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光商工会議所青年部（以下光ＹＥＧ）は、平成２８年
度の事業として、光ＹＥＧに所属する会員の事業所
及び、光ＹＥＧの活動を紹介させていただく、『ギュ
ギュっとひかり青年部だより』の発行を行う事となり
ました。

光ＹＥＧの会員の事業所ってどんな事をしているとこ
ろなんだろう？光ＹＥＧってどんな活動をしているん
だろう？
これを読んでいただければ全てが分かります！

３回シリーズを組み、皆様が次回の発行を待ち遠し
くなるような内容をご提供させていただきたいと思い
ます。

お得な情報も掲載していますので、奮ってご活用く
ださい♪

光商工会議所青年部会員メンバー 事業所紹介

ギュギュっと光青年部だより 2016年（平成28年）10月1日第001号
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当社は、1953年（昭和28年）に建築士事務所と

して光市に誕生しました。

その後、土木部門も併設し、建設コンサルタン

ト、測量、地質調査、補償コンサルタントの登

録を行って、様々な顧客ニーズに対応できる

総合建設プランナーとしての事業を確固たるも

のにしてきました。

設計・企画・調査・点検に関する事など何でも

お気軽にご相談ください。

お待ちしております。
最近の実績

室積コミュニティーセンター

所在地 〒743-0023 光市光ケ丘5番1号
TEL  0833-71-2683
FAX 0833-72-4500

E-mail:info@tatsumisekkei.co.jp
HP:http://www.tatsumisekkei.co.jp

青年部会員：有澤智貴

事業所名：㈱巽設計コンサルタント 会員名：有澤智貴 事業所名：㈲佐川酸素光支店 会員名：池田真樹

事業所名：アクサ生命保険株式会社 会員名：沖しのぶ 事業所名：中村印刷株式会社 会員名：樫山賢

撮影者：川畑真弥
事業所名：㈱DS Life Design（石焼ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ満月）

商工会議所の会員事業所である中小企業や個人事業主のみな

さまを対象に、福利厚生制度のソリューションを提供しています。

おもに大企業・官公庁の福利厚生制度として浸透していた団体

生命保険制度を、中小企業や個人事業主の方々にもご提供で

きないか、というある商工会議所の発想が形となって商工会議

所共済制度が発足したのが1967年。以降40年以上にわたり

培ってきた地域福利向上のための専門のノウハウをベースに、

中小企業・個人事業主のみなさまに最適なソリューションを

ご提供しています。

只今、職域セミナー実施中！

お弁当を食べながら話を聞かれませんか？

〒743-0063
光市島田4-14-15 光商工会議所ビル
TEL/FAX 0833-71-2012
http://www.axa.co.jp/

本社 〒742-0032 柳井市古開作541-1
TEL  0820-22-0261
FAX 0820-72-0199

光支店 〒743-0063 光市島田1-17-16
TEL 0833-71-1635
FAX 0833-71-2554

有限会社 佐川酸素

弊社は創業以来産業ガス・医療ガスの販売をしており、長年
にわたり地域の産業・医療ガスの安定供給に努めてまいりま
した。 様々な供給形態に対応し、安心かつ安全、最適に高
圧ガスをお届けするノウハウを蓄積しております。

ものづくり、地域医療にとって決して欠かしてはならない商品
を扱わせて頂いている重要性を自覚し、２４時間、３６５日体
制で責任をもって事業に取組んでおります。

溶接、溶断、医療ガス等、お役に立てることがありましたらお
気軽にご相談下さい。

㈲佐川酸素 光支店
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【取扱い商品】
•書籍、雑誌、小・中・高教科
書、参考書
•ＣＤ、ＤＶＤ
•文具、事務機
•全国共通図書カード
•市内配達・お取り寄せ：

文具は翌日、本・ＣＤ・ＤＶＤ
は最短３日

伝えたいことがいっぱい！知りこと、見たいこと･･･情報
発信の店。
こんな本屋さんがほしかったと喜んでいただける遊び心
のある楽しいお店です。

[所在地]   山口県光市中央２-４-３
[営業時間] ＡＭ１０：００～ＰＭ８：００
[店休日]   盆・正月
[電話番号] 0833-71-0040 
[FAX番号]  0833-71-3934 
[e-mail]   bungu-syoten@mx52.tiki.ne.jp 

弊社は来年創業70周年を迎えます。
フレキシブルホース、パイプ製品、継手部品などを一貫生産し、

高い技術力と品質で世界に通用する企業を目指す配管の総合メー
カーです。
産業機械設備や建設機械など、油圧、水圧、空圧機器の生命線

を守るという責任を胸に製品を送り出しています。
お客様からの多様なニーズにより設計・開発、信頼性試験、部

品加工など安心して使用いただけるものづくりに全社全員で取り
組んでいます。

〒743-0063
山口県光市島田6丁目2番20号
TEL：0833-71-1550（代表）
FAX：0833-71-1585
URL:http://www.fujikoatsu.co.jp/

