年部活動では、多業種の方と交流し、視野を広げ地域貢献
していきたいとおっしゃってくれました。
取材：渋澤昌明（渋沢製パン㈲）

2012年入会

たけ

武

ゆうき

事業実施委員会所属

悠紀

2012年入会

髙山

24歳

勤務先： 秀寿し
伊勢崎市緑町9-8
TEL 25-0414 FAX 25-0414
緑町で創業昭和２４年「秀寿し」にて働いている武悠紀さ
ん。
「秀寿し」では市場及産直の旬な素材を厳選。
「少しでもよ
り良い品を」特に、光物類や時節の白身魚などは種類も豊富
に取り揃えております。接待からファミリーまでお気軽にお立
ち寄り下さいとの事です。お父様は以前YEGで活躍されてお
り、悠紀さんも多くの人達と交流を深めたいとの事で入会され
ました。５才の娘さんはとても元気で活発な女の子。お店では
お客さんと話す事が大好きで、アイドル的存在のようです。休
日はショッピングや食事に行くのが好きで、ゲームセンターで
娘さんとコインゲームをしたりするのが楽しみだそうです。笑
顔が素敵でとても明るく話しやすい女性でした。
取材：髙山加奈（缶詰Bar bond）

2012年入会

いしい

石井

渉外委員会所属
たつゆき

2012年入会

ありが

有賀

ゆうこ

渉外委員会所属

裕子 40歳

勤務先： ㈱LIKE YOU
代表取締役
伊勢崎市韮塚町321-9
TEL 75-1078 FAX 75-1078
あなたらしく をモットーに生命保険代理店経営と新たに
美容分野にも携わっています。生命保険では、お客様のライフ
イベントや夢の実現のサポートとして生命保険を活用し、様々
なニーズに合わせたライフコンサルとして活躍しています。
「ラ
ストラブレター」思いを伝える手段として生命保険の在り方を
お客様にお届けしているそうです。また、美容分野では、与える
「アウトスキン」ではなく、自分の肌の自活力を高めるという
「インスキン」という-10歳の肌作りを目指し、素敵な女性を作
るのが楽しい！と語る有賀さん。これからの夢は、素敵な女性
たちに囲まれ、自分も輝いた人生を歩んでいきたい！と話して
頂きました。
取材：中野美篤（夢番地）

すどう

須藤

ゆうこ

優子

渉外委員会所属

やどむら

宿村

茂呂町でパソコン教室、デザイン会社を営む須藤優子さ
ん。WEB制作や各種広告制作、パソコン修理まで、パソコン
のことならなんでも相談してください！と。小さい頃からゲーム
や家電製品が大好きだったそうで、変わった子供だと思われ
ていたそうです。デジタル好きの反面、人との関わりをとても
大切にしているそうで、生徒さんやお客様と楽しいお話をしな
がらパソコンの勉強やデザインを手がけているそうです。社
内は一見落ち着いた雰囲気の大人な空間ですが、各所におも
しろグッズもちらほらと。
「人と人とのつながりを大切に…。」
をモットーにお仕事をしているそうです。青年部の活動を通し
てみなさんの考えを参考に、成長してきたいと話してくれまし
た。
取材：石井達幸(山とスキーの店石井)

2012年入会

なかの

中野

みすず

渉外委員会所属

美篤 36歳

勤務先：カラオケラウンジ夢番地
代表
伊勢崎市除ケ町339-15
TEL61-5668 FAX61-5668
除ヶ町で、カラオケラウンジ「夢番地」を経営している中野
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方々の楽しい時間を提供しています。女性だけのお客様も入
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店です。中野さんはとても気さくで、話していると時間を忘れて
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取材：有賀裕子（㈱LIKE YOU）

しんいち

伸一

高崎支社

たけまさ

武正

40歳

すだ

経営研修委員会所属
つよし
37歳

須田

剛史

しぶさわ

経営研修委員会所属
まさあき
35歳

勤務先：Go Total Exterior
代表
伊勢崎市大正寺町102-2
TEL32-5750 FAX 32-8912
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2012年入会

渋澤

昌明
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激を受けたいと意欲的です。
取材：島田幸治((福) 植竹会)

