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するマガジン得

商工会ホームページでもご覧いただけます。
インタビュー動画公開中！ http://www.hamura-sci.jp羽村市商工会 検 索

特集

無料

●はむりんスクラッチ2021
●コロナ対策で活躍する羽村市の企業
●買い物代行サービス「はむらいい市場」
●住まいに関する相談会
●商工会新規会員紹介

明日の羽村を支える 次世代パワー明日の羽村を支える 次世代パワー

コロナに負けない！
商工会員の「今」
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動画インタビューも公開！NEW

マークがついているお店・事業所で本誌を提示
すると、素敵な読者プレゼントがあります。※この特集では事前告知に対して応募されたお店・事業所を取り上げています。

このマークが目印！

粗大ゴミ等の残置物
撤去（お片づけ業務）
依頼5%引き（年内10名様）

商工会員
頑張ってます

プレゼント

プレゼントプレゼント

家庭ゴミ収集から残置物撤去まで幅広くサポート家庭ゴミ収集から残置物撤去まで幅広くサポート 誰でも手軽に始められる大正琴の魅力を伝えたい誰でも手軽に始められる大正琴の魅力を伝えたい

矢部 要さん

羽村市内の家庭ゴミ収集のほか、様々な事業を手がける同社。堅調に依頼が増えている「お
片付け業務」は、独居で亡くなった方の部屋や空き家の残置物撤去が主な業務だ。コロナ対
策でマスク着用は徹底しているが、スタッフは作業時にマスクを取ることもある。「お客様と
話す際は必ず着用しますが重労働は本当に息苦しい。ご理解をよろしくお願いします」

所在地はこちら

丸順商事有限会社丸順商事有限会社1

コロナに負けない！商工会員の「今」

体験レッスン無料
（楽器レンタルも無料）

■住所：〒205-0003
　　　  緑ヶ丘5-2-6
　　　  （羽村市コミュニティセンター）
■電話：090-4455-6046
■営業時間：第1・第3火曜
　　　　  　10:00～12:00（他、応相談）
■定休日：水曜、金曜、土曜
■駐車場：市役所の駐車場をご利用ください

春原（すのはら）玉恵さん

エレクトーン奏者やピアノ教室の主宰として活動していた春原さんが大正琴に出会ったのは
今から10年以上前のこと。師範代の免状を取得し、2011年からコミュニティセンターで教室
を開いている。「指の名前と1～7の数字が覚えられたら、誰でも簡単にクラシックや童謡、ア
ニメ主題歌までなんでも演奏できます」

所在地はこちら

羽村琴和会羽村琴和会羽村琴和会4

素材にこだわり毎日手作りしている絶品和菓子素材にこだわり毎日手作りしている絶品和菓子

安部 絢子さん・浩太さん

1970年に創業した和菓子店は、息子の浩太さんが菓子作り、母の絢子さんが販売を担って
いる。自慢の草餅は香り高い山形産のヨモギを使ったこだわりの一品。しょうゆの塩っけと
甘味のバランスが絶妙な甘からだんごも定番だ。「お赤飯やおにぎりなどご飯物も自家製で
す。お昼ご飯にと朝の通勤時に買っていく方もいますよ」（絢子さん）

和菓子あべ和菓子あべ和菓子あべ

環境課題を時代に先駆けて察知し、社会に貢献環境課題を時代に先駆けて察知し、社会に貢献

貴俵 利一郎・秀行さん

今から20年ほど前、環境・エネルギー問題への関心が低かった頃から、貴俵さんの会社では
企業の事業所や製造工場で稼働している機器の省エネコンサルティングを行い、豊富なノウ
ハウを蓄積してきた。最近ではウイルスを不活化させる光触媒型空気清浄機の販売も始めた。
「自宅や事業所のコロナ対策としてご検討ください」（利一郎さん・写真左）

有限会社エーケークリエーション有限会社エーケークリエーション有限会社エーケークリエーション

そば茶（500ml）1本
※なくなり次第終了

■住所：〒205-0011 
　　　  五ノ神4-2-1
■電話：042-579-2595
■営業時間：昼11:00～15:00
　　　　　  夜17:30～21:00
■定休日：火曜　■駐車場：7台

