輝く羽村人
1

野中 直広さん
TT NONAKA SPORTS ／
TTA東京西多摩卓球スタジオ

夢は羽村から五輪・世界選手権で
メダルを獲る選手を育てること

羽村市商工会には多方面で活躍する「輝く人」がたくさんいます。

会員
工
商
す
ま
て
っ
頑張

若手からベテランまで、みんな元気いっぱいに働いています。

「羽村から全国制覇を目
指すジュニアを育てる
のが目標。強くなる方法
はわかっています。やる
気のある少年少女、待っ
ています！」
（野中さん）

9
都立羽村
特別支援学校
松林小
緑ヶ丘 スイミング
憩いの森 センター
動物公園

2

卓球台個人利用半額

1

TT NONAKA SPORTS／
TTA東京西多摩卓球スタジオ

2 下田自動車

下田広人さん
下田自動車

小作支店

3 株式会社フィックス
4

café-yokotan カフェヨコタン

「意 外 か もし れません
が、うちは 女 性 客が 多
いんです。クルマに関す
るお悩みをお持ちだっ
たら、気軽に相談してく
ださい」
（下田さん）

ント
プレゼ

住所： 〒205-0001 小作台1-25-3
電話：042-554-6908 営業時間：8:15〜18:00
定休日：日曜、祝日、第2・第4土曜 駐車場：あり
URL：http://www.shimoda-jidousya.com

車検時、
オイル交換サービス
（軽または乗用車限定）

木村伸昭さん
株式会社フィックス

7

東児童館

杜 -mori-

10 ジョティ アジアンダイニング＆バー

この店を中心にコミュニティが
生まれているのが何より嬉しい
「カフェヨコタン」
をオープンして8年目を迎
えた横田さん。店の一角をアトリエとして無
料で貸し出しています。陶芸や英会話、書
道教室など毎月イベントが目白押し。イベン
ト後はケーキセットで一服するのがルール
です。今日も、マスターとの会話を楽しみ
にしている人が、店の扉を開けています。
住所： 〒205-0016 羽加美1-23-9
電話：042-555-8864
ント
プレゼ
営業時間：10:00〜18:00
定休日：火曜、祝日 駐車場：3台
カフェヨコタン特製イギリス・コッツ
URL：https://cafeyokotan.jimdo.com ウォルズ地方の写真ポストカード進呈

天竺運動公園
グリーントリム
公園
羽加美緑地

3

轟誠さん
手打ちうどんそば まこと屋

まいまいず
井戸

1

羽村駅
宗禅寺

羽村支店

中央児童館

西小

一峰院

稲荷神社
禅林寺

東小

玉川兄弟像

水上公園

安本満さん
安本塗装店

知人が栽培している椎茸
を使ったお稲荷さんをは
じめました。椎茸の旨み
が凝縮された自信作。一
度食 べてみてください。
（轟さん）

郷土博物館

「建 築 塗 装 作 業一 級 技
能 士（労 働 大 臣）
、二 級
施 工 管 理 技 師（建 設 大
臣）の有資格者です。
『安
本塗装店』で検索を。信
頼のチームサスティナで
す」
（安本さん）

羽村神社

安本さんは塗装業を始めて40年以上の大
ベテラン。右下の写真は玄関の扉の色を
変えたもの。木が持つ本来の質感を取り
戻すため、下地処理を施してから、微妙な
色合いを調整しながら仕上げるのだとか。
「こういう技術が必要な仕事こそ、若手に
経験してもらいたいな、と思ってます」

産地直送の旬の食材だから
本場・秋田の味が羽村で食せる

施行前

住所： 〒205-0003 緑ヶ丘5-10-58
ント
プレゼ
電話：0120-652-491／ 042-555-2491
営業時間：8:00〜17:00
先着5名様、費用を10％OFF
定休日： 日曜 駐車場： 1台
URL：https://www.team-sustina.jp/member/00324/

