
 

 

 

 

 

アステリ VIP から自転車で約 12 分、ALVEARE から約 14 分の

所に埼玉を代表する和洋菓子店「梅林堂」さんが、今年 3 月に

円阿弥店をオープンしました！創業 150 年を超える歴史のある

「梅林堂」さん。サブレやケーキを、3 時のおやつにいかがです

か？アステリ VIP・ALVEARE には貸出用自転車もございますの

で、是非ご利用下さい(*^。^*)♪オンラインショップからもお買い

求め頂けます！！ ◆梅林堂 円阿弥店◆ 

住所： さいたま市中央区円阿弥 7-5-10 

TEL： 048-711-9201 

営業時間： 9：30～18：30 

◆公式オンラインショップ◆ 

TEL： 0120-889-449 

(月～土 9：00～18:00) 

https://www.bairindo.co.jp/ 

 

 

 
 

（一社）事業承継協会埼玉支部様は、（一社）事業承継協会様の認定する埼玉県・東京都等の事業承継士

のうち、活動理念に賛同する方たちの団体です。平成 29 年 6 月 27日より任意団体として活動を始められ、

令和元年 6月 26日に法人化をされました。主に、中小企業・個人事業主様の事業承継の全面的なサポート

をされています。また、事業承継セミナーや後継者塾、個別相談会の開催も行っていらっしゃいます。 
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「一般社団法人 事業承継協会埼玉支部」は、専門家の集まりです。 

会員の取得している資格・経験職種は多種多彩に亘ります。「支援機関」「商工会議所・商工会」「金融機関」と

の連携を図りながら、事業承継問題に関して、ワンストップ・トータルサポートをさせて頂きます。 

事業承継問題にてお困りの企業がございましたら、是非ご紹介頂ければと思います！ 

HP⇒https://shoukei-saitama.com/ TEL⇒048-826-5961 メール⇒mail@shoukei-saitama.com 

「第８回 SAITAMA 後継者塾」を、アルヴェアーレにて開催予定です。

是非、この機会に入塾されてみてはいかがですか？ 
◆対象◆ 

中小企業の後継者・候補の方 

◆日時◆ 

2020 年 9 月 19 日（土）から全 8 回 

13：00～17：00 

◆会場◆ 

埼玉支部・ALVEARE 多目的ルーム 

 

・お申込みは FAX もしくはメールでお申込み下さい。 

FAX：048-826-5962 / メール：mail@shoukei-saitama.com 

  

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 

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 

〒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） 

TEL：048-829-7382 

E-MAIL：info@alveare-abs.com 

次号もがんばります♪ 
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仕事の関係で、埼玉県吉川市に単身赴任しています。妻

と次女・三女は、岐阜県大垣市に、長女は結婚し、目に入

れても痛くない孫（5 歳と 2 歳）と茨城県土浦市に住んでい

ます。それぞれ離れて住んでいますが、家族全員のグル

ープ LINE を作って、毎日必ず 1 枚以上、孫の写真を送っ

てもらっています。写真は保存しているので、アルバムは

孫たちでいっぱいです(笑)単身赴任なので、妻とも年に３

回位しか会えず、「亭主元気で留守が良い」状態。私はち

ょっと寂しいです(笑)趣味と言えるかはわかりませんが、

吉川市の日本酒の開発に関わっています。お酒を飲むの

が好きなので、つい味見の量は多くなってしまいます(笑) 

 