晃治

36歳

伊勢崎市茂呂町二丁目2812-6

高崎市栄町16-11高崎イーストタワー10Ｆ
TEL027-321-2390 FAX027-321-291

2012年入会

こうじ

勤務先： ㈱カツラ
取締役

第七営業所所長

プルデンシャル生命保険㈱に勤める宿村伸一さんを紹
介させて頂きます。自宅は伊勢崎市羽黒町にあり、活動拠
点は伊勢崎市を中心として活動しています。
仕事をする上でのモットーは、
「感謝」です。すべての人へ
の感謝から自身の行動や立ち振る舞いが形成されると
思っています。知り合った方に、どうお役にたてるか真剣に
いつも考えています。
ぜひどんな相談事でも結構ですので気軽に声をかけて
みてください。趣味は、お酒と車です。酒席で楽しい話をし
ながらお酒を飲むのが好きみたいなので、皆さん誘ってく
ださい。
取材：武正晃治（㈱カツラ）

経営研修委員会所属

2012年入会
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2012年入会
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取材：須田剛梓（GoTotalExterior）

2012年入会

しまだ

島田

経営研修委員会所属
こうじ
44歳

幸治

勤務先：社会福祉法人

植竹会

特別養護老人ホームゆたか副施設長
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TEL 20-3311 FAX 20-3315

特別養護老人ホームの副施設長を務める、島田幸治さん
を紹介させて頂きます。施設は伊勢崎市馬見塚町にあり、老
人ホームと保育園を経営する法人で、仕事内容は、高齢者介
護サービスの運営管理をしています。利用者の希望に合った
サービスを目指し、地域の方々に信頼していただけるような、
安心感のある施設にしていきたいと語ってくれました。
そんな島田さんの休日の過ごし方は、家族で出かける事が多
く、学生時代から弾いているギター、それに車、バイクも好き
で健康の為のジョギングもされているそうです。
青年部活動では、多業種の方と交流し、視野を広げ地域貢献
していきたいとおっしゃってくれました。
取材：渋澤昌明（渋沢製パン㈲）

2012年入会

わたなべ

渡辺

経営研修委員会所属
かずひこ
42歳

和彦

2012年入会

もぎ

経営研修委員会所属
かずや
33歳

茂木

和也

勤務先： 居酒屋 いち笑
代表
伊勢崎市茂呂町2丁目2598-13
TEL 75-4355 FAX 75-4355
創作和食 いち笑のオーナシェフの渡辺さんは東京で十数年
間、和食の板前として活躍され、
その強い料理への探究心のせ
いか、
その後イタリアンの道で更に修行を重ね、今のいち笑を開
店させました。
お会いした時も経営者より料理人として生きて行きたいという強
い思いが伝わってきました。和食とイタリアンの融合した渡辺さん
の料理は今後も成長を重ね、いち笑でしか味わえない作品を
数々と作り出して行くことでしょう。
また性格も真っ直ぐで人と人の繋がりを大切にして感謝を忘れ
ず人に優しく沢山の人から愛される人だと思います。
そんな渡辺さ
んの料理と人柄に触れながら楽しいひと時をいち笑で過ごしてみ
てはいかがでしょうか。
取材：茂木和也（寿司ダイニングやまと）

勤務先： 寿司ダイニングやまと
代表
伊勢崎市連取町1486-3
TEL 21-9020 FAX 21-9020
茂木さんは父親の影響もあって、物心ついた時から事業
主になりたいと思い、高校卒業後、県内を中心にお寿司の
勉強をしました。数年後にはアメリカやカナダにも渡り、料
理と語学の両方を修得し、帰国後和風イタリアンの料理長
を経て、連取町に「寿司ダイニングやまと」を開店させまし
た。
今年8月には7周年を迎えますが、現在2店舗を検討中と
いう事です。まだまだ事業を拡大させたい！という気合が感
じられ、現状に満足しないハングリーさが男として共感でき
ます。そして休日の殆どを経営の勉強にあてている行動力
は今後「寿司ダイニングやまと茂木和也」の飛躍を間違いな
く確信させる物であります。
取材：渡辺和彦（居酒屋 いち笑）

