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〜時局講演会〜

「激動する世界〜日本の針路を考える〜」
と き
ところ
講 師

平成27年6月3日(水) 14時00分 〜 15時30分
安城商工会議所 ５階 大会議室
東京新聞・中日新聞 論説副主幹、
ジャーナリスト 長谷川 幸洋 氏
※詳しくは、会報誌５月号の折込チラシをご覧ください。

安城商工会議所

E-mail▶info@anjo-cci.or.jp

安城

商工

安城商工会議所事業のご紹介
経営者と従業員の慶弔金や労災の上乗せなど、
福利厚生を充実させたい方にオススメ！

point

割安な掛金で、大きな保障

01（不慮の事故死亡最高1,500
万円）
が得られます。

point

業務内・業務外を問わず、
交通事故はもちろん不慮
の事故・病気死亡にいた
るまで広範囲に24時間保障。

02

point

ご加入手続きは簡単。
（健康
状態についての告知が必要
です）

point

1年ごとに収支計算を行い、
剰余が生じた場合には配
当も。（収支計算の結果、
配当金が0となる年度もあり
ます）

point

商工会議所独自の給付制
度が充実。

point

掛金は損金又は必要経費
に算入も。

03

05

04

06

今月のみどころ
5

プレミアム商品券取扱店募集

6

特集「景況調査」

7

ガンバル事業所、応援します！

お詫び

当初、会報誌５月号と併せて発送する予定だった「会報
誌綴じファイル」ですが、当所都合により、会報誌６月
号（６月１日発行）と併せて発送させていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

今月の会員事業所紹介

折込「マイナンバー制度業務対応セミナー」
折込「共済キャンペーン 事業所をご紹介ください」
折込「健康診断」

岡田中野建築研究室
所在地

安城市榎前町北榎38

電

0566-95-6727

話

ぺっとはうすぐりーと

折込「時局講演会」
折込「高校進路指導担当者との情報交換会」
折込「消費税転嫁対策セミナー
『低コスト集客とリピート化』」

所在地

安城市古井町北芝崎
8-2

電

話

0566-74-1133

安城商工会議所 行事予定
５月
１日㈮
７日㈭
13日㈬
13日㈬
18日㈪
19日㈫
19日㈫
20日㈬
21日㈭
26日㈫

６月
経営計画作成支援セミナー＜第３講＞
経営計画作成支援セミナー＜第４講＞
経営相談
金融相談（日本政策金融公庫）
経営計画作成支援セミナー＜個別相談＞
税務相談
ネットショップ開業ハンズオンセミナー
経営計画作成支援セミナー＜個別相談＞
法律相談
電話応対&コミュニケーションセミナー

今月号の表紙

14：00〜16：00
14：00〜16：00
10：00〜15：00
10：00〜12：00
13：30〜16：30
13：00〜16：00
13：30〜16：00
13：30〜16：30
13：00〜16：00
９：30〜16：30

２日㈫
３日㈬
10日㈬
10日㈬
11日㈭
12日㈮
14日㈰
17日㈬

高校進路指導担当者との情報交換会
時局講演会
経営相談
金融相談（日本政策金融公庫）
安城商工会議所 常議員会
マイナンバー制度 業務対応セミナー
日商簿記検定試験
消費税転嫁対策セミナー
「低コスト集客とリピート化」
18日㈭ 法律相談
21日㈰ カラーコーディネーター検定試験
24日㈬ 安城商工会議所 通常議員総会
26日㈮ 金融相談（愛知県信用保証協会）
28日㈰ 珠算検定試験

13：30〜17：00
14：00〜15：30
10：00〜12：00
10：00〜12：00
14：00〜15：30
14：00〜16：00
14：00〜16：00
13：00〜16：00
15：30〜17：00
13：00〜16：00

