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法律相談については当会館内で行われる群馬弁護士会の相談会をご利用下さい。  
（有料・毎週火曜日・受付予約電話番号０２７－２３４－９３２１）  

金 融 無 料 相 談 ＜会場：沼田商工会館＞  
［国民生活金融公庫］              ［信用保証協会］  
３/１４(金)・４/１１ (金)           ３/１３ (木)・４/１０（木） 
時 間：午前１０：００～午後３：００       時 間：午後１：３０～午後４：００  

 

全国都市緑化フェアは、都市緑化意識の高揚、都市緑化に関する知識の普及等を図り、緑豊かな
潤いのある都市づくりに寄与することを目的に、建設省（現国土交通省）の提唱により昭和５８
年から毎年全国各地で開催されている花と緑の祭典で、今年はここ群馬県で開催されます。 
期間中は各会場で様々なイベントも開催され、また３月８日には北関東自動車道の伊勢崎ＩＣ～太田
桐生ＩＣ間が開通予定。交通の便もよくなりますので、是非足を運んでみてはいかがでしょうか！ 

詳しくはhttp://ryokukafair.pref.gunma.jpにアクセスしてください。 

＜お問い合せ＞  利根沼田県民局 沼田土木事務所企画管理グループ（ＴＥＬ ２４－５５１１）

 
 
今年も会員親睦ゴルフ大会を開催いたします。お誘い合わせの上、奮ってご参加ください。  
詳しくは今月の折込チラシをご覧の上、お申し込み下さい。   

 開催日 平成２０年４月２１日（月）※参加費 ４，０００円（パーティー費等を含む） 
 コース 高山ゴルフ倶楽部      ※プレー費６，０００円（プレー費・昼食代ほか） 

 

総合会場（来訪者をもてなす会場） 
◆前橋会場  （前橋公園・敷島公園）＜テーマ「交流」＞  
◆高崎会場（城址公園周辺・中心市街地）＜テーマ「文化」＞   
サテライト会場（テーマ会場と一般会場）  
（花緑活動の実践をとおして美しい郷土の再発見を促し２１世紀のぐんまの名所づくりの拠点となる会場） 
 ◆伊勢崎会場（波志江沼環境ふれあい公園）＜テーマ「健康」＞  
 ◆太田会場（北部運動公園）＜テーマ「環境」＞  
その他、沼田公園・たんばらラベンダーパーク・大清水湿原・道の駅川場田園プラザ・たくみの里

など、県内市町村１５５カ所を一般会場として設置し「花」と「緑」の活動を実践します。  
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㈲小池（すーぱーこいけ） 
   
代表取締役 小池 岳仁 

 
＜横塚店＞ 横塚町１２０７   
TEL２３－２１３５ FAX２３－１９４１ 
＜沼田店＞ 薄根町３３０４   
TEL２３－２４１４ FAX２３－３９６９ 
＜町田店＞ 町田町２２８－１  
TEL２３－６６３１ FAX２３－６６３１  
◇業 種 スーパーマーケット 

◇営業時間 １０時～２０時３０分 

弊社は、昭和５０年小池精肉店として開業し、昭
和５５年すーぱーこいけを開店しました。その強み
を活かし、豚肉は地元生産者より直接仕入れ、奥利
根豚として販売し、惣菜は地域の味付けで、手づく
りにこだわっています。また、仕出しにも力を入れ
ており、お弁当やオードブル、折詰など、お客様に
満足いただける商品づくりを心がけ、好評をいただ
いています。青果や鮮魚も満足いただける価格と安
心、安全をモットーに努めています。   

＜＜紹介者 パブ アンティームさん＞＞ 
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会議 
１４日・群馬県信用保証協会金融