◆説明会の開催<無料>◆ 

・5 月 15 日（金）18：30～20：00 

・6 月 20 日（土）13：30～15：00 

・7 月 3 日（金）18：30～20：00 

・7 月 18 日（土）13：30～15：00 
※受付は開始 30 分前からです。 

私が大切にしている事は、相談に来られた方の気持ちを第一に考える事です。経営者・後継者の想いをよく聞き、双方の意見を

お互いにマッチングさせることが、事業承継士の大切な役割なのではないかと思います。また、今後、事業承継が必要になる会

社は増えてくると思います。後継者がいなくて廃業等を余儀なくされると、企業の数は減少し、労働者が働く場所も少なくなってい

く事も考えられます。そういう事態を防ぐためにも、事業承継に力を入れて存続できる会社を増やしていきたいと考えています。 

事業承継と一括りにしていますが、「具体的に何を承継するのか？」という意味では、企業１社１社で、その取組み内容は変わっ

てきます。このような長期にわたり、幅の広い内容を計画的に取り組むためには、それらをワンストップで支援できる伴走役の存

在が必要です。現在、事業承継協会埼玉支部には 37名の会員が在籍しています。会員の取得している資格は多種多様で、かつ

経営経験者や弁護士、税理士、中小企業診断士などの専門家集団です。事業承継の範囲は多岐にわたっていますので、会員相

互が協力しあうことで 100％のサポートができます。そして、相談を受ける際は、経営者と後継者の年齢層でペアを組み行いま

す。そうする事で、経営者と後継者、それぞれの意見をお伺いすることができ、スムーズに承継を行なうことに繋がります。残念な

がら、事業承継を迎える中小企業の実態としては、利益確保の困難な会社も見受けられます。しかし、そういった中小企業に対し

ては、経営改善の支援についても同時に行うことが、埼玉支部の最大の強みです。 

令和元年 10月 31日には「経営革新等支援機関」の認定を頂き、活動の幅も広がりました。9月には「後継者塾」をアルヴェアーレ

の多目的ルームにて開催予定です。各種セミナー・交流会、定例の事業承継相談会についても、アルヴェアーレで実施できるよう

計画をしている最中です。 

企業の事業承継には、『資産』、『人（経営権）』、『知的資産』の承継という、3 つの柱があります。私たち

は、事業承継支援の前提として、支援企業が 10年後も存続できることを目標としております。そのために、

承継前から承継後まで数年にわたって計画的な活動を進めていく必要があると考えています。事業承継を

「点」でとらえるのではなく、「前」と「後」の「線」の部分のサポートがとても重要だということです。イメージと

して、リレーでバトンを渡す時を想像してみて下さい。経営者が走っていた道が「線」、事業承継をして受け

渡す時が「点」、そして後継者が受け継いで走り出したら「線」という流れです。 

  

  
1 階  SUCCESSIO 

代表  小笠原 富美子様 （IT コンサルタント業） 

2 階  社労士事務所 HPC Office 

     HPC コンサルティングファーム 

代表  黒田 公重様 （社会保険労務士業） 
 

皆様のご活躍を楽しみにしています(*^。^*)♪ 

 

     

私の好きなことは、

『造る事』です♪ 

物の組み立てはもち

ろん、資料や HP、掲

示物などの細かいも

のや、子供と本の付

録を作ることも好きで

す♪大きくは、建物

の建築まで。元々内

装業で図面を描きな

がら現場に出ていた

こともあり、建設中の

現場を見ると匂いや

音にワクワクし、つい

つい気になってしま

います(*^。^*)また、

近くに行った際は自

分の携わった建物巡

りをするのも楽しみ

の一つです♪ 

私の目標はずばり！ 

『方向音痴を直すこと』 

です！先日も友人のお

誕生日にサプライズで

駅から徒歩 3 分のお店

を予約。グーグルマップ

で何度も道を確認し、

下調べは完璧✨の 

はずだったのですが…

歩いても歩いてもお店

が見当たりません      結

局、主役の友人が「そ

ろそろ私が探そうか？」

と協力してくれました。

何となく予想はしていま

したが、真逆の方向へ

進んでいたようです 

( ；∀；)まずは地図が

読めるように頑張りま

す( ｀―´)ノ      

私の好きなことは、

お菓子作りです。最

近、お菓子作りが出

来ていなかったので

すが、バレンタインに

チョコレートを手作り

したら、お菓子を作る

楽しさに目覚めてし

まいました (*^^*)次

は、まだ挑戦したこと

のないクッキーを作

ってみようと思いま

す♪また、最近はホ

ットミルクにチョコレ

ートを溶かして飲む、

ホットスティックチョコ

レートが好きです♪

甘すぎないものもたく

さんあるので、是非

飲んでみて下さい♪ 

私の好きな事は、美味

しいご飯を食べる事で

す♪最近は韓国料理・

台湾料理にはまってい

ます。韓国料理は、サ

ムギョプサルとヤンニョ

ムチキンが好きです♡

台湾料理は、トムヤム

クンとグリーンカレーが

好きです♡おすすめの

お店があったら教えて

ください♪得意な事

は、前職の歯科医院の

受付をしていた時に身

に付けたその方にあっ

た歯ブラシを選ぶこと。

色彩検定を保持してい

る為、パーソナルカラ

ー診断です♪受付で是

非お話しして下さい♪ 

私は『どんな場面でも

緊張しない事』が強み

です。かつて、東京モ

ーターショー、イベン

ト、結婚式などの司会

をしてきましたが、緊張

感はあるものの、ドキド

キするという事はあり

ませんでした。本番に

強いのではなく、準備

万端にして臨むので、

「ここまで準備してダメ

だったら諦めよう」とい

う、ある種開き直りのよ

うな気持ちになれるの

です。仕事でもプライベ

ートでも「備えあれば憂

いなし」を大切にしてい

ます。 

先日、好きなアイドルグループ「BTS」のキャラクターカフェ、

「BT21（ビーティーイシビル）カフェ」に行ってきました♪ 

年に数回開催され、今回で行くのは 3 回目。毎回かわいいカ

フェの内装と、メンバーが考案したケーキやドリンクが楽しめ

ます(*^。^*) それ以外にも楽しみがあり、カフェに入る際にメ

ンバーのコースターがランダムで配布されるのです♪狙いは

応援している「テテ」のキャラクターコースター♡ しかし、1度も

引いたことがなかった為、今回こそは！と意気込んでいきまし

た。結果は…なんと♪「テテ」のコースターを見事ゲットする事

が出来ました♡ その他にもカフェでしか購入できない限定グ

ッズやお皿も購入できました♪自宅でも大好きな BTS のグッ

ズに囲まれて幸せな気持ちです (*^。^*) お皿は大切過ぎる

ため、使うタイミングを逃しております（笑）春にも行く予定な

ので、新たなお皿を購入したら、使おうと思います♪（神） 
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