中林建設株式会社

光市を中心に土木、建築、水道、緑化、その他色々
やっております。

気になること、お困りごとがあれば、どんなことでも構
いません。まずは御相談ください。

お客様のメリットを生かしたご提案、満足していただけ
る仕事をさせていただきます。

TEL（0833）71-1672 光市虹ヶ浜2丁目15-10
TEL（0833）71-1672
FAX（0833）71-0563
http://www.naka-bayashi.co.jp

光支店 〒743-0013 光市中央5丁目10番5号
TEL 0833-71-2131
FAX 0833-72-0594

虹ｹ浜支店〒743-0021 光市浅江3丁目22番26号
TEL 0833-72-4321
FAX 0833-72-0729

当行は「地域に根差したお客さまのための銀行」を目指し、「さすが西京
」と呼んでいただける商品・サービスの提供をできるよう努めています。
預金、融資のみならず投資信託や保険、相続など様々なご相談に対応
しております。
ご気軽にご相談下さい！
詳しくは店頭及びＨＰ（http://www.saikyobank.co.jp）まで！

ヒカリコンサルティンググループ

久保田肇 税理士事務所

株式会社 ヒカリ会計

所在地 〒743-0021

光市浅江1-4-14ｱｲｵｲﾋﾞﾙ2Ｆ

TEL： 0833-71-6532

FAX： 0833-71-6531

E-mail: kk98@kubota-hajime.com

当事務所は平成7年8月に開設以来、今年で22年目

を迎えます。主な業務は法人税・所得税・相続税他

各種申告業務、税務相談、記帳代行・指導などです。

お客様である企業・個人事業主の皆さんがより良い経営

が出来るよう、代表税理士・藤村有史税理士含め所員計

13名で頑張っています。
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事業所名：久保田肇 税理士事務所
株式会社ヒカリ会計 会員名：丁野睦 事業所名：中林建設株式会社 会員名：中林幸一

事業所名：冨士高圧ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ株式会社 会員名：藤井淳 事業所名：ＢＯＯＫハウス フルカワ 会員名：古川 嘉之

事業所名：西京銀行光支店 会員名：桝井浩平 事業所名：有限会社光井鉄工所 会員名：光井秀樹

所在地 〒743-0001 光市室積村1113番地
TEL 0833-78-0394
FAX 0833-78-0400

E-mail:info@mitsui-tekkou.co.jp
URL:http://www.mitsui-tekkou.co.jp/

蝶番をはじめとする鉄道車輌部品の製造販売を手がけております。
ヒンジにおきましては長さ、穴など、お客様のニーズにお応えいたします。
創業５０年の歴史を誇る技術の積み重ねと経験。
戦後の日本を世界のリーダーに引き上げた、この「和の職人魂」が
他の追従をゆるさない品質と加工精度を生み出します。

代表取締役 光井秀樹

http://www.saikyobank.co.jp/
mailto:kk98@kubota-hajime.com
http://www.mitsui-tekkou.co.jp/
http://www.mitsui-tekkou.co.jp/
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所在地 〒743-0013 光市中央2丁目4番26号
TEL 0833-71-0345
FAX 0833-72-8378
HP http://www.kk-otsuka.co.jp青年部会員：棟近 大輔

地域に根ざして創業５８年の会社です。

屋根外壁塗装、バリアフリー化、水廻りの改
修、庭造り、オール電化への改修等みなさ
まの暮らしが豊かになるように、心をこめた
お手伝いをさせていただきます。

戸建住宅の塗装においては、近年の塗料の
飛躍的な進歩により、現在、商品の種類、
機能は多岐に亘ります。建物の現状とお客
様のご希望、ご予算に合わせた塗料をご提
案致します。

ご連絡をいただけましたら下記写真の青年
がお伺いにあがります(^o^)丿

Before

After

⑪ ⑫

⑬ ⑭

Phone.０８３３-７２-1２６７

〒７４３－００１３ 光市中央1丁目２－２９ 【P1台有り】
OPEN 平 日 9：00～18：00 

［カット受付 ］ ～17：00 
土日祝 9：00～17：00

［カット受付 ］ ～16：00 
CLOSE 毎週月曜日・第1・3日曜日

経験豊かなスタイリストがシャンプーから
お仕上げまで全てを担当するマンツーマン制です。
パーマやカラーは、髪に優しい最新システムを導入しております。
白を基調とした開放的な店内で、リラックスタイムをお過ごし下さい。