相談会 
１５日・平成１９年度優良従業員

表彰 
   ・青年部２月例会 
１６日・第５回沼田名物だんご汁

コンテスト 

との合同新年会 
２５日・女性会新春研修会 
２９日・青年部次年度本部会 
   ・青年部さくら委員会 
   ・沼田市観光協会正副会長

会議 
３０日・当所会員親睦特別委員会 
   ・沼田市観光ガイド協会研

修会 
▼２月 
４日・沼田行政事務所と企業関

係者との懇談会 
   ・青年部次年度役員会 
 ６日・青年部本部会 
   ・沼田市観光協会青年部理

事会並びにイベント委員
会  

 ７日・平成１９年度群馬県商工
会議所女性会連合会新年
懇談会 

 ８日・正副会頭会議 
   ・群馬県商工会議所連合会

職員研修会 
   ・国民生活金融公庫定例相

談会 
１０日・日本商工会議所第１８２

回珠算能力検定試験 
１２日・マル経審査会 
１３日・青年部役員会 
   ・当所諸業部会正副部会長 
 

〔会員数１月末：１３５５会員〕 

 商工春秋  
今年は北京オリンピックが開催される。選考大会も多く行われ日に日に盛り上がりを見せている。そん
な北京で大気汚染がひどいらしい。男子マラソンの世界記録保持者はそれを理由に回避を示唆。女子の世
界記録保持者はマスクをして走るといった報道がされていた。またアルピニストの野口健が毎年行ってい
るチョモランマの清掃登山はネパール側で行われるそうだ。理由は多くの制限が課せられたこと。チョモ
ランマにゴミがあることを公にしない事、ゴミの写真、映像の撮影の禁止など多くの制約が課せられ「め
でたいオリンピック前にチョモランマが汚れている事を公にするのは不謹慎だ。活動を止めて欲しい」な
どと注文がついたらしい。東京オリンピックが行われた４４年前の日本はどうだったのだろうか？中国も
オリンピックを契機に環境問題に積極的に取り組んでほしいと思った。（ス） 

企 業 短 信  
住所変更 

◇沢浦石材 

戸鹿野町→戸鹿野町 483-7 

◇生方牛乳店 

 屋形原町→下川田町 1228-4 

 事務局日誌  
[１／２１～２／１５]  
▼１月  
２１日・広報委員会 
   ・沼田市観光協会青年部イ

ベント委員会 
   ・群馬県青色申告会連合会

理事懇談会及び新年賀詞
交歓会 

２２日・群馬県商工会議所連合会
会頭会議 

   ・群馬県商工会議所連合会
新年互礼会 

   ・群馬県商工会議所連合会
人事管理委員会 

   ・群馬県商工会議所青年部
連合会若手後継者等育成
事業講演会 

２４日・青年部１月総会・ＯＢ会 

【すーぱーこいけ   

横塚店】 

だんご汁コンテスト結果   
「第５回だんご汁コンテス
ト」が２月１６日（土）グリー
ンベル２１・５階のふるさと館
前にて行われました。当日はた
くさんの方が集まり会場は熱
気で包まれました。コンテスト
の結果は以下の通りです。  
人気ＮＯ１  
たきもと  
特別賞   
寿し処よしの  
 姫本  
 めし処 たこ八  
 きりんじ  
わ～く･わ～く  
山小屋  

  たんばらスキーパーク  
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当会議所会員事業所の優良従業員と、利根沼田１１職種連合会加盟組合員の優れた技能を有する
ものを表彰する平成１９年度優良従業員・優良技能者表彰式が、去る２月１５日（金）沼田市中央
公民館４階大ホールにて開催されました。被表彰者は次の通りです。（受付順・敬称略）  
企業及び地域の発展のためにこれからも益々頑張ってください。  