2012年入会

2012年入会

いいむら

飯村

経営研修委員会所属
みつひろ
35歳

光広

勤務先： ㈱Ｈ
Ｉ
ＫＡＲＵ
代表取締役
伊勢崎市上諏訪町1460-10
TEL 23-1632 FAX 23-1632

飯村さんは伊勢崎市内で平成１５年に創業し去年の７月に株式
会社に変更され現在は関東一円にまで仕事の幅を広げ、
日々一生
懸命頑張っています。休日はほぼ仕事ですが、
ゴルフにはまっていて
暇を見つけてはゴルフに行きゴルフコンペに誘われると必ずと言っ
ていいほど参加しているというとても人付き合いのよい人です。青年
部に入ったきっかけは同級生の吉野君に誘われ、本人も興味が
あったので入会したと言っていました。
「プライベートでも吉野君と良
くゴルフなどに行くとのことで色々聞きながら青年部になじんでいき
たいと思っています」
と、
にこやかに語ってくれました。
今後の目標は
「家族や従業員の為にも自分自身、成長しみんな
で楽しく働ける会社作りを目指して頑張りたい」
と力強く目標を話し
てくれました。
とても人柄もよく笑顔も素敵な人でしたので今度皆さ
んも気軽に話しかけてみてください。
とても話しやすい人でしたので
すぐに仲良くなれると思います。
取材：岡田務（岡田設備）

2012年入会

つくい

経営研修委員会所属
こうじ
44歳

津久井 浩史

勤務先： ㈲マルツ
代表取締役
伊勢崎市豊城町2433-5
TEL 21-6317 FAX 75-4063
有限会社マルツ代表取締役の津久井浩史さんを紹介さ
せていただきます。
津久井さんは平成11年11月に創業し、仕事の内容は建
築設備全般の工事業を営んでいます。現在は県外にも幅を
広げ活躍しているそうです。休日にはお子様と一緒に出掛
けるのが趣味とのことです。また、ゴルフが好きで時間を
見つけては、よくラウンドしているそうです。仕事に対す
る熱心さと、ご家族、趣味に対する一所懸命さが、伝わって
きました。今後の目標を聞くと『努力を惜しまず日々勉強
し て 、も じ ゃ ろ ー で い つ か フ ナ シ ー を 追 い 抜 く こ と
だ！！』と力強く語っていただきました。
取材中は終始笑顔で答えていただき、津久井さんの思い
やりを感じるひと時でした。
取材：岸 慈音（㈲コスモ保険サービス）

おかだ

つとむ

岡田

務

経営研修委員会所属
37歳

勤務先： 岡田設備
専務取締役
伊勢崎市富塚町91-2
TEL 32-3078 FAX 32-3214

岡田さんは高校を卒業後に伊勢崎市にある設備会社で４年間の
修業をし平成１０年に父親の経営している現在の職場岡田設備に
入社し次期社長を目指し日々活躍をしているそうです。仕事内容は住
宅や工場・店舗などの一般水道設備工事を行っていて、
この時期は
とても忙しくなかなか休日もとれないと言っていましたが、数少ない休
日には子供が一生懸命に頑張っているスイミングを奥様と見に行く
のがとても楽しみだと満面の笑みを浮かべて語ってくれました。
また自
分と同じでゴルフも大好きで
「仲間とワイワイ廻るのが楽しいよね」
と
言っていました。
ゴルフの腕も相当なものだと聞いてますので皆さん
是非今度ゴルフの話題で盛り上がってください。
最後に今後の目標を聞いたところ
「今後は、沢山の方々と交流を
深めていき青年部を盛上げて行きたい」
と力強い言葉で語って頂き
ました。
とても優しさにあふれ真面目で頼りがいのある方だと感じまし
た。
取材：飯村光広（㈱ＨＩ
ＫＡＲＵ）

2012年入会

きし

岸

伊勢崎商工会議所青年部

じおん

経営研修委員会所属

慈音 34歳

勤務先： ㈲コスモ保険サービス
代表取締役
伊勢崎市宮子町3516-5
TEL 75-2663 FAX 75-2664
岸さんは義父の会社で専務を務めていて、今年5月宮子町
に支店を開設しました。仕事の内容は自動車・火災・傷害など
の損害保険と、死亡・入院・年金などの生命保険を扱い、保険
会社10社と提携する保険代理業をしております。
また、お子様
の小学校のＰＴＡ役員もしており、日々多忙な毎日を過ごして
いるようで『休日もなく家族サービスが出来ていない。』と家族
思いの一面を見せていただきました。今後の目標を聞くと『い
ろいろな人と出会い、人生の視野を広げ、伊勢崎を代表する
代理店になりたい。』と語ってくれました。最後に、商工会議所
会員の為の保険も販売しているとのことですので、皆さんも是
非とも話をしてみてはいかがでしょうか。
取材：津久井浩史（㈲マルツ）

会員紹介誌「Rookies（ルーキーズ）
」
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2012年入会

