
  

 

◆ 第 9回「渋沢栄ー ビジネス大賞」 ◆ 
応募期間： ～8 月 30 日（金） 

お問合せ： 埼玉県産業労働部 産業支援課  

電話：048-830-3908 ・ 048-830-3777 

新たな事業展開や革新的な技術開発に積極的に挑戦

し、大きな飛躍を目指す県内中小企業を表彰する 

＜第 9 回「渋沢栄一ビジネス大賞」＞の募集がスター
ト致しました(*^。^*) 募集対象は、新規性・独創性・市場

性・将来性にあふれる新たな事業展開や革新的で将来

性のある優れた技術製品開発に取り組む企業又は個人

事業主様です♪詳しい内容はコチラをご覧ください。 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0803/taisyo.html 

◆ 「世界を変える起業家」 

  ビジコン inさいたま 2019 エントリー開始 ◆ 
応募期間： ～9 月 18 日（水） 

公益財団法人さいたま市産業創造財団様 主催の 

＜「世界を変える起業家」ビジコン in さいたま 2019 ＞ 

の募集が今年もいよいよ始まりました！『さいたま市から 

世界や業界、地域の常識を変えるビジネスを展開する起

業家を発掘するコンテスト』です♪ 受賞者には、『3 年間 

財団様のアドバイザーや外部専門家、メンター等による

無料経営相談のサポート』などの嬉しい 5 つの特典が♪

そして！！今年も協賛団体賞の中で「アルヴェアーレ賞」

を贈らせて頂くこととなりました(*^。^*) 

皆様のご応募是非お待ちしています♪ 

https://change-saitama.com/ 

 

 ◆ SAITAMA Smile Women ピッチ 2019 ◆ 

エントリー： ～8 月 30 日（金）17:00 必着 

お問合せ： SAITAMA Smile Women ピッチ 2019事務局 

TEL： 048-606-8611 

E メール： pitch@hers-project.com 

埼玉県が主催する、女性のためのビジネスプランコンテ

スト＜SAITAMA Smile Women ピッチ 2019＞が開催

されます！女性起業家の成長を支援し、埼玉県から国内

外で活躍する起業家を応援して下さるとの事(*^。^*) 

ご応募は下記 URLから♪ 

https://smile-women-pitch.com/ 

 

 

Corowood Learning Support 様は、教育相談、英語に関するサービスを中心に行われています。具体的

には、「学習支援」「医療英語」「おもてなし英語」「小学校英語」に関するサービスです。学習支援につい

ては、既存の塾とは異なり、お客様のニーズに合ったきめ細やかなサポート（教科指導・学習管理・相

談・出張授業・リサーチ）を提供されています。相談や指導は、生徒様のご自宅や近所のカフェ・自習

室、貸会議室等で行ったり、遠方の場合、オンラインビデオツールなどを使われたりとのこと。また、ホー

ムページの翻訳、指差しツール、英語教材の提供、学習用動画を始めとする各種教材・動画の作成、医

療分野のリサーチなども行われていて、いわば、『英語のなんでも屋』的な存在でいらっしゃいます。 

株式会社     ctive      usiness     upport 

 

 

A B

] 

S VOL. 110 

 
2019 年 8 月 20 日発行 

 

海外で『教育』や『医療』を学び、実際の教育現場でも実績のあるスタッフを中心に、『教育』や『英語』のプロとし

て、質の高いサービスを提供します。お客様のニーズや要望に合った、世界で１つの『あなた仕様のサポート』をさ

せていただきます。そして何より、スタートからゴールまで責任を持って、しつこいくらいにきめ細やかなサポートを

提供します。皆さんが抱えていらっしゃる悩み（＝問題点）を分析し、最適なソリューション（＝解決方法）を 提案

し、共にゴールを目指します。『英語を勉強したい！でもどうしたら？』『英語が必要だけど、サポートが必要！』 

『子どもの学校や勉強のことが心配』など『英語』や『教育』に関してお悩みの方は一度お気軽にご連絡下さい。  

<医療英語>や<小学校英語>についても、専門スタッフがおりますのでぜひご相談をお待ち致しております。 

福岡県北九州市で生まれ育ちました。大学進学のため上京し、早稲田大学法学部に入学。法律だけで

なく、教育・語学にも興味をもち、在学中に中学高校の教員免許（社会科）も取得しました。卒業後は資

格試験や外国語の教材作成、海外営業で英語に携わる仕事に従事。5 年前に、自身のブラッシュアップ 
のため、新潟の国際大学大学院修士課程で国際経営学を専攻し国内 MBA を取得しました。授業や公用語が英語の学校で、