プレゼントプレゼント

そばもうどんも手打ちで提供する羽村駅前の人気店そばもうどんも手打ちで提供する羽村駅前の人気店

小久保 泰二さん

二八の手打ちそばは、季節に応じて旬のそばの実を使うのが小久保さんのこだわり。10月は
北海道、11月は山形県、1月は茨城県から取り寄せる。看板メニュー「小エビののらそば
（950円）」は、ごまだれのつゆで食べる珍しいそば。打ち立てのそば、大根やにんじんのシャ
キシャキ感、プリプリのエビ天が見事に絡む。

手打そば甚作 羽村店手打そば甚作 羽村店手打そば甚作 羽村店

■住所：〒205-0022 双葉町2-13-57
■営業時間：10:00～17:00
■定休日：土曜・日曜・祝日　■駐車場：1台
URL：https://nailsalon-linknail.com

3か月で変わる！市内唯一の地爪育成ケアサロン3か月で変わる！市内唯一の地爪育成ケアサロン

荒川 小百合さん

爪が小さい、薄い、平たいといった悩みをお持ちの方にオススメなのが、荒川さんが運営して
いる女性向け地爪育成ケアサロンだ。その成果は写真にある通り。3か月でスラッと縦長な
美爪を手に入れられる。「ジェルアクリルを一切使用せず、甘皮の処理や食生活の見直しで
爪を育てます。諦める前にぜひご相ください」

LINK NAILLINK NAILLINK NAIL

次回来店時に
使えるベーグル
無料チケット1枚
（10月31日まで）

■住所：〒205-0003 緑ヶ丘1-20-4-1F
■電話：042-578-9996
■営業時間：9:30～17:00（月曜9:30～15:00）
■定休日：不定休　■駐車場：2台

プレゼントプレゼント

ママと子どもが安心して食事ができるベーグル屋さんママと子どもが安心して食事ができるベーグル屋さん

加藤 宏美さん

加藤さんが店をオープンした目的は、子育てママを応援したかったから。「小さな子どもがい
ると、ママはゆっくり食事ができません。子どもと安心して食事ができるスペースを作りた
かったんです」。女性や子どもが食べやすいサイズのベーグルは、加藤さんのアイデアで豊富
な種類を用意。毎日来ても新しい味に出会える。

はるのひ bagel bakeryはるのひ bagel bakeryはるのひ bagel bakery

国産材料にこだわる羽村駅西口の老舗中華店国産材料にこだわる羽村駅西口の老舗中華店

板橋 昌男さん・寿摩子さん

1984年、昌男さんが29歳のときにオープンしたお店は今年で39年目。今では四代続けて
食べにやってくる家庭もあるほど、地域に根付いた中華料理店だ。「材料は国産にこだわって
います。今はコロナ禍なので出前注文が多いですね」（昌男さん）。出前は妻・寿摩子さんの
役割。市内だけでなく福生や瑞穂までも配達に出かけている。

商工会ホームページにある
「Haむら」のコーナーでは、
紙面に掲載することができ
なかった取材時のエピソー
ドを公開しています。その
道のプロたちの意外な横顔
が垣間見えるストーリーを
ご覧ください。

特集記事と次世代パ
ワーでインタビューさ
せていただいたお店・
事業所の皆さんの一言
コメントを集めた動画
を作成し、YouTubeで
公開しています。ぜひ
ご覧ください。

紅屋飯店紅屋飯店紅屋飯店

■住所：〒205-0002
　　　  栄町2-6-29
■電話：042-555-8018
■営業時間：  9:00～12:00
　　　　　  13:00～18:00
■定休日：土曜午後、日曜、祝日　
■駐車場：8台
URL：http://www.izumi-cl-hamura.jp

羽村の医療を支えて22年。これからも市民とともに羽村の医療を支えて22年。これからも市民とともに

横内 正利先生、鈴木 寿美さん、清原 康照さん

1999年に開業したいずみクリニックでは、地域医療はもとより、高齢者・障害者施設での
新型コロナウイルスワクチン接種への協力などにも尽力している。院内では感染症対策の勉
強会を頻繁に行い、救急対応でもスタッフの連携は万全だ。「コロナ禍で外来診療が難しい
状況ですが、これからも羽村の医療を支える存在として励みます」（横内先生）