ささき

事業実施委員会所属
なおと
41歳

佐々木 直人

2012年入会

うめはら

梅原

事業実施委員会所属
みきお
40歳

幹生

勤務先： ㈲佐波給食センター
専務取締役
伊勢崎市境上渕名1008
TEL 76-0654 FAX 76-0687
有限会社佐波給食センターで専務取締役を務めている、
佐々木直人さんを御紹介致します。佐々木さんの業務は、主
に事業所向けの弁当宅配サービス。伊勢崎市内は本より、近
隣市街まで配達し、最近では社員食堂委託や店頭販売等も
行い、会社の多角化も図っているとの事です。又、健康面にも
配慮したメニュー構成や地産地消の推進も行い、より安心安
全・安くてうまい食事提供に努めているそうです。
趣味はあまり無いそうですが、昔は職業にする程モーター
スポーツに熱中した経験を持ち、現在でもスポーツ全般下手
でも楽しく何にでも挑戦したいと語ってくれました。
青年部活動においても、そのチャレンジ精神を生かし地域
貢献に寄与したいと言う佐々木さんの益々の御活躍が楽し
みに思います。
取材：梅原幹生（麺処みどり伊勢崎店）

勤務先： 麺処みどり 伊勢崎店
代表
伊勢崎市太田町149-1
TEL21-5100 FAX21-5100
伊勢崎市太田町でラーメン店「麺処みどり伊勢崎店」をさ
れている梅原幹生さんを紹介します。昨年の一月から脱サラ
をし、市民病院の北側のテナントにラーメン店を開業。小料理
屋の様な佇まいで居心地の良い空間の広がる店内に、あっさ
りしている中にもこくがあると評判な塩・醤油らーめんは、リ
ピーターが後を絶たず、通をも唸らせる逸品であります。
趣味は剣道で、地元あずまで監督をしながら週1回稽古に励
んでいるそうです。
伊勢崎ＹＥＧへの入会は、会員である友人から、幅が広がる
とのことがきっかけだそうです。飲食店ということもあり、ＹＥ
Ｇ活動も仕事の都合上なかなか参加できませんが、できる限
り参加し、貢献したいと語ってくれました。今後の活躍を期待
したいと思います。
取材：佐々木直人（㈲佐波給食センター）

2012年入会

2012年入会

ほんだ

本田

事業実施委員会所属
なおゆき
39歳

直之

たばた

田端

事業実施委員会所属
のぶあき
40歳

宣章

勤務先：いっちゃん庭
店長
伊勢崎市堤下町71-2
TEL 21-7115 FAX 21-7115
本田さんは、華蔵寺公園の南の華蔵寺マンション１Ｆに、お
食事処 いっちゃん庭 を平成24年11月に開店。いっちゃん
とは祖母の愛称で、幼少の頃、よく祖母の庭で遊んだ思い出
とそんな雰囲気のお店にしたいとの思いで、いっちゃん庭 と
いうそうです。お店のこだわりは、100%の魚沼産こしひかり
のお米とお蕎麦。魚沼産のこしひかりを100%で出してるお店
はうちだけだそうです。また、おそばも長野善光寺の側の老舗
のものを使用し、質へのこだわりが感じられます。メニューも
豊富で、お客様に飽きさせない様に、日々本田さんは、新メ
ニューを考えているそうです。お店の雰囲気も、和やかな感じ
で、お座敷も多いので、家族連れや、宴会なども40人位までで
きるとのこと。質へのこだわりの味を、ご賞味あれ！
取材：田端宣章（総合保険トヨウケ）

勤務先： 総合保険トヨウケ
代表
伊勢崎市大正寺町110-1
TEL31-1280 FAX31-1281
田端さんは大学卒業後、大手自動車メーカーの設計部門に２
年間従事されました。
その後、三年間の研修期間を経て、2000
年の28才の時に独立し、保険代理店を開業されました。普段の
業務においては、保険という眼には見えない商品なので、迅速に
対応、行動することを心掛けているそうです。突然の事故等に対
応するため、電話は何時でも出れるようにしているとの事でした。
趣味はゴルフで、
お客様に誘われて、
月に２〜３回ほど行かれるそ
うです。仕事柄休日は不定期になりがちで、家族と一緒に過ごせ
る時間が少ないことを大変気になさっていました。
その誠実な人
柄から、青年部活動においても、
きっと沢山の信頼を得ていくこと
でしょう。
取材：本田直之（いっちゃん庭）

新入会員大募集!!

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