8

榎本操さん
ビューティークレヨン

お客 様と一緒に笑って過
ごすのが、何より楽しいで
す。体が続くかぎり働きま
すよ！（佐藤さん）

ント お通し3品からお好みをチョイス
プレゼ

榎本さんの仕事はとにかく速い。カウンセ
リングをじっくりした後、カットなら30分
で終了。
「私自身、せっかくの休みを美容室
で1日つぶされるのが嫌なんです」
。高速
カットで仕上げてもらえれば、休日を満喫
できる！お店でイチオシは神トリートメント
（写真右下）
。髪や肌に吹きかけるだけで、
水分補給と引き締め効果が期待できます。
住所： 〒205-0001 小作台5-15-16-101
電話：0120-55-4944 ／ 042-555-4944
営業時間：9:00〜17:00
定休日： 火曜 駐車場： 3台

ント 3月末までカフェメニュー 200円引き
プレゼ

施行後

「ネ パ ー ル ダ リ セ ット
（1,000円、写 真 下）は ネ
パールの典型的な家庭
料理。ご飯、おかず3品、
スープ、カレーに自家製
ヨーグルトとお得です」
（シャキャさん）

クリシュマ・シャキャさん
ジョティ アジアンダイニング＆バー

ネパールの本場家庭料理を
多くの人に味わってもらいたい
2017年6月にオープンしたネパールの家
庭料理のお店。シャキャさんは接客・フロ
ア担当として毎日お店に立っている。ネパー
ル料理の主食はご飯。
「ナンも美味しいけ
れど、ぜひご飯でカレーを食べてほしい。
辛くなくてさっぱりしているのがネパール料
理の特徴。ぜひ一度体験してください」

11

ント
プレゼ

佐藤幸男さん
真幸メガネ

毎日使う必需品だからこそ
お店はアフターフォローで選んで
佐藤さんはメガネも補聴器も買った後の
アフターフォローが重要と言います。
「特
に補聴器は、スイッチオンで聞こえるけ
れど、雑音も大きくなる。細かい調整をし
てやっと使えるようになる。テレビや蛍光
灯とは違うんです」。暮らしの必需品だか
らこそ、確かな技術のある店で買いたい
ものです。

3月末まで、ソフトドリンク1杯
または小ビール1杯サービス

「スマホと同じで補聴
器も使い方を 知らな
いと快 適に 利 用でき
ません。安心して使え
るようにサポートしま
す！」
（佐藤さん）

住所： 〒205-0001 小作台2-6-7
電話： 042-579-1831
営業時間：9:00〜19:00
定休日：木曜 駐車場：10台

商工会ホームページにある
「Haむら」
のコーナーでは、残念ながら紙面に
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。

お客様がキレイになった姿を
早く見せてあげたい

2017年12月で開店から満20年。秋田県
出身の佐藤さんは食材にこだわっていま
す。秋田料理の定番であるきりたんぽ鍋
や 横手 焼きそばは、秋田直 送 の食 材 で
作っています。絶品は「ハタハタのいずし
（写真右上）」と「いぶりがっこ」。秋田の地
酒・高清水との素敵なマリアージュは一
度体験すべし！

住所： 〒205-0001 小作台1-2-3
電話：042-533-6917
営業時間：10:00〜16:00
定休日：水曜 、第2・第4火曜 駐車場：6台
URL：https://m.facebook.com/shimuramori/

住所： 〒205-0023 神明台1-16-2
電話：042-578-9663
営業時間：11:00〜22:00
（ラストオーダー 21:30）
定休日： 月曜 駐車場： 3台

根がらみ前水田
宮の下運動公園

小作駅東口にあるオシャレな木造の建物
が、小澤さんの職場。杜-mori-は健幸工房
シムラのモデルハウスです。1階はカフェ、
2階は木のおもちゃ広場で子どもが自由に
遊べます。施設管理の傍ら、イベント企画・
運営、そして育児と毎日多忙。
「ママ経験
者ばかりの職場なので、支え合えてます！」

10

神明神社

木の質感を再現できるのは
高い技術の裏付けがあるから

佐藤由美子さん
小料理 花小町

住所： 〒205-0011 五ノ神4-4-2-102
電話：042-579-6226
営業時間：16:30〜22:30
定休日：日曜 駐車場：2台

１中

神明台公園 10

玉川水神社

7

住所： 〒205-0011 五ノ神4-4-2-101
電話：042-579-2664
営業時間：11:00〜14:00、17:00〜20:00
定休日：月曜
（200円）を100円で提供
ント 6月末まで天皿
駐車場：2台
プレゼ

