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第7回

深谷市産業祭
深谷商工会議所青年部イベント紹介
第21代

深谷フラワークイーン
募集
こんなことやってます！

青年部事業報告

いますぐ写真を動かそう!
深 谷 商 工 会 議 所 青 年 部 広 報 誌「 W A V E 」で は 、オリジ ナ ル ア プリ
「Fukaya YEG AR」
を配布しています。今すぐ、App Store・Google
PlayへアクセスしてアプリをGetしよう！

STEP 「Fukaya YEG AR」

1

をダウンロード

「Fukaya YEG AR」
アプリをスマー
トフォンまたはタブレット端末にダウン
ロード

STEP

2

のある画像にかざす！

アプリを起動し、
このマークの付いた
写真に端末をかざし、
再生ボタンをクリック

※ 本アプリケーションがサポートす
る端末は以下の通りです。
iOS 4ま
たはiOS 5搭載のiPhone3GS/4/
4S/5、iPod touch 4G、iPad2。
Android OS 2.2以上搭載の
Android端末となります。
※ Androidのバージョンによっては、
動画再生がフルスクリーンとなる
可能性があります。
※ 通信状況・OSのバージョンによっ
ては作動しない場合があります。
※ 本アプリケーションは、埼玉工業
大学 情報システム学科 坂本政祐
准教授の協力を得て作成しました。
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深谷商工会議所
第7回

青年部イベント紹介
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ふっかちゃん
深谷カレー
デビュー！
！

ふっかちゃん
深谷カレーの販売 ＆
ＡＲ（拡張現実感）技術の紹介
日 時
平成24年11月17日
（土）
・18日
（日）
両日10:00〜16:00
場 所
中山道沿い
（こどもふれあい･ふかやいいものエリア）

深谷産の
新鮮野菜が
いっぱい

ふっかちゃん
深谷カレーの販売

おいしい
ふっかちゃん 深谷カレーを
ぜひ、
食べに来てね！
！

ＡＲ
（拡張現実感）
技術の紹介

埼玉工業大学の学生と協力して創作し
た「 ふっかちゃん 深谷カレー」
を販売し
ます！愛情がこもったとってもおいしいカ
レーを、是非、
ご家族そろって食べに来て
ください。当日は多くの学生もお待ちして
ます。

本紙でも活用されているＡＲ技術を用いた「 ふっか
ちゃん 深谷カレーリーフレット」
を無料配布します。
リー
フレットには、ふっかちゃん 深谷カレーのレシピ一例や
産業祭の後も ふっかちゃん 深谷カレーを食べられるお
店の紹介など、
お役立ち情報が満載です！リーフレットを
参考にあなたも独自の ふっかちゃん 深谷カレーを作っ
てみませんか？

協力−(株)神保吉平商店、埼玉工業大学 学生

協力−埼玉工業大学 情報システム学科 坂本政祐 准教授

サンバ

埼玉工業大学 学生の皆さん

odls.ta2ge
v
secon
深谷 で、飲む、食べる、出会う！

パレード

サンバチーム
「ブロコ・ファミリア」
昨年大好評だったサンバパレードが帰ってきます！
50人以上の大所帯で産業祭2日間、
中山道を中心に練り歩きます。
あなたの気持ちがHOTになること間違いなし！

