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新会頭に
吉田行男氏を選出
  （㈱吉田屋呉服店）

　飯能のまちなかに秋を彩る音楽を！各所に設置され
たステージで素敵な音楽に触れ、同時にはんのう路地
グルメで食を楽しんでもらうイベントを開催しまし
た。10月15日、16日、22日、23日の4日間はメッツ
アビレッジやＯＨ!!!もステージを設置し市内各所で音

楽を楽しんでもら
いました。また、
10月4日から約1ヶ
月間は西武鉄道様
にご協力いただき、
飯能駅にストリー
トピアノを置いて

　当所では、役員・議員の任期満了に伴う臨時議員総会を10月28日に開催し、会
頭に吉田行男氏を選出しました。１号議員（立候補による議員）・２号議員（部会選
出議員）、３号議員（詮衡委員会選出議員）についてもそれぞれ選任し、68名の役員・
議員が決まりました。
　任期は令和４年11月1日から令和７年10月31日までの３年間となります。

　労働保険は労災保険雇用保険の総称で、政府が管理運
営している強制加入の保険制度です。労働者が業務上負
傷した場合、労働者が失業した場合等に必要な保険給付
を行っています。労働者を一人でも雇用していれば、加
入手続を行い、労働保険料を納めなければなりません。
まだ加入されていない事業主の方は、速やかに加入手続
を行うようお願い致します。なお、手続指導及び加入勧
奨によっても自主的な加入手続を行わない事業主に対し
ては、強制的な加入を含めた対策を実施しています。
　詳しくは、最寄りの労働基準監督署、公共職業安定所
または埼玉労働局労働保険徴収課（電話048-600-6203）
におたずねください。

はんのうバスキングミュージック×はんのう路地グルメ開催

新たに68名の役員・議員を選任

11月は
「労働保険未手続事業一掃強化月間」です。

市民の方に直接触れていただき、
イベントのＰＲをしました。食べ
歩きの路地グルメは3年ぶりに復
活し、皆様に大変好評でした。

４部会正副部会長
◎部会長　○副部会長

■商業部会
◎ 松本　守弘  ㈱丸広百貨店飯能店
○ 町田　明夫  ㈲町田屋
■工業部会
◎ 大附　尚久 ㈱大附製作所
○ 入子　晃一 新電元メカトロニクス㈱
■建設業部会
◎ 吉澤　文男 ㈱吉澤建設工業
○ 斎藤　　勇 ㈲斎藤電気商会
■サービス業部会
◎ 森　　健二 ㈱ＭＫＧ
○ 大﨑　光二 飯能グリーンカントリークラブ㈱

３委員会正副委員長
◎委員長　○副委員長

３委員会統括　副会頭　加藤　義明
■総務・地域振興委員会
　(担当副会頭　守田良克)
◎ 吉島　一良 吉島公認会計士事務所
○ 山下　憲夫 ㈱いちごや
○ 原島伊佐夫 飯能信用金庫飯能中央支店
■商業・観光振興委員会
　(担当副会頭　鈴木康弘)
◎ 中里　忠夫 ㈱中央ギフト商事
○ 土屋　博之 ㈱シャディ宣広社
○ 大野　泰規 ㈱ヴェルペンファルマ
■工業・技術振興委員会
　(担当副会頭　大河原章吉)
◎ 島田　和孝 島田コンクリート工業㈱
○ 井上　淳治 ㈲創林
○ 向田　　勝 ㈱ニットー冷熱製作所

飯能商工会議所１号議員　⃝常議員
市川　　昭 市川昭税理士事務所

● 大野　泰規 ㈱ヴェルペンファルマ
石森　義朗 いるま野農業協同組合

● 大附　尚久 ㈱大附製作所
● 髙野　　修 ㈱加藤建設工業

金子　和弘 ㈱金子組
神田　敬文 神田板金㈲
木下　智介 ㈲共和製作所
小谷野大典 ㈱小谷野水道設備

● 石原　順一 サイタ工業㈱
● 大嶋　研一 ㈱埼玉りそな銀行 飯能支店

島田　和孝 島田コンクリート工業㈱
土屋　博之 ㈱シャディ宣広社
平井　孝男 西武ガス㈱
井上　淳治 ㈲創林
滝澤　修一 ㈱滝長

矢代　和久 長寿庵
● 長坂　　悟 長坂測量㈱

中里　光伸 ㈲中里自動車
大﨑　光二 飯能グリーンカントリークラブ㈱
細田　浩司 飯能資材㈱
沢辺　亮一 ㈱飯能自動車学校

● 原島伊佐夫 飯能信用金庫 飯能中央支店
● 島田　秀和 ㈲飯能ハリカ

馬場　正春 ㈱ピーアール
中里　明宏 ㈱マルナカ

● 松本　守弘 ㈱丸広百貨店 飯能店
● 永安寺　純 ㈱武蔵野銀行 飯能支店

ロバートハースト ㈱ムーミン物語
● 吉島　一良 吉島公認会計士事務所

飯能商工会議所２号議員　⃝常議員
天ヶ瀬和弘 ㈲天ヶ瀬工業
山下　憲夫 ㈱いちごや

● 森　　健二 ㈱ＭＫＧ
● 増岡　利和 ㈱大野屋清河園

中里　忠夫 (一社)奥むさし飯能観光協会
● 本橋　　勝 叶木材㈲

斎藤　　勇 ㈲斎藤電気商会
● 村里　泰由 ㈱三協建設
● 入子　晃一 新電元メカトロニクス㈱
● 中里　忠夫 ㈱中央ギフト商事

柏木　宏泰 ㈲名栗温泉　大松閣
木下聡一郎 (一社)飯能インターナショナル･スポーツアカデミー
荒井　政人 ㈱飯能製作所
齋藤　　実 ㈲飯能清掃センター
大野　厚哉 ㈱ビッグフィールド
坂本　淳二 ㈱ホテルヘリテイジ
前島　宏之 ㈱前島商店
町田　明夫 ㈲町田屋
川田　　勇 ㈲メイクアップ