優良従業員表彰   
○３０年以上勤務 ４名   
水野 健二＜㈱石井粉砕機械製作所＞    瀬崎 功 ＜群馬セノー㈱＞  
山本 良夫＜ナショナル建材工業㈱＞    熊澤 忠雄＜ナショナル建材工業㈱＞   
○２０年以上勤務 ２５名   
近岡 圭三＜山内工業㈱＞         小倉 明 ＜山内工業㈱＞  
戸丸 透 ＜山内工業㈱＞         石井 生二＜山内工業㈱＞  
石黒 章二＜沼田脳神経外科循環器科病院＞ 石井 節子＜沼田脳神経外科循環器科病院＞  
蜂須賀まゆみ＜沼田脳神経外科循環器科病院＞田村みち子＜㈲博愛＞  
楠山真由美＜沼田電器産業㈱＞       木暮 武志＜ナショナル建材工業㈱＞  
野村 政夫＜ナショナル建材工業㈱＞    岡野美由紀＜ナショナル建材工業㈱＞  
小野 正志＜ナショナル建材工業㈱＞    小野坂健一＜ナショナル建材工業㈱＞  
真庭 隆光＜ナショナル建材工業㈱＞    生方 武晴＜ナショナル建材工業㈱＞  
丸山 英紀＜ナショナル建材工業㈱＞    八木 稔 ＜ナショナル建材工業㈱＞  
山田 隆道＜ナショナル建材工業㈱＞    永井 元子＜ナショナル建材工業㈱＞  
松永 栄二＜ナショナル建材工業㈱＞    林  源一＜㈱オリエント＞   
平井 増男＜㈱オリエント＞        山田 利浩＜㈱オリエント＞     
高井はる美＜㈱オリエント＞     
○１０年以上勤務 ３４名  
松野 和也＜山内工業㈱＞         貝瀬 裕也＜山内工業㈱＞  
大木 芳和＜山内工業㈱＞         河合かよ子＜沼田脳神経外科循環器科病院＞ 

今井 崇 ＜沼田脳神経外科循環器科病院＞ 見城 豊子＜沼田脳神経外科循環器科病院＞  
松尾 仁 ＜沼田脳神経外科循環器科病院＞ 星野 里美＜沼田脳神経外科循環器科病院＞   

櫛渕 フキ＜沼田脳神経外科循環器科病院＞ 小田佐枝子＜沼田脳神経外科循環器科病院＞ 

武井  透＜㈱リンサン＞         田中 雅彦＜沼田電器産業㈱＞  
小野里 亮＜沼田電器産業㈱＞       今井美智子＜沼田電器産業㈱＞  
今井 順次＜ナショナル建材工業㈱＞     望田 諭 ＜ナショナル建材工業㈱＞  
川村 和正＜ナショナル建材工業㈱＞    真下 稔子＜ナショナル建材工業㈱＞  
 田村 肇悟＜ナショナル建材工業㈱＞    石田 政樹＜ナショナル建材工業㈱＞  
 片野 文隆＜ナショナル建材工業㈱＞    伊庭三千明＜ナショナル建材工業㈱＞  
 杉木 伸行＜ナショナル建材工業㈱＞    品田みち代＜ナショナル建材工業㈱＞  
 星  光徳＜ナショナル建材工業㈱＞    金子 正一＜ナショナル建材工業㈱＞  
 長谷川明弘＜ナショナル建材工業㈱＞    霜村 実 ＜ナショナル建材工業㈱＞  
 田中たか江＜ナショナル建材工業㈱＞    富沢みつ江＜㈱オリエント＞  
 吉田 貞子＜㈱オリエント＞        水田 信義＜㈲佐々木林産工業所＞  
 安原由紀子＜㈲佐々木林産工業所＞     大竹 和江＜㈲佐々木林産工業所＞  
  優良技能者表彰  
・沼田市表彰（沼田市在住者）         
○２０年以上経験 ７名  
笹崎 大作（大工） 尾崎 茂夫（大工） 新井 永三（大工） 松沢 宏治（大工）  
星野 誠 （建具） 角田 昭夫（左官） 小林 弘一（左官）  

おめでとうございます 

【表彰式（右）と講演会（左）の様子→】  
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建築確認、建築着工の減少等による影響を受ける建築関連の中小企業者の方に対する金融上の支援
については①セーフティーネット貸付制度と②セーフティーネット保証制度が設置されています。   
セーフティーネット貸付制度とは   
政府系中小企業金融機関による運転資金融資制度です。  

   ・建築確認、建築着工の減少等による影響を受ける幅広い業種が対象です。  
   ・一般貸付及び普通貸付と比べ、融資限度額や元金返済措置期間に優遇措置があります。  
   ・担保条件の特例制度が利用可能です。  
対象 建築確認、建築着工の減少等により、一時的に資金繰りに著しい支障を来している又は来す