6

3

「杜カフェは ママと子ど
もが笑顔で元気 になる
カフェ＆スペースです。子
育て中のママでも気軽に
イベントに参加できるよ
う、無料の託児サービス
をご 用 意しています！」
（小澤さん）

小澤由夏さん
杜 -mori-

水木緑地

5

玉川神社 禅福寺

阿蘇神社

11 真幸メガネ

今年1月に70歳になった轟さんは、健康へ
の関心が強くなってきたと言います。以前
から提供しているダッタンそばは薬膳の一
種。本当は強烈な苦味があるけれど、冷た
い蕎麦なら苦味が出る前に飲みこんでし
まうから大丈夫。
「薬を飲むより美味しい
ものを食べて元気になってほしいからね」

お店が 情 報 発 信の場に
なって、20代のお客様も
増えてきました。いろん
な 趣 味をお 持 ちの方が
来てくれる。毎日楽しいで
す。
（横田さん）

西児童館

商工会

水木公園

6

ペリカン
児童公園

スポーツ
センター 農産物直売所

松本神社

店舗のリノベーションを専門にしている木
村さん。仕事にはとことんこだわる。例え
ば右下の写真にある家具は、使う素材や
建材を自作！一方で予算が限られている場
合は、既製品を上手に組み合わせてあた
かも 一品モノ に見えるようなコーディ
ネートで勝 負。変 幻自在の凄 腕リノベー
ターです。

横田矗さん
café-yokotan カフェヨコタン

8

4

7

市役所

あさひ公園

産業福祉
図書館 センター
ゆとろぎ 富士見小

加美緑地

8 ビューティークレヨン
9

栄小

小作台小

薬膳のそばを始めたきっかけは
おぼんに残された薬のガラ

ント
プレゼ
店舗・オフィスのリノベーション無料相談

9

安本塗装店

建材から自作するこだわりと
低予算でもセンスで魅せる技

4

小作駅

富士見
公園

保健
福生消防署 センター
羽村出張所

6 小料理 花小町

5

「ゆくゆくは事務所のある
このビルに防音室を作っ
てレンタルスタジオをや
りたいんです。人が集まる
場を作って面白いこと始
めたいです」
（木村さん）

武蔵野公園

2

11

5 手打ちうどんそば まこと屋

下田さんは今から7年前、全日本自動車整
備技能競技大会に東京都代表として参加
し、優秀賞を勝ち取りました。確かな技術
と顧客を安心させる接客応対ができるか
らこそ。クルマの維持にお金がかかるも
のですが、必要な整備を吟味して実施す
れば費用を抑えられると下田さんは言い
ます。気軽にご相談を！

住所： 〒205-0014 羽東1-22-2 G.oneビル1F
電話：042-533-5451 営業時間：10:00〜18:00
定休日：土曜、日曜、祝日 駐車場：1台
URL：https://www.ﬁxs-inc.net

武蔵野小

２中

全国大会で優秀賞を勝ち取った
トップレベルの整備技術が自慢

3

3中

横田基地

ント
プレゼ

素敵な読者プレゼントがあります。

ママと子どもが笑顔で元気になる
カフェ＆スペースを切り盛り！

羽村駅
都立
羽村高

このマークが目印！

マークがついている事業者から

※この特集では事前告知に対して応募された各事業所を取り上げています。

野中さんの卓球歴は42年。小学生で初め
てラケットを握り、中学校から本格的に競
技を開始。高校、大学と選手として活躍後、
コーチとして愛好家から小学生のナショナ
ルチームまで幅広く指導に携わっています。
卓球スタジオではキッズから大人までレベ
ルに応じた各種レッスンが人気！
住所： 〒205-0021 川崎1-5-6
電話：042-578-8903
営業時間：10:00〜21:00
定休日：日曜 駐車場：3台
URL：https://www.ttnonaka-sports.jp

ント
プレゼ

「早く仕 上げるもう一つ
の理由は、変身した姿を
早くお客様に見せてあげ
たい思いから。喜ぶお顔
を見るのが励みになりま
す」
（榎本さん）

ント 眉毛カットサービス
プレゼ

商工会ホームページ
http://www.hamura-sci.jp

ページ右下にある「Haむら」の
バナーをクリックしてください！