● 矢島　高明 矢島建設㈱
● 吉澤　文男 ㈱吉澤建設工業

飯能商工会議所３号議員　⃝常議員
齋木　　衛 アクサ生命保険㈱川越営業所
中川　直樹 青梅信用金庫 飯能支店
千葉　昌治 新電元工業㈱
林　　博之 ㈱西武リアルティソリューションズ 西武飯能ペペ

● 垪和　伸光 ㈱椿本チエイン埼玉工場
石井　一成 ㈱東和銀行 飯能支店
向田　　勝 ㈱ニットー冷熱製作所
米川　達也 ㈱白山 飯能支店
丸山　　猛 東日本電信電話㈱埼玉事業部 埼玉西支店

※緑文字は新任者

新役員　左から　（監事）梨木氏、（副会頭）大河原氏、（副会頭）守田氏、（会頭）吉田氏、
　　　　　　　　（副会頭）加藤氏、（副会頭）鈴木氏、（監事）武居氏

総会に先立ち10月20日に常議員会が開
催され、全議案とも全会一致で総会に
提出することが議決された

　飯能商工会議所役員
会　　頭 吉田　行男 ㈱吉田屋呉服店

副 会 頭 加藤　義明 加藤木材工業㈱

　 〃 守田　良克 新鋭産業㈱

　 〃 大河原章吉 大河原木材㈱

　 〃 鈴木　康弘 ㈲鈴木屋

専務理事 木崎　幸長 飯能商工会議所

監　　事 梨木　謙治 ㈱梨木建設

　 〃 武居　芳明 ㈱飯能第一ホテル



umeta
テキストボックス
本ページ以降は会員様限定になります。会員様は郵送される本誌をご覧ください。



（株）日立製作所グループ会社 73

デイサービスセンター

山手なの花館

短時間運動特化型デイサービス

元気アップ倶楽部飯能

デイサービスセンター

山手せせらぎ館

居宅介護支援事業所

山手介護支援館

福祉用具販売とレンタル

介護ショップ山手

飯能市指定山手介護

紙おむつ支給事業所

元気の
ビタミン！

デイサービスセンター TOWA  GROUP

山手介護株式会社 973-0303
 代表取締役会長兼社長　加 藤   清

飯能・日高パンフェスタ開催について

飯能商工会議所で
は、障がい者アー
ト協会の主旨に賛
同し毎月、創作作
品を紹介していき
ます。
紹介することで、
著作物利用料・創
作活動応援費とし
て経済的支援につ
ながります。
作品のご活用は、
ＳＤＧs17の目標の
うち、8･9･10の３
点達成に向けた取
り組みとなります。
会員の皆様で趣旨
に賛同される方
は、是非ご活用く
ださい。

一般社団法人障がい者アート協会　ホームページ　https://www.borderlessart.or.jp/

コピックという画
材で女の子を描
くのが好きです。
よろしくお願いし
ます♪

「甘い味覚」� 風船マナミ（福島県）
11月5日㈯・6日㈰ 飯能まつり

9日㈬ 13時30分〜16時 事業承継・譲渡・廃業相談

10日㈭ 9時30分〜12時 税務相談

11日㈮ 10時〜11時30分 働き方・労務相談

13日㈰    9時30分〜14時 生活祭・西川材フェアー

14日㈪ 10時〜11時30分 特許・商標・著作権相談

14日㈪   8時30分〜11時30分

15日㈫ 　　　〃 生活習慣病予防健診（申込み終了）

17日㈭ 　　　〃

15日㈫ 13時〜15時30分 日本政策金融公庫定例相談

17日㈭ 13時30分〜16時30分 所沢税連正副会長会議

20日㈰ 9時〜 第162回日商簿記検定試験（統一試験）

21日㈪ 13時30分〜15時30分 経営法律相談

8日㈫、24日㈭  10時〜16時 埼玉県よろず支援拠点無料経営相談★

※相談会は事前予約が必要になります。
★ の出張相談所は、直接「よろず支援拠点窓口」TEL：0120-973-248へ

お申込下さい。

　今月の予定� 令和4年（2022年）11月

飯能商工会議所ホームページ
http://www.hanno-cci.or.jp/　　e-mail：info@hanno-cci.or.jp

飯能商工会議所 検索

　皆さまに大好評でしたパンフェスタが帰ってきます！今回
は、場所を日高市巾着田に変えて開催します。県内外から人
気のパン屋さんが集合します。１日限りのパンフェスです。
皆様のご来場をお待ちしております。
　●日　時　令和4年12月11日（日）
　　　　　　午前11時～午後１時まで　　※雨天決行
　●場　所　日高市巾着田曼珠沙華公園
※�駐車場に限りがありますので、公共交通機関をご利用くだ
さい。
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