
 

 

◆創業成功スクール◆ 

開催日：5 月 12 日（土）～6 月 16 日（土）（5 月 26 日を除く）

開催時間：10 時～16 時  

参加費：5,000 円（5 日間） 

会場：新都心ビジネス交流プラザ 4 階会議室 

対象：創業を考えている方、創業後 5 年未満の方 

定員：50 名 （締切： 5 月 8 日まで） 

主催：公益財団法人さいたま市産業創造財団 

お問合せ：048-851-6652 

http://www.sozo-saitama.or.jp/event/event.html 

 

◆第 4回さいたま国際マラソン申し込み開始◆ 

≪ファンランの部≫ 

開催日：12 月 8 日（土）・9 日（日） 

コース：駒場運動公園内特設コース 

≪一般フルマラソンの部≫ 

開催日：12 月 9 日（日） 

コース：さいたま国際マラソンコース（スーパーアリーナ） 

【さいたま市民申込】 5 月 9 日（水）～13 日（日） 

【埼玉県民申込】 5 月 14 日（月）～16 日（水） 

【一般申込】 5 月 21 日（月）～ 

今年で第４回目を迎える「さいたま国際マラソン」が 12 月 9

日開催されます。さいたま市民、埼玉県民は優先枠エントリ

ーもございます。チャレンジされてみてはいかがですか♪ 

https://saitama-international-marathon.jp/  

 

   

㈱アクティヴ・ビジネス・サポート運営の施設『ＡＬＶＥＡＲＥ』

が４月に無事オープン致しました。この日を迎えることがで

きたのも、温かく見守って下さったアステリＶＩＰの皆様をはじ

め、ＡＬＶＥＡＲＥのオープンに携わって下さった、全ての皆

様のおかげです。オフィスアテンダント一同心より感謝申し

上げます。今後とも両館ともご入館者様にご満足いただけ

るサービスをご提供出来るよう、真心をこめて業務にあたら

せて頂きます。宜しくお願い致します。 
 

 

 
受付時間： 9:00～17:00（月～金） 

9:00～12:00（土曜） 

FAX：048-858-2531 

E-MAIL：info@asteri.co.jp 

 

株式会社     ctive      usiness     upport 

与野本町駅から徒歩約 20 分、定食が評判の「食事処たら

ふく」があります。ランチメニューは、まぐろ刺身定食や、定

番のからあげ定食、煮魚定食など、種類も豊富(*´▽｀*) 

若いご主人の温かみのある接客も魅力です♪夜はお酒に

合うメニューや焼酎のボトル売りも(*^。^*)アステリ VIP には

6 台の貸出用自転車もございます。是非ご利用下さい♪ 

 

 

 

  

来月号もがんばります♪ 

 

 

◆食事処たらふく◆ 

さいたま市中央区桜丘 2-3-6 

時間：11:30～14:00 

17:30～22:00 

定休日：水曜日 

TEL  ：048-711-8064 

 

 

 

3 階  福永千加子税理士事務所 

代表  福永 千加子様 （税理士業） 

2 階  合同会社アールエスクリーンサービス 

代表  澁谷 良様 （ハウスクリーニング業） 

2 階  東京コンサルタンツ株式会社 

代表  村西 隆之様 （建設コンサルタント業） 

ご活躍を楽しみにしています (*^。^*)♪ 

  

 

食事処たらふく 
 

●GW 受付・管理室 お休みのお知らせ 
  

4 月 29 日（日）・30（月） 5 月 3（木）～6 日（日） 
 

※来賓応接室以外の共有スペースは全てご利用頂けます。 

但し、清掃もお休みです。整理整頓を宜しくお願い致します。 

※エアコン・電気のスイッチを必ずお切り下さい。 
 

株式会社ノックス様 は、1999 年 6 月に設立をされた現在 19 期目のシステム・ソフトウェア開発業

の会社様です。事業内容は、主に、法人様向けのシステム・ソフトウェア開発、企業 IT コンサルテ

ィング（有効な IT 活用などの提案）、法人様向けのビッグデータ検索エンジン「Super
ス ー パ ー

 DateChef
デ ー タ シ ェ フ

 

Version
バ ー ジ ョ ン

Ⅱ」の販売をされていらっしゃいます。また、代表の勝永様は、「技術力は、年齢には関係

ない」という思いから、積極的に 60 歳以上の技術者を採用されていらっしゃるとの事。 

 

秋田県能代市で生まれ育ち、大学は明治大学英文科へ進学。卒業後は、コンピュータシステム

開発会社“日本ＳＥ株式会社”へ営業マンとして入社。設立して 4 人目の社員でした。営業担当

は、社長と私の 2 人きり。その後、会社は大きく成長し、15 年後には社員数が 1300 人の会社に 

なりました。そんな時、社長が周りの反対を押し切って進めたゴルフ場経営により、一気に倒産寸前へ。社長が責任

をとり、役職を降りた事をきっかけに、私も退職しました。その後、“ヴァージン・グループ”（イギリスの多国籍企業）

の日本支社ヴァージン・ゲームスというＴＶゲームを作る会社へ転職しました。そちらでも営業を担当し、取引先は、

任天堂さんやＳＯＮＹさんでした。5 年間勤めましたが、海外のゲームが日本ではなかなか受け入れてもらえず、ヴァ

ージン・ゲームスが日本からシンガポールに拠点を移した事を機に、転職。池袋にあるコンピュータシステム開発会

社の“株式会社エムエスデー”で 4 年間働きました。そして、今までの経験を活かし独立を決意。1999 年に有限会社

ノックスを設立。10 年後に株式会社ノックスになり、今年 1 月アステリＶＩＰへ入館しました。 

 