株式会社安城電機

『住まいのおたすけ隊』で期待をこえる感動を‼
安城電機は「住まいのおたすけ隊」を展開しています。一般家庭の中の照明器具の取替
え、スイッチの修理、コンセント増設などの、どこに依頼すればよいかわからないチョッ
トした困りごとに迅速に対応する。それが『住まいのおたすけ隊』です。その場で工事金
額の見積りができるツール「サットくん」の活用で、最短１度の訪問で見積り、施工、集
金までおこなうことができ、お客様のお手間を取らせません。
安城電機は一般家庭の工事から太陽光発電設備工事やオール電化工事、その他大型工事
まで、幅広い設備工事を通じてお客様に快適かつ機能的で安全・安心を感じられる居住空
間を、そして、期待をこえる感動を提供します。

あんじょう商工会議所

− ３−

おしらせ

商工会議所からの

ネットショップ開業
ハンズオンセミナー 受講者募集！

企業イメージを高める電話
応対セミナー 受講者募集！

今回のセミナーでは、今後、新たにネット通販市場に参入し
ていきたいとお考えの方、コスト面でネットショップの開業を
悩んでいた方を対象に「低コストかつ、誰でも簡単にネットシ
ョップを作成できるツールGoodsie（グッジー）」をご紹介しま
す。実際にGoodsieを使い、わずか90分でネットショップの
立ち上げを体験していただけるセミナーになりますので、ぜひ
この機会にご受講ください。

今回のセミナーでは、言葉遣いや音声による表現技術などの
電話応対の基本や、電話の受け方・掛け方・取り次ぎ方、電話
応対におけるクレーム対応のポイントなどをロールプレイング
やワークを中心に学んでいただきます。
電話応対スキルを習得できる良い機会になりますので、ぜひ
ご受講ください。

（火） 13時30分〜16時00分
時 平成27年5月19日

場 安城商工会議所 ３階 研修室

場 安城商工会議所 ３階 研修室
講 株式会社新東通信

Goodsie japan 榎本 裕次 氏

内 1.
2.
3.
4.

現在のネット通販市場について
ネットショップ運営のトレンド
ネット通販市場における中小企業の戦い方について
NY発ネットショップ制作ツールGoodsie
（グッジー）
の
ご紹介
5. Goodsie
（グッジー）
を利用したネットショップ制作体験

（先着順・定員になり次第、締め切り）
定 10名
￥ 安城商工会議所会員 ⇒ 無料！
上記以外 ⇒ １名3,240円（消費税込）

アライアンス・パートナー
発掘市2015 エントリー企業募集！
アライアンス・パートナー発掘市とは、愛知県内22商工会
議所の会員同士で行う、年に一度の事前調整型商談会のことで
す。業種・業態・規模に関わらず、会員であればどなたでも参
加可能です。
売りたい
買いたい の販路開拓はもちろん、共同開発、
販売サポート、アウトソーシング、情報収集までビジネスに関
わることは全てＯＫ。思わぬ出会いが、思わぬ可能性を生み出
します。
現在、エントリー企業を募集しておりますので、ぜひご登録
ください。

（月）
〜7月3日
（金）
時 平成27年6月29日
9時00分〜17時00分
場 名古屋商工会議所 5階 会議室
対 主催商工会議所の会員企業
￥ 無料
（水）
までにお申込みください
申 平成27年5月13日
詳細はホームページ
（www.aichi-partner.jp）
をご覧ください。
問 アライアンス・パートナー発掘市 事務局
（名古屋商工会議所 中小企業・会員支援部 会員サービス
グループ内）
ＴＥＬ：052-223-5634

− ４−

あんじょう商工会議所

（火）9時30分〜16時30分
時 平成27年5月26日
講 ノイエ 代表 飯島 敬子 氏
（お客様満足）
の考え方
内 1. ＣＳ
2. 電話応対の基本
3. 電話の受け方・掛け方の基本
4. 会話力を磨く
5. 電話応対におけるクレーム対応のポイント
（定員になり次第、締め切り）
定 35名