いづみ美容室h a i r & m a k e

生まれ育った光市で子供の頃から
の夢だった美容師となり、
たくさんのお客様との出会いもあり
日々楽しく仕事をさせて頂いて
おります。

hair＆make artist

吉 積 か お り

MENU
・カット/一般 ¥3,500～ ・パーマ ¥6,000～

・カラー ¥5,000～ ・トリートメント ¥3,000～

※学生割引・その他メニューございます。 ※表記は全て税抜き価格です

① 技術料金20％OFF
② ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ(￥3,000)1回無料

☆いづみ美容室ご来店特典☆

下記の２つの中からいずれかをお選びください。

お電話でご予約をお願いします。

その際に『ギュギュっと光青年部だより』を見た!
とお伝え下さい。

お客様の『きれい』を
“今以上に引き出す”
お手伝いをさせて頂きます。
心のこもった
接客・ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ・技術を
ご提供致します。

(予約優先制）

⑮

車検のコバック光虹ケ浜店
(株)吉積自動車センター

0800-200-5895
（コバック ゴー！！）

光市で車検が安い

この広告を見た方はなんとっ！！！

58.9円/1Lにて

オイル交換致します！！（１台１回）

※ご家族やお知り合いの方にこの広告を見せてスマホ等で
写真を撮って提示して頂いても対応致します！！

光商工会議所青年部の棟近委員会が頑張って企画してくれたので
我々コバック光虹ケ浜店も頑張ります！

（なんとなんと税込み！）

お問い合わせは、、、

事業所名：株式会社おおつか 会員名：棟近大輔 事業所名：株式会社三知 虹の文具館 会員名：棟近秀樹

事業所名：冨士機工株式会社 会員名：吉岡章
事業所名：車検のコバック光虹ヶ丘店

株式会社吉積自動車センター 会員名：吉積顕生

事業所名：いづみ美容室 会員名：吉積かおり

皆さまのお越しをお待ちしております(*^_^*）

<本社>

〒743-0022 光市虹ケ浜1丁目5番23号

<徳山営業所 >

〒745-0051 周南市沖見町3-5

HP http://fuji-ki.co.jp/

冨士機工 株式会社
配管資材・工具類 など

健康管理にも最適な水素サーバーもございます

配管資材・工具 卸商社

ご入用なものはご相談ください。

TEL 0833-71-1167

FAX 0833-72-8144

TEL 0834-21-2635

FAX 0834-32-4369

プラント工事、建設工事に



＼今回紹介した事業所の地図です／
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⑧
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4月 第38回通常総会、第1回県青連会長会議

5月 平成28年度第1回定例会、県連親睦ソフトボール大会

6月 コミュニケーション力向上セミナー、社員交流会、県青連会員大会

7月 家族会（宮島日帰り旅行）、光市クリーン計画

⑫

⑨
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⑭
⑬

②
⑤

⑩

①株式会社巽設計コンサルタント
会員名：有澤智貴

②有限会社佐川酸素光支店
会員名：池田真樹

③アクサ生命保険株式会社
会員名：沖しのぶ

④中村印刷株式会社
会員名：樫山賢

⑤久保田肇税理士事務所
株式会社ヒカリ会計
会員名：丁野 睦

⑥中林建設株式会社
会員名：中林幸一

⑦冨士高圧フレキシブルホース㈱
会員名：藤井淳

⑧ BOOKハウス フルカワ
会員名：古川嘉之

⑨西京銀行光支店
会員名：桝井浩平

⑩有限会社光井鉄工所
会員名：光井秀樹

⑪株式会社おおつか
会員名：棟近大輔

⑫株式会社三知 虹の文具館
会員名：棟近秀樹

⑬冨士機工株式会社
会員名：吉岡章

⑭車検のコバック光虹ヶ丘店
株式会社吉積自動車センター
会員名：吉積顕生

⑮いづみ美容室
会員名：吉積かおり

＼光商工会議所青年部 2016年度 前半活動の振り返り／
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山陽本線

青年部ってどんな活動をしているの？と思われている方も少なくないと思います。
我々が2016年に実施した活動をまとめました。これ以外にも、全国大会や中国ブ
ロック大会、山口県商議所青年部連合会などにも参加しています。

単会の事業に関しては、企画から実施まで各委員会（青年部メンバーはいづれか
の委員会に所属します）が責任をもって行動します。
会社組織においてもリーダーシップを発揮できるための訓練の場ともなっています。
興味のある方、是非一緒に活動してみませんか？心よりお待ちしております。

※紹介順は会員名の５０音順

4月 通常総会 6月 コミュニケーション向上セミナー 6月 社員交流会（ソフトバレー・体力測定） 7月 家族会（宮島日帰り旅行） 7月 光市クリーン計画（光駅周り清掃）