おそれがある中小企業  
融資条件（斜体部分は一般貸付と比較したセーフティーネット貸付の特例）   
 中小企業金融公庫  国民生活金融公庫  商工組合中央金庫  
融資限度額  一般貸付とあわせて

４．８億円  
普通貸付とあわせて

４，８００万円  
４．８億円  

融資利率  基準利率  基準利率  基準利率  
融資期間  ７年以内  ７年以内  ７年以内  
元金返済据置期間  ２年以内  ２年以内  ２年以内  
その他  一定の要件を満たす

場合には、担保の免除
が受けられる制度あ
り（金利上乗せ）  

 一定の要件を満たす場
合には、担保の一部免除
が受けられる制度あり
（金利上乗せ）  

 
ご利用方法 申込の際は、各政府系金融機関に必要書類を提出してください。なお、必要書類につ

いては各機関にお問い合せください。   
お問い合せ先 中小企業金融公庫  東京相談センター（ＴＥＬ  ０３－３２７０－１２６０）  

国民生活金融公庫  前橋支店 （ＴＥＬ  ０２７－２２３－７３１１）  
商工組合中央金庫  お客様サービスセンター（ＴＥＬ０３－３２４６－９３６６）  

セーフティーネット保証制度とは     
各都道府県等の信用保証協会が債務保証を行うことにより、民間金融機関から融資を

受けやすくする制度です。  
   ・一般保証と比べ、保証限度額が別枠になるとともに、割安な保証料での保証が可能です。 
   ・指定業種に属し、最近３ヶ月間の売上高等が前年比マイナス５％以上の事業者が対象とな

り、対象事業者は指定期間内に市町村長に申請を行い、認定を受ける必要があります。   
対象 全国的に業況の悪化している業種として指定を受けた業種に属する中小企業であって、事 

業所の所在地を管轄する市町村長または特別区長の認定を受けた方。なお、指定業種以外  
の業種の中小企業の方であっても一般保証の利用は可能です。   

お問い合せ （社）全国信用保証協会連合会 ＴＥＬ０３－３２７１－７２０１ 
       群馬県信用保証協会 ＴＥＬ０２７－２３１－８８１６  

各都道府県等の信用保証協会 http://www.zenshinhoren.or.jp/access.htm 
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シティーホール 

沼田（旧斉霊殿） 天国社 ぬまた聖苑前 

今年も当商工会議所青年部が中心となり、下記の日程で沼田公園桜まつりを開催いたします。
メインイベントの４月１３日（日）には様々な企画を用意しておりま 
すので、ご家族・お友達などお誘い合わせの上、お出掛け下さい。 

 

 

 

  
＜内容＞        ＜時間＞ 

・フリーマーケット    １０：００～１５：３０ 
（青空の下で掘り出し物を見つけてください） 

・郷土物産横丁      １０：００～１５：３０ 
（沼田市物産振興会等による出店横丁） 

・桜絵馬         １０：００～１５：３０ 
（オリジナル絵馬を作ろう！作った絵馬はプレゼント） 

・さくらコンサート    １０：００～ 
（一般参加団体、グループ等によるコンサート） 

・桜なべ         １１：３０～ 
  （温かい桜なべを無料配布） 
・花いっぱい運動     １４：３０～ 
（来場者に花の鉢を無料配布（花いっぱい運動推進委員会） 