学生のほぼ 7 割が海外からの留学生であったため、英語も随分鍛えられました。一方、身近な人や友人に『自分の子どもに合

った教育がなかなか見つからない』『塾に行かせているが成果が出ない』などの相談を受けることが多くなりました。自身の大学

受験経験や趣味でやっていた家庭教師指導経験、さらに教育や英語に関する業務経験や知識を生かして、困っている人の手

助けができると思ったのがきっかけで、Corowood Learning Supportをスタッフ 2 名と一緒に設立しました。 

3 人姉妹の長女で、妹たちは福岡とアメリカで暮らしています。福岡へ帰省し

た時は、小学 4年の姪とできるだけ一緒に勉強したり遊んだりしていますが、

私の言動を真似するのです。こないだは、姪に「Bless you !」と言われてびっく

りしました。これは欧米では誰かがくしゃみをした時、「お大事に♪」という意

味合いでよく使われるフレーズ。職場で外国人の同僚と声をかけ合うのが癖

になっていたのですが、姪に真似されはっとしました。 

<医療英語分野＞日本を訪問する外国人の数は年々増加が予

想されます。また、日本の医療を受けることを目的として来日す

る外国人も増えています。一方で、言葉や文化の問題があり、体

制が不十分なため、医療機関は外国人の受け入れには消極的

です。これらの問題に対し、英語をはじめとする、多言語でのサ

ポートを提供したいと考えています。 

＜小学校英語分野＞小学校での英語の教科化に伴い、小学校

の現場や保護者の間では混乱が起きています。弊社では、既に

小学生を対象に英語の個人レッスンなども提供していますが、今

後は小学校教員向けの英語のレッスン、セミナー、指導法の講

習会なども積極的に開催していき、子どもが楽しく学べる英語指

導方法を広げていきたいと考えています。 

先日、中学生への教育相談をおこない、進路と学習

方法についてアドバイスをしました。数日後、お母様

の携帯から着信があり、「また相談かな？」と思って

出てみたところ、ビデオコールで、そこには中学生

の息子さんが映っていました。お母様の携帯を使っ

て、息子さんが自主的にかけてきてくれたのです。

内容は試験前に行き詰まり、困り果てて電話をした

とのこと。以前の指導が、塾の先生より分かりやす

かったため、頼ってくれたそうです。困った時に頼っ

てくれたことが大変嬉しかったです。このようなお声

が今後も頂けるよう、誠心誠意、指導や相談にあた

っていきたいです。 

【Co  …英語で「一緒に」】 

【Row …英語で（ボートなどを）「漕ぐ」】 

【Wood…学びと言えば、木の下に集まる

イメージ】 

3 語をつなげて、「一緒に学んでいこう」と

いう意味で Corowood とつけました。 

 

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 

〒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 

 

 

次号もがんばります♪ 

受付時間：9:00～17:00（月～金） 

TEL：048-829-7382 

E-MAIL：info@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 

  

 
2 階  はやま行政書士事務所 

代表  端山 幸子様 （行政書士業） 

2 階  合同会社光クリエイツ 

代表  松本 洋様 （経営コンサルタント業） 

3 階  株式会社リョウミライスリー 

代表  菊地 秀輝様 （転職支援業） 

2 階  一般社団法人事業承継協会 埼玉支部 

代表  柏瀬 浩史様 （コンサルタント業）   

3 階  安里総合法律事務所 

代表  安里 国之助様 （弁護士業）   

3 階  株式会社川田サッシ工業 埼玉支店 

代表  川田 雅史様 （アルミサッシ販売業）   

ご活躍を楽しみにしています (*^。^*)♪ 

 

 

 

 

 

 

 

アステリ VIP から徒歩約 11 分、ALVEARE から約 14 分の所

に『ドミノ・ピザ北与野店』が 6 月 17 日にグランドオープ

ンしました！！焼きたてアツアツのピザを、配達かテイク

アウトで注文できます♪テイクアウトの場合、ピザ 1 枚か

ら割引価格で買うことができ、2 枚買うと、なんと 2 枚目

が無料になるそうです♪アステリ VIP・ALVEARE にはお貸出

用自転車(無料)もございます。是非ご利用下さい♪ 

◆ 「ドミノ・ピザ」 北与野店 ◆ 

住所：さいたま市中央区上落合 3-7-6 

     Arena 新都心 

営業時間：11：00～24：00 

TEL：048-840-5588 

https://www.dominos.jp/store/87434 
 

 

7月最後の週末、2日連続で花火大会へ行きました。1日目は、

友達と隅田川花火大会へ。台風が近づいていたので、開催され

るかドキドキしましたが、温帯低気圧に変わってくれたお陰で、

無事にスタート！初めての隅田川花火大会だったのですが、テ

レビで見ていた以上に人の多さに驚きました。人ごみの中を、な

んとか場所を確保したものの、木が視界を邪魔する場所・・・・ 

でも、強風のため、枝が揺れる事も多く、その間から花火をばっ

ちり観ることができました(*^^)v 2 日目は、家族とさいたま市 

大和田の花火大会へ行きました。2 年前に浴衣を着た時には 

祖母に手伝ってもらった着付けに、今年は 1 人でチャレンジ！

How To着付けの動画を見ながら頑張りましたが、結局上手くい

かず、祖母に助けを求めました(^_^;)いつか自分に孫が出来た

ら、浴衣や着物を着せたり、自分でも着られるようなカッコイイ

おばあちゃんになりたいです。来年の夏こそ、1 人で着られるよ

うに、少しずつ学んでいきたいと思います♪ （夏） 

ブログ⇒ https://www.corowoodlearning.jp/blog HP ⇒ https://www.corowoodlearning.jp/ 
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