いずみクリニックいずみクリニックいずみクリニック

手作り惣菜たっぷり！コスパ抜群の仕出弁当手作り惣菜たっぷり！コスパ抜群の仕出弁当

中島 久美子さん

羽村駅東口で「ゆうゆうキッチンぱぶ」を開いている中島さんが始めた、事前予約制のお弁当
屋さん。売れ筋は和風・洋風が選べる幕の内弁当（900円）。惣菜はすべて手作り。品数豊富
なうえ二十五穀米を使うなどコスパは抜群だ。「数時間後に食べることを想定した調理は
試行錯誤でした。美味しいと言ってもらえることが励みです」

Orange's デリカキッチンOrange's デリカキッチンOrange's デリカキッチン8 10

7 92 5

3 6

コロナ禍の厳しい状況のなかでも、仕事を通して羽村を盛り上げようと、日々奮闘している羽村市商工会員のお店・事業所を紹介します。

所在地はこちら 所在地はこちら 所在地はこちら 所在地はこちら

所在地はこちら 所在地はこちら 所在地はこちら 所在地はこちら

甘から
だんご1本
（11月30日まで）

■住所：〒205-0002 栄町1-14-2
■電話：042-554-4584
■営業時間：7:00～17:00（予約により変動）
■定休日：日曜　■駐車場：1台

■住所：〒205-0022 双葉町2-19-75
■電話：042-555-6045　■営業時間：9:00～17:00
■定休日：土曜・日曜　■駐車場：2台

プレゼントプレゼント

市民の皆さんから感
謝の言葉や差し入れ
をいただくこともあ
り、本当にありがた
いです。

はるのひお家で幸
せ セット」（2,400
円）はベーグル、サ
ラダ、スープのお得
なセットです。

前日までの予約で
店頭販売弁当
すべて50円引き

前日までの予約で
店頭販売弁当
すべて50円引き

■住所：〒205-0011 五ノ神4-4-2 加藤第1ビル103
■電話：042-578-9472
■営業時間：10:00～19:00
■定休日：不定休　■駐車場：なし

プレゼントプレゼント

企業様向け税込み
500円宅配ランチ
受付中です！

写真は左から事務
長の清原さん、院長
の横内先生、看護部
長の鈴木さん。

羽村琴和会のグルー
プで、デイサービス
を訪問し皆さまと一
緒に楽しいひととき
を過ごしています。

本格的なそばをお
手頃価格で楽しめ
ます。お昼はお得な
セットメニューが人
気です。

人気商品は甘から
だんご（85円）と草
餅（105円）。土曜日
は全商品を5円引き
です（浩太さん）。

店内飲食の方、
1品目
50円引き
（10月31日まで）

■住所：〒205-0014 羽東1-6-11
■電話：042-555-5555
■営業時間：11:30～14:30／16:30～21:30
■定休日：火曜　■駐車場：あり

プレゼントプレゼント

素材を出し惜しみし
ないエビチャーハン
（750円）は根強い人
気です（寿摩子さん）。

サーフィンが趣味
で、海をテーマにし
たハンドメイド作品
を販売しています。

光触媒型空気清浄機
（88,000円）は特別に
カバーを開発して、無
機質な印象を払拭し
ました（秀行さん）。

プレゼントプレゼント
ジェルネイル
20%OFF
（10月31日まで）

before

after

before

after

市民の方から届いたお礼のメッセージ

光触媒型
空気清浄機

事業所
Webサイト
はこちら

■住所：〒205-0013 富士見平2-1-14
■電話：042-554-2229　
■営業時間：8:00～17:00
■定休日：土曜・日曜　■駐車場：2台
URL：http://www.marujun-shoji.co.jp

商工会ホームページ
http://www.hamura-sci.jp

ホームページにも掲載しています！

プレゼントプレゼント

（2022年1月末まで。状況により
予約をお受けできない場合があります）

11月よりおせち料理御予約開始！
12月10日までの御予約で15％OFF！

事業所
Webサイト
はこちら

事業所
Webサイト
はこちら

動画には
こちらからアクセス▶

本誌を
提示してね！



住所：五ノ神4-7-28
電話：042-579-1828
駐車場：3台
業種：理容業

中華そば ふるいち
住所：五ノ神4-6-9
　　  東洋第5ビル101
電話：042-533-5203
駐車場：4台
業種：ラーメン店

モモトサクラ
住所：神明台1-32-15-703
電話：090-4459-1313
駐車場：なし
業種：ペットシッター

オクラ
住所：神明台1-1-2-102
電話：080-1538-6490
駐車場：1台
業種：飲食業

足の癒しとキレイのサロン ふうぅ
住所：小作台3-19-13 
　　  クルールB-102
電話：070-6432-6137
駐車場：1台
業種：フットケアサロン