・緑の募金緑化苗木配布  １４：３０～ 
（苗木の無料配布（利根沼田地区郷土緑化推進委員会） 

と き 平成２０年３月２６日（水）～４月２２日（火） 

ところ 沼田公園（沼田城址公園） 

内 容 提灯１５００個点灯、「鐘楼」・「御殿桜」ライトアップ 

メインイベント 

と き  平成２０年４月１３日（日） 

ところ  沼田公園野球グラウンド 

高度２０ｍ程度（沼田城の天守閣から見た高さ） 

に固定された気球に乗って、沼田公園と満開の桜をご覧下さい。 

※気球に乗って頂くには整理券が必要です。当日会場にてお配りいたします。 

整理券は来場された方ひとりにつき 1枚です。尚、天候により内容を変更 

する場合がありますので、ご了承ください。  

午前の部  ９：３０～１２：００ 

午後の部 １３：００～１５：００ 

 
ＪＡＳ認定番号：ＪＦＷ－Ｂ－２２－１ 

ぐんま優良木材認証工場  

宇敷木材工業株式会社  
代表取締役 宇敷 慶吉   

本社 沼田市材木町１２７３－２ 
ＴＥＬ（０２７８）２３－０３５０（代） 
ＦＡＸ（０２７８）２４－０２１７ 
《ＵＲＬ http://ushiki.net/》 

＜お問い合せ先＞  
当所青年部事務局 ＴＥＬ ２３－１１３７  
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保障の範囲  １口  ２口～４口  
不慮の事故による死亡＜死亡保険金＋災害保険金＞ ２５０万円  １口の金額（２５０万）×口数  

ガンによる死亡＜死亡保険金＋ガン死亡保険金＞ １００万円  １口の金額（１００万）×口数  死亡  

ガン以外の病気による死亡＜死亡保険金＞  ５０万円  １口の金額（５０万）×口数  
不慮の事故による高度障害 
＜高度障害保険金＋災害高度障害保険金＞ 

２５０万円  
１口の金額（２５０万）×口数  

高
度
障

害 

病気による高度障害＜高度障害保険金＞ ５０万円  １口の金額（５０万）×口数  

入院  
不慮の事故による入院 

＜入院給付金＞（５日以上６０日限度） 
１日につき  
２，０００円  

１口の金額（２，０００円）×

口数  

 

 

お

買

い

物

は

地

元

商

店

で 

月額掛金  
保険年齢 性別  １口  ２口～４口  

男性   １５歳～

６５歳 女性  
９００円  １口の金額  

（９００円）×口数 

男性  １，５７７

円  

１口の金額  
（１，５７７円）×

口数  
 ６６歳～

７ ０ 歳

（継続の

み） 

女性  １，０９６

円  

１口の金額  
（１，０９６円）×
口数  

 

見舞金・祝金制度の給付内容  
保障の範囲  １口  ２口～４口  

病気による入院見舞金  
（５日以上、年２回限度） 

事故による通院見舞金  
（５日以上、年２回限度） 

出産祝金  
（２年以上の加入者）  

見

舞
金

・

祝
金

制
度 

結婚祝金  
（２年以上の加入者）  

 
 
 
 
一律  

５，０００円 
 

 
 
１口の金額  
（5，000
円）×口数  

福祉団体定期保険の給付内容  

ぐんま共済だからできる、掛金がお手頃で安心の入院保障！！  
フレンド共済２１-Ⅱ型のメリット  
 １，最高１２，０００円の高額な入院保障。 
 ２，１日の入院でも共済金をお支払いします。（交通傷害・傷害）  
 ３，被共済者が入院中に保障年齢群を越えたとき越える前の入院共済金をお支払いします。 
 ４，新規のご加入は、効力発生日現在で満４歳以上満７９歳未満の方とします。  
 ５，最終満期は、満８０歳の月末です。  
 ６，健康告知書の審査によってご加入できます。  
 ７，剰余金は利用分量配当金として還元されます。   
ご加入に際して  
 １，１口５００円の出資金が必要です。（既に出資金をお持ちの方は必要ありません） 
 ２，ご加入は、１人１口までです。  
 ３，掛金は初回から口座振替となります。  

「企業繁栄」に確かな手応え！労災の補完共済として是非ご加入下さい。 

ぐんま共済より  

特定退職金共済制度は、所得税法施行令第７３条に定める「特定退職金共済」 として国の承認を得
ています。事業主が負担する掛金は、１人月額 30，000円まで損金になります。（国の制度との重複加
入も認められています。）また、市では掛金の補助をし、加入促進について後援しております。日頃か
らつながりの深い身近な商工会議所を通じて大企業なみの退職金制度が容易に確立できます。退職金
制度の確立は従業員の採用とその定着に役立ちます。 

お問い合せは当所迄（℡23-1137） 

その他、中小企業倒産防止共済・小規模企業共済・火災共済・自動車共済など様々な共済を取り扱っており

ますので、当所までお気軽にお問い合せください。（ＴＥＬ ２３－１１３７） 
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下川田町の家具工房岡本さんの定番商品である「スービー」が、この度「平成１９年度グッドデ  