11月18日
（日）

昨年大好評
だったイベントを
再び開催！
※若干の空きがあります！ 参加希望の方は
事務局
（048-571-2145）
まで。

FUKAYA

YOUNG ENTREPRENEURS
GROUP

こんなことやってます！

スカイツリーを視察！

青年部事業報告
埼玉県商工会議所青年部連合会

平成24年度
研修と交流の集い深谷大会

「世界最先端の技術とサービスを体感」
7月30日、
「 東京スカイツリー」
を視察しました。天望デッキ
（第一

埼玉グランドホテル深谷にて

展望台・350m）
までのエレベータ

9月14日、埼玉県内各13単会青年部メンバーより350

の速度に驚愕する一方、天望回廊

名を超える出席者の中、盛大に開催されました。式典後の2

（第2展望台・450m）では東京タ

つの講演会のうち、岬龍一郎氏による講演会では、
「士魂商

ワーを見下ろし、その高さに圧倒

才」
と銘打ち、渋沢栄一翁の精神・リーダー像を主題にお話

されました。

をいただきました。

また、その高さだけではなく、下

『修身斉家治国平天下（しゅうしんさいかちこくへいてん

町をモチーフにしたソラマチ商店

か）』
＝天下を治めるためには、国（企業）
を、家（一族）
を、そ

街のテナント構成・デザインや、多

して自分の心を修めなければならない。講演会中、印象に

くの観光客を混乱させず案内する

残ったフレーズのひとつです。改めて考え直し実践するの
スタッフの教育など、新た

は難しいことです

なアイデアを創造するヒ

が、企業を預かるメ

ントを得て、
メンバーそれ

ンバーとして、身の

ぞれが収穫ある1日を過

引き締まる思いで

ごしました。

聞き入った瞬間で
した。

※写真を<Fukaya YEG AR>でかざしてみよう！話題のエレベータを一瞬体感！
（<Fukaya YEG AR>詳細は表紙下をご確認ください。
）

会 長 あ い さ つ
時は明治11年、
日本商工会議所の元祖である東京商法会議所は、初代会頭渋沢栄一先輩によって設立されま
した。
そして、大先輩生誕の地こそ、深谷です。
この大先輩が唱えた、
「論語とそろばん」すなわち
「道徳経済合一主
義」
は、時代を超えた精神であり、企業・地域を発展させる上での大切な基本理念です。現在、世界経済及び日本経
済は、様々な問題の集積により減速しています。
しかし、雨の日ばかりではありません。必ず晴れる日がやって来ま
す。
それには、足下を見据え、大先輩の理念を胸に、原点に回帰することが大切だと思います。
また、11月11日は、
大先輩の命日です。
この11月に、私たち深谷商工会議所青年部は、第7回深谷市産業祭で中心市街地活性化事
業として、
「サンバパレード」
・
「深谷de街コン」、産学連携事業として、
「AR（拡張現実感）
技術の紹介」
そして
「 ふっ
かちゃん 深谷カレーのデビュー」
を行います。皆様のお越しを心よりお待ちしています。
これからも深谷商工会議所青年部は240名のメンバーと共に何事も
「あきらめるな・逃げるな・負けるな」
の武士
道精神で、深谷地域の発展に全力で頑張っていきますので、深谷市民の皆さん、今後ともご指導、
ご協力宜しくお
※写真を<Fukaya YEG AR>でかざしてみよう。 願い申し上げます。

全国屈指の深谷商工会議所青年部に
入会しませんか？
最近独立された方、
これから起業を目指す方、地元密着型の商売をされている方、
深谷のことをもっと深く知りたい方、
深谷商工会議所の青年部に入会しませんか。
深谷商工会議所青年部とは

入会資格

青年部は青年経済人として資質
の向上と自己研鑽及び交流を通じ
て、
自らの企業の発展を原点として
商工会議所活動に積極的に参加
し、地域社会への貢献はもとより、
一層の活力ある発展のためにそれ
ぞれの夢の若さと情熱をもって積
極果敢にチャレンジしている団体
です。

商工会議所の会員事務所
の経営者及び後継者、又は会
員事務所の従業員で本青年
部に賛同していただける50
歳までの方とします。
（男女は
問いません）

会

費

年間 15,000円

※商工会議所青年部は、
全国に446単会あります。
我が深谷商工会議所青年部は全国で8番目に会員数が多い
単会です。

活 動 内 容
♦仲間をつくる
（委員会・交流会等）
♦ノウハウ、
知識を学ぶ
（研修会等）
♦地域活性化
（フラワークイーン選考会等）

メンバー一同心より入会をお待ちしております。
問合せ先：深谷商工会議所青年部

TEL 048-571-2145

深谷大好き！
第21代 深谷フラワークイーン

募集!!
ブログ、SNS
やっています!
■ オフィシャルHP
http://ﬂowerqueen.
fcciweb.jp/

■ ブログ
http://ameblo.jp/
fukaya-ﬂower-queen/

■ ツイッター
@fukaya̲queen

■ Facebook
「深谷フラワー
クイーン」で検索

第21回深谷フラワークイーン応募用紙

応募要項
No.

【応募資格】
深谷市近郊の満18歳以上の深谷を愛する女性
（未婚・既婚問わず）

【申込方法】
所定の応募用紙とカラー写真（全身・上半身各1枚、最近3ヶ月以内のもの）
に
より郵送・E-mailまたは持参

【申込先・問合せ先】
〒366-0822

深谷市仲町20番1号
（深谷商工会議所内）

「第21回深谷フラワークイーン選考会
TEL 048-571-2145
FAX
http://www.fukaya-yeg.gr.jp
E-mail:yeg@fukaya-cci.or.jp

係」

048-571-8222

【申込締切日】
平成24年12月21日（金）
（郵送の場合、当日消印有効）

【選考日時及び選考会場】

第１次選考会

平成25年1月12日（土） 午後２時から
審査内容 面接 他
於 深谷市産業会館 深谷市仲町20-1

※第１次選考会予備日 平成25年１月15日
（火）
午後7時から

最終選考会

平成25年1月26日（土） 午後1時から
審査内容 自己PR並びに面接 他
於 埼玉グランドホテル深谷 深谷市西島町1-1-13

【服装】
基本的には自由ですが、
ジーパン・パンツ・ロングスカート・ブーツはご遠慮くだ
さい。水着審査なし

【入選者】
深谷フラワークイーン3名 10万円分の旅行券を贈呈
入選された方は、各種イベント
（平成25年4月から平成26年3月）
にて活動
していただきます。