住所：双葉町2-8-10
電話：070-3157-3733
駐車場：1台
業種：ウクレレ教室

居酒屋 ぶんぶく
住所：小作台3-20-27
電話：042-555-4908
駐車場：なし
業種：居酒屋

LINK NAIL
住所：双葉町2-13-57
駐車場：1台
業種：
ネイルサロン

株式会社ナカケン
住所：玉川2-2-9
電話：090-1429-8754
駐車場：3台
業種：防水工事業

ブティック ミナ
住所：五ノ神4-12-5
電話：042-554-7375
駐車場：1台
業種：婦人服販売

手打ちそば 櫓
住所：神明台3-6-8
電話：042-800-2617
駐車場：5台
業種：そば屋

田鮎
住所：双葉町2-17-79
電話：042-554-6635
駐車場：なし
業種：飲食業

株式会社エイチイム
住所：双葉町1-2-1
電話：042-570-7401
駐車場：あり
業種：運送

美容室
コルノ・ロッソ
住所：五ノ神1-4-5-103
電話：042-579-4466
駐車場：3台
業種：美容

新生塾
住所：羽中3-11-7
電話：080-4150-0734
駐車場：なし
業種：道場経営

進藤 光将
住所：小作台5-8-2-302
電話：090-3681-3078
駐車場：なし
業種：生命保険代理店

トヨタエルアンドエフ東京（株）
多摩営業所
住所：栄町3-1-4
電話：042-570-5051
駐車場：5台
業種：産業車両の販売及び点検整備

Deli＆Cafe54
住所：栄町3-3-3
　　 さくらモール2F
駐車場：あり
業種：サスティナブルカフェ
　　 クレープ、サラダ、プロテインドリンクなど

中村針灸院
住所：五ノ神1-13-1
電話：042-533-4366
駐車場：4台
業種：はり、灸、治療

商工会の買い物 サービス

042-555-6211TEL

サービスにご興味がある方、
少しでも関心のある方今すぐお電話ください！

羽村市商工会青年部　事務局担当：高橋　　　　　　　　　　　　 
電話：042-555-6211　FAX：042-555-6210

new 
　face 新規会員紹介

◎令和3年7月28日現在

はむらいい市場 検 索

●注文方法：利用は直接加盟店に電話連絡。注文時に「いい市場利用」とお申し出ください
●定 休 日：各加盟店の定休日及び日曜日
●料　　金：1回100円（同時に複数店注文しても100円です）

加盟店一覧
はこちら▶

代行

ヘアーハウス
フロー

HONULELE UKULELE 
SCHOOL

しんどう　こうすけ



日野自動車では2020年に起きた全国的なマスクの品不
足を受け、社内で使用するマスクを遊休品の車両メンテナ
ンス用の布を使って縫製し、これまでに約2,000枚製作
しました。その一部は羽村市に寄贈しています。また、足踏
み消毒器も内製化し、これまでに30台を製作。感染防止
に役立つようにと、羽村市商工会に5台を寄贈しています。

精密機械の検査・組立を手がける株式会社オオワダでは、
海外から輸入された非接触型体温計の品質検査と日本市
場向けのカスタマイズを手掛けています。作業スペースに
は稼働テストのために機器が並べられ、条件をクリアした
個体が発送されます。社長の大和田正樹さんは「弊社で手
掛けた製品が全国で使われています。コロナ対策に少し
でも協力できたのであれば嬉しいです」と語っています。

羽村市役所 企画総務部広報広聴課市民相談係
TEL.042-555-1111お問い

合わせ先

●相談場所：羽村市役所1階  市民相談室
●開催日程：2021年11月17日（水）
　　　　　 2022年1月19日（水）、3月16日（水）
●時　　間：午後1時30分～午後4時30分

住まいに関する相談会を開催します。

要予約

トイレが詰まった、
水が止まらない! カーポートが

雪で曲がった!

バリアフリー
にしたい! 

敷地内の木を切りたい! 