ザインぐんま商品」に選定されました。今回受賞した作品は背もたれのな  
いイス、つまりスツールです。立ち仕事の合間にちょっと腰掛けたり、カ  
ウンターテーブルにあわせて使えます。細身で軽いので持ち運びも自由で  
す。デザインの特徴は、微妙にふくらんだ丸い脚と、床に近いところで横  
方向に段違いで入っている貫です。腰掛ける時、自分の好きな高さの貫に  
片足を乗せて休みます。木の種類は高級材で知られるチークをはじめナラ  
やメープル、クリなどから好きな木を選ぶことができ、またイスの高さや  
座面のサイズもお客様のご希望に応じて作っているそうです。    
■デ ザ イ ン■  家具工房岡本・HAPTIC HOUSE 長尾隆行  
■製作・販売■  家具工房岡本（ＴＥＬ＆ＦＡＸ ２４－９１９９）  

ＵＲＬ http://kaguoka.com/  
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試験科目 施行期日 申込受付期間 受験料 

珠 算（第１８３回） 平成２０年 ６月２２日（日） ４月２１日（月）～５月１６日（金） 

〃 （第１８４回） 平成２０年１０月２６日（日） ８月２５日（月）～９月１９日（金） 

〃 （第１８５回） 平成２１年 ２月８日（日） 平成２０年１２月１日（月） 

～平成２１年１月７日（水） 

１級２，０４０円 

２級１，５３０円 

３級１，３３０円 

４級～６級 

    ９２０円 

簿 記 （第１１９回） 平成２０年 ６月 ８日（日） ４月１６日（水）～ ５月  ９日（金） 

〃  （第１２０回） 平成２０年１１月１６日（日） ９月２６日（金）～１０月１７日（金） 

〃  （第１２１回）

(２・３・４級のみ) 

平成２１年 ２月２２日（日） 平成２１年１月５日（月） 

～１月２３日（金） 

１級７，５００円 

２級４，５００円 

３級２，５００円 

４級１，６００円 

福祉住環境 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

（第２０回） 

平成２０年 ７月１３日（日） 個人 ４月２８日（月）～５月３０日（金） 

団体 ４月２８日（月）～５月２８日（水） 

  〃  （第２１回） 平成２０年１１月２３日（日） 個人 ９月９日（火）～１０月１０日（金） 

団体 ９月９日（火）～１０月８日（水） 

１級 

１０，５００円 

２級６，３００円 

３級４，２００円 

 
【試験会場：沼田商工会館】  

日商ＰＣ １級 平成２０年１０月４日（土） ８月２６日（火）～ ９月２６日（金） 

日商ＰＣ ２・３級 平成２０年 ８月１５日（金） ７月 ８日（火）～ ８月 ８日（金） 

日商ＰＣ ２・３級 平成２０年１２月２５日（木） １１月１８日（火）～１２月１８日（木） 

１級１０，０００円 

２級 ７，０００円 

３級 ５，０００円 

 
【試験会場：利根商業高校】  

※お申込み先 沼田商工会議所（平日８：３０～１７：１５ ＴＥＬ２３－１１３７） 
尚、福祉住環境ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰのみインターネットでの申込になりますのでご注意下さい。 

   
おめでとうございます 

 
 
 
 
 
 