 

20 年来お世話になっている“株式会社エスペラントシステム” 

さんの製品です。一般的なデータ管理・処理ソフトウェアで扱

うことが困難な、巨大で複雑なデータを検索する機能（ビッグ

データ検索エンジン）です。これからは如何にこれまでの蓄積

されたデータ（ビッグデータ）を活用できるかが企業様の競争

力を決定付けるものです。弊社で販売しておりますので、お

気軽にご連絡ください。 
 
【HP】 ⇒ https://www.ess-g.com/superdatachef 

 

弊社は 60 歳以上の技術者の採用が基本です。日本

には、素晴らしい技術力を持ちながら、高齢というだ

けで雇ってもらえない方が沢山います。弊社で採用し

ている技術者は、真面目で気力と体力のある方ばか

りです。株式会社ノックスは、システム・ソフトウェア開

発の会社ですが、この仕事はサービス業と考えており

ます。どんなに素晴らしいシステムでもお客様に喜ん

で頂けるシステムでない限りそれは失敗です。単に技

術を売るのではなく、技術を通してお客様に満足を売

る仕事と考えております。 

 現在、異業種への参入を計画中です。具体的には、JAZZ の

ビッグバンド（多人数編成におけるアンサンブル形態のバン

ド）が聴けるレストランを開きたいと考えております。私自身、

27 歳でバリトンサックス（大きくて重く、低い音の出るサックス）

に出会い、ご指導頂いた恩師に誘われてビッグバンドで活動

を始めました。もう 30 年活動を続けています。この仲間達と一

緒にレストランを開く事が現在の夢です。 
 

大学時代は演劇同好会（お笑いのオリジナル演劇）に

所属していました。卒業後も、その仲間達とアマチュア

劇団として活動し、35 歳まで続けました。そして昨年、

26 年ぶりに、新宿にある芸能花伝舎で皆と舞台に立ち

ました！家族構成は、妻と、今度大学生になる双子の

娘の 4 人家族です(*^。^*) 

60 歳以上でも開発にまだ情熱を失っていない方、「まだまだやれるぞ！」と思っている方、良いアイデア

があるので世の中に問うてみたい方、ご連絡下さい。但し、年金をもらうまでの腰掛仕事を希望の方は

ご遠慮下さい。長年蓄積した技術を活かしてまだまだ現役で IT 業界を引っ張りたいという気概のある方

のみ歓迎です！環境さえあれば自宅での作業も可能です。勿論、正社員で採用致します。また、

「Super DateChef VersionⅡ」の営業をやってみたいという営業経験者も同時募集中です。 

【HP】 ⇒ http://knox-s.com/     【問い合わせ先＆ご応募】 ⇒ knox@mg.point.ne.jp  

【TEL＆FAX】 ⇒ 042-312-2009  
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◆内覧会開催中◆ 

5 月末まで土日もＯＰＥＮしています♪ 

お問合せはこちらからお願い致します。 

TEL：048-829-7382 

http://alveare-abs.com 

 

実はこの度、日商簿記３級の資格を取得しました。簿記の

知識はゼロからのスタートでしたが、１つ１つ知識を得る

ことが楽しく、とても嬉しい気持ちでした。いよいよ試験

の日、静かに緊張感漂う会場で、試験官の「始めっ‼」の言

葉が響くと同時に、一斉にスタート!!学生時代を思い出し、

心の中で「懐かしいー(≧◇≦)」と叫んでしまいました。

そんな変なスタートの切り方でしたが、何とか無事に合格

出来てホッとしています。大変だった試験勉強も、終わっ

てしまうと寂しいというか、何というか・・・。きっと目

標に向かって頑張っていた日々が充実していたのだと思い

ます。いくつになっても学ぶことの大切さを改めて実感し

ました。学ぶ意欲満載ですので、もしご入館者様のオスス

メの資格や趣味などがありましたら、是非教えてください。

また皆様に良いご報告が出来るように頑張ります♪（芳） https://tabelog.com/saitama/A1101/A110101/11046666/ 

 

〒338-0002 さいたま市 

中央区下落合 5-10-5 

URL：http://asteri.co.jp 

〒338-0002 さいたま市 

中央区下落合 6-12-20 

URL：http://alveare-abs.com 

 

 

受付時間： 9:00～17:00（月～金） 

9:00～12:00（土曜） 

TEL：048-858-2530 

FAX：048-858-2531 

E-MAIL：info@asteri.co.jp 

受付時間：9:00～17:00（月～金） 

TEL：048-829-7382 

E-MAIL：info@alveare-abs.com 
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