コロナ対策で活躍する羽村市の企業

羽村市役所で！

住宅建築なんでも相談 住まいの修理、リフォームのご相談
商工会で！

●お問い合わせ先●お問い合わせ先 羽村市商工会 建設業部会
TEL.042-555-6211

羽村市商工会 建設業部会
TEL.042-555-6211

相談希望の方は事前に電話で予約をお願いします。

はむりんスクラッチ2021
HAMURIN SCRATCH

新型コロナウイルス対策における、
羽村市商工会の会員企業の取り組みをご紹介します。

予告 12月実施予定

※スクラッチ券はなくなり次第終了となります。
※イベント内容が予告なく変更・中止になる場合があります。 

市内の加盟店にてお買い物をした方にスクラッチ券を配布します。
削って金額が出れば加盟店どこでも利用できる共通金券となります。

その他、住まいに関わる悩み・困りごとについて、
信頼できる商工会員の事業者をご紹介いたします！
いつでもお電話でご相談ください！

日野自動車株式会社 株式会社オオワダ

日野自動車
羽村工場内の
マスク生産ライン
（当時）

前列  日野自動車羽村工場　
組立課長  松本さん（写真左） 
羽村市商工会  島田会長
後列  日野自動車の製作スタッフの皆さん

稼働テストで
並べられた
非接触型
体温計

内製した
足踏み消毒器
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●ファクス：042-555-6210
●官製はがき（11月30日消印有効）：下記宛先まで

1.普段から英語を口にする
2.所詮は外国語だと開き直る
3.身の回りのものを英語で考える

変化する機会を得て
自分たちの「技」にする

株式会社オオワダ／大和田 正樹さん

青年部で生まれたつながりで
チャレンジを続けていきたい

〒205-0023 
羽村市神明台2-8-16

　青柳さんの就職活動期はちょうど“氷河
期”と言われていた時代。都心のオフィスビル
で働くことにも憧れたが、市内の説明会を訪
れ、今の会社に出会った。
「私自身は知らなかったのですが、両親も、地
域の人もみんなが知っている会社。地元で働
くのもいいなと思いました」
　営業としてプロパンガスの顧客開拓、集
金、器具の不具合チェックなどをこなすなか、
上司に言われた言葉が印象に残っている
「青柳さんがいる伊吹石油ガスになれるよう

にがんばれ、と。それが目標になりました」
　商工会青年部にも参加している。最初は
及び腰だったが、今では積極的だ。
「一人ひとりビジョンを持って地域を盛り上げ
ようとしていて、すごく勉強になります。青年
部で培った人脈は、顧客の紹介や新商材の
展開に役立っています」
　青柳さんは、グリーンエネルギー製品や蓄
電池といった新商材も展開している。新しい
チャレンジを通して羽村を盛り上げていく。

商品券2,000円分を5名様に

次世 代パワーパワー
次世 代 パワー

明日の羽村を
支える

プレゼント

プレゼント

〒205-0011
羽村市五ノ神3572

事業所Webサイトはこちら

事業所Webサイトはこちら

次世 代 パワー

1

❶ 面白かったもの
❷ 取り上げてほしいテーマ
❸ 本誌を見て実際に行ったお店・
　 事業所の感想

【 締め切り】
11月30日（火）

　株式会社オオワダは、パソコンの普及が急
激に進む1992年に創業し、父・大和田龍之
助さん（現:会長）が大手メーカーのパソコン
組立を手掛けてきた。その後、HDDやTV、
DVDレコーダーの組立・解析・修理、リチウ
ムイオン電池の安全性評価など事業を拡
大。現在は組立をする手前の加工や部材（パ
ソコン筐体）の外観検査や評価、縫製事業
（自動車、鉄道、航空機のシート縫製）、エンド
ユーザー向け防犯カメラのカスタマイズ設
定・設置工事、さらには人材派遣事業と多様

な分野で活躍。完成品の組立業務前後の
作業も増え、時代と顧客ニーズの変化に柔軟
な対応で事業展開をしている。
　だからこそ、大和田さんは社長として、新
しい技術の採用にも貪欲だ。AIを用いた自
動検査装置の開発を進め、これまで人の目
で検査していた筐体の傷や塗装不良を機械
だけで判定することを目指している。
「仕事を通して変化する機会を得られて、そ
れを私たちの『技』にできたことが今につな
がっていると考えています」

伊吹石油ガス株式会社／青柳 祐輝さん
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