野菜・くだもの・肉・さかな・日配品・酒 

          など食料品全般・・・   
朝９：００～夕方６：３０まで営業（日曜定休） 

㈲小松屋  
 
所在地：東倉内町４８４－２ 
電 話：０２７８－２２－４２２２（代） 
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 りました。「半導体レーザー治療器」は、メスを入
れるより痛みが少ないレーザーでの治療が可能で
す。動物も人間と同じで、痛みを和らげてあげるこ
とにより早く治すことができるのです。 
―これからの獣医療は「予防医療」になってきて
いるとのことですが、普段から心掛けていること
は何ですか。  
 話ができない動物に代わって病気やケガに気づ
いてあげられるのは飼い主さんです。当院ではホー
ムドクターとしての立場から、病気にならないよう
にするにはどうしたらいいか、体を丈夫にするには
どうしたらいいかなど、予防面での提案をしていけ
たらと思っています。 
－最後にメッセージをお願いします。   
大きな病院では出来ないサービスで地域に密着
した愛される動物病院を目指して、これからも皆様
のお役にたてたらと思います。当院ではトリミング
も行っています。また「ペットの救急箱」も準備し
ました。お気軽にご来院・ご相談下さい。 
・・取材を終えて・・ 
 ＣＤＳペットクリニックさんでは今回のリニュ
ーアルに伴い、最新の設備と機器の導入により動物
にとっても痛みの少ない治療をしてあげることが
できると聞きました。お話を伺っていると加藤院長
の動物に対する優しさが伝わってきます。自分の大
切なペットを安心して預けられる病院だと感じま
した。 （聞き手 広報委員会 金子  吉志 委員） 

企業訪問  
ＣＤＳペットクリニック 

沼田病院  
今回は昨年１１月にリニューアル 
オープンした桜町の「ＣＤＳペット 
クリニック沼田病院」さんを訪問し、院長の加藤
悦朗さんにお話をお伺いしました。  
－病院設立の経緯についてお聞かせ下さい。また
「ＣＤＳ」とはどのような意味ですか。   
元々は馬が好きで牛や豚、馬など大動物の獣医
をやっていましたが、産業動物の為、命を救えて
もその先廃用となり食肉になってしまうという獣
医の限界に直面し、色々な矛盾を感じていました。
犬や猫が好きで自分でも飼っていたこともあり、
小動物に方向転換し、渋川で３年ほど修業をした
後、平成３年に独立、沼田で犬猫専門病院として
開業しました。「ＣＤＳ」とは、Cat & Dog Space
（スペース）の略で、修業時代の動物病院ののれ
ん分けにより「ＣＤＳペットクリニック」の名前
を引き継ぎました。  
－リニューアルのきっかけと、どのようなところ
が変わったのか、教えて下さい。  
今までの建物は動物病院として建てられたもの
ではなかった為、使い勝手が悪く、また古くもな
ってきたという事で、より機能的に、より快適に
リニューアルしました。今回新たに“半導体レー
ザー治療器”の他、“レントゲンデジタル画像診
断システム”“高濃度酸素治療室”などなど最新
型の機材を導入し、また２階フロアーでは家庭犬
として必要不可欠な「しつけ教室」も始めました。
更に、院内の臭いの防止や、院内感染の予防にも
効果的なナノテクビーム（空気殺菌消臭装置）の
設置により、お客さんにも安心して来院してもら
えるよう配慮しました。 
－今回、導入された「マイクロバブル温浴器」「半
導体レーザー治療器」とはどのようなものですか。 
 「マイクロバブル温浴器」は細かい泡の出る超
音波のバブルバスで、シャンプーなどの洗剤を使
わずに毛穴の汚れをとる装置で、スキンケア対策
にも効果的です。また従業員の手も荒れにくくな 
 

【会社概要】  
事業所名 ＣＤＳペットクリニック  
       沼田病院        
代表者 加藤悦朗 
住  所 桜町４７６９－１ 
T E L ２４－８５６８ 
F A X ２４－８５７６ 
診療時間 10:00～18:00 
休診日 日･祭日･木（休診日 
でも午前中の予約診療あり） 
U R L http://www.ah-net.com/hp/cds/  

  
ミニストップ 

 
 

CDSペット  
クリニック      
１２０号  

沼田警察署 

【リニューアルオープン
した病院外観（上）  
清潔感のある処置室・診察
室（右）】  

【
院
長
室
に
て 

加
藤
院
長
と
金
子
委
員
】 

QRコード  
（携帯のバー
コードリーダ
ーから読み取
りが可能）↓  

 

中村俊生税理士事務所 
 
住 所 沼田市馬喰町１２２４－３ 
ＴＥＬ ０２７８－２３－７１６１ 
ＦＡＸ ０２７８－２２－６６０６ 

 

沼田上久屋店 
久屋原町２７０－１  ２３－７０１１   

沼田善桂寺店 
善桂寺町２３６－１  ２２－２６０１  


