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ご家族や、ご友人等で結婚式をお考えの方を
ご紹介頂くと、お礼としてご紹介者様に
商品券 5万円分をプレゼント！

CadenzaWedding

　　な会社の　　  な社長を訪ねて（その24）元気 元気
広報委員会では、会員の皆様に「親しまれる　読まれる」会報誌（法人NAVI）作りを
テーマに、企画、取材、製作をすすめております。今回の「元気な会社の元気な社長
を訪ねて」は、朝霞市 東弁財の有限会社 浦木石材 浦木 友徳 様を訪ねました。

・創業は何年ですか？
明治時代に創業し、現在4代目です。出身は台雲寺さんと同じ新潟県で縁あって昭和40年に

常盤台から現在の朝霞市へ引っ越してまいりました。

・今後の御社の展望について
「石」に関わる仕事を続けて行き、墓石に限らず庭石等の幅広い事業展開を考えている小さな

石屋だからできる技術とサービスでお客様が満足するお墓づくりを提供してゆく。

・お仕事をしていて一番嬉しい時は
墓石の名称・かたち・種類・すがた・ことばなど、お客様のご要望に沿った墓石が出来あがり、

「ありがとう」と言われた時。

・社長の趣味を教えてください
海釣りが好きで夜中に出かけて行き、特に、黒鯛をつり上げるのが好きです。また、スポーツでは

フットサル、たまにゴルフに出かけます。

・税について一言
期限内納税をこころがけており、「税」を正しく使っていただければ良いと思います。

   会社概要
商　号 有限会社　浦木石材
代表取締役 浦木　友徳
所在地 朝霞市東弁財２－５－２
作業場 朝霞市根岸台４－１０－４５
電　話 048‐462‐0389
ＦＡＸ 048‐462‐3747
内　容 お墓・霊園・石工事に関する事
免　許 一級石材施行技能士（厚生労働大臣認定）
 お墓ディレクター1級（日本石材産業協会認定）
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公益社団法人　朝霞法人会 第 4 回定時総会開催される

５月２８日（木）午後４時よりベルセゾンにおいて、公益社団法人 朝霞法人会
第４回定時総会が開催されました。
目的事項　
理事会承認事項 平成２６年度事業報告
  平成２７年度事業計画
  平成２７年度収支予算
決議事項 第１号議案 平成２６年度決算報告承認の件　監査報告
 第２号議案 理事並びに監事選任の件
以上が上程され承認されました。
定時総会終結後臨時理事会が開催されまして新役員の選任が行われました。
表彰関係は以下の通りです。

朝霞法人会からのご案内
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 9月 １０日 （木）
 １０月 ６日 （火）

 １０月 １１日 （日）

 １０月 １４日 （水）
 １０月 １５日 （木）
 １０月 １９日 （月）
 １０月 ２０日 （火）
 １０月 ２９日 （木）
 １０月 ２９日 （木）

 １１月 9日 （月）
 １１月 １３日 （金）

第2回広報委員会
生活習慣病健診

（朝霞市産業文化センター）
第39回新座市民まつり
産業フェスティバル
生活習慣病健診（朝霞市民会館）
生活習慣病健診（新座市民会館）
第3回監事会（朝霞法人会事務局）
第2回幹部会（朝霞法人会事務局）
第3回理事会（朝霞市民会館）
福利厚生連絡協議会

（朝霞市民会館）
5社懇談会（パーシモンホテル）
納税表彰式

会長 増田 敏政 氏 朝霞税務署 署長 大澤 稔 氏

朝霞税務署長感謝状贈呈

永年功労者感謝状受彰者

会員増強運動優秀実績表彰者

氏　　名 法　人　名

氏　　名支部

< 提携生損保 >

法　人　名

（敬称略）

（支部別・敬称略・順不同）

（敬称略・順不同）

大熊　京子
大矢　和代

志木
志木
志木
新座
新座
新座
新座
新座
新座
新座
新座

 西川 武重郎
大熊　京子
髙橋　とみ子
大竹  敏雄
笠原  政夫
齋藤  哲司
田中　秀明
並木　重和
福島　　衛
福留　準一
松岡　昌宏

西武倉庫 株式会社
有限会社 穀 万　　　
協同建設 株式会社
株式会社 ティーケー大竹
有限会社 堀　天
株式会社 司エンジニアリング
有限会社 新座ファミリーランド
株式会社 並木産業
福島土地 株式会社
有限会社 福留設備工業
株式会社 多賀建設

福利厚生事業ビックハート・ネットワーク運動実績表彰者
（支部別・敬称略・順不同）

職員表彰者
（敬称略）

氏　　名区分 法　人　名
銀賞
銅賞

支部
４支部
新座

桃野　義史
加賀　総子

ＡＩＵ損害保険株式会社 関東地域事業本部
大同生命保険 株式会社 埼玉西支社

< 金融機関 >  　（敬称略・順不同）
氏　　名区分 法　人　名

銀賞
銅賞
銅賞
銅賞
銅賞

支部
和光
朝霞
志木
新座
和光

大森　雅夫
加藤　一弘
太田　裕彦
藤田　如億
山口　英俊

埼玉りそな銀行 和光支店
埼玉りそな銀行　朝霞支店
埼玉りそな銀行 志木支店
埼玉りそな銀行 新座支店
武蔵野銀行　和光支店

＜役　員＞　 （敬称略・順不同）
氏　　名区分 法　人　名

銅賞
支部
志木中川　定幸 株式会社中川工務店

故

氏　　名支部 法　人　名
朝霞
朝霞
朝霞
新座
新座

川合　良平
須崎　勝茂
野島　京子
笠原　政夫
福留　準一

株式会社 川合ランバーセンター
株式会社 丸沼倉庫
三和建業 株式会社
有限会社 堀　天
有限会社 福留設備工業

有限会社 穀 万
公益社団法人 朝霞法人会　　

氏　　名 法　人　名
福住　　実 公益社団法人 朝霞法人会 事務局長
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