￥ 安城商工会議所会員・ユーザ協会会員
⇒ １名3,240円（昼食代・消費税込）
上記以外 ⇒ １名6,480円（昼食代・消費税込）

商工会議所の意見要望活動で実現！
ものづくり企業の支援を強化します!!
【ものづくり企業支援強化 その１】
工業用地開発
市内の中小企業のための工業用地の造成に関する当所の意見
要望活動が実を結び、平成27年度より安城市事業として、
新たな工業用地の確保に向けた取り組みが進められることと
なりました。
【ものづくり企業支援強化 その２】
安城市ISO等認証取得・更新事業
当所工業部会からの提言により、ISO9001、14001、
22000に加え、JISQ9100が追加されました。
※詳細は、今月の折込「中小企業支援メニュー」をご覧ください。

小規模事業者持続化補助金の
申請はお早めに
商工会議所と一体となって経営計画を作成し、販路開拓（チラシ、
パンフレット、HP作成費や展示会参加のための小間料など）に取り
組む費用に対し2/3が補助される、事業者向け唯一の販路開拓補助
金です。
売上アップや新規顧客開拓を目指す事業者の方は、下記締切日を
ご注意のうえ、当所にご相談ください。
【申請締切日】５月27日（水）

※締切間際の場合には対応できないこともあり得ますので、申請書の
ご相談はお早目に（できるだけ5月20日(水)までに）お願いいたします。

【申請対象者】小売・卸・サービス業 5名以下
その他業種
20名以下
【補助金額】補助率 補助対象経費の2/3以内
補助額 上限50万円（但し条件により上限100万円）
【お問合せ】経営支援・商工業振興グループ

時 とき ■
場 ところ ■
講 講師 ■
対 対象 ■
内 内容 ■
定 定員 ■
￥ 受講料・入場料 ■
問 問い合わせ
■

クールビズにご協力ください！
当所では、クールビズ運動を５月１日（金）より実施いたしま
す。ご来所いただいた際、職員は軽装での対応となりますので、
ご理解いただきますよう、ご案内申し上げます。
また、会議・講習会などで当所にご来所の際
は、できる限り軽装でお越しくださいますよう、
ご協力をお願いいたします。

事務局の人事

◆専務理事：岩瀨 英行
◆常務理事：菊池 修
◆事務局長・相談所長：岩井 初幸
◆相談所次長：亀岡 直樹
◆業務課長補佐：黒野 哲巳

プレミアム商品券「あきんど」
取扱店募集！
【取扱店資格】あきんど商品券 ：安城市内の個人商店街
あきんど量販店券：安城市内のチェーン店・大
型量販店
あきんど建設券 ：安城市内に本支社を有する
建設業者
※詳しくはホームページ（「安城あきんど」で検索）をご覧ください。

【参加料】
【お問合せ】

当所では、会員増強＆共済制度加入促進キャンペーンを実施
しています。下記期間中は、当所職員ならびにアクサ生命保険
㈱の推進員がお伺いさせていただきますので、お時間を賜りま
すよう、お願いいたします。今回より新たに当所へご入会いた
だいた事業所に会議所事業でご利用いただける割引券を差し上
げます。
【実施期間】５月１日（金）〜 ６月30日（火）
【お問合せ】総務・業務グループ 共済係

平成27年度全期・前期分

平成27年4月1日より、下記のとおり異動がありましたので
お知らせいたします。

【最終締切】

会員増強&共済制度加入促進
キャンペーン実施中！

平成27年5月15日（金）
※7月10日折込チラシの取扱店一覧に掲載
無料！
商品券・量販店券
▶安城市商店街連盟 TEL：0566-72-5002
建設券
▶安城商工会議所 TEL：0566-76-5175

訃

報

当所議員の稲垣柾四郎 氏（株式会社キヌウラ）が４月16
日に永眠されました。
同氏は、平成15年２月より当所議員として商工会議所
の事業・運営に多大なご尽力をいただきました。ここに
生前のご活躍に敬意と感謝を表し、謹んでご冥福をお祈
り申し上げます。

商工会議所会費について
安城商工会議所の平成27年度全期・前期分会費につきまし
て、下記のとおりご請求させていただきますので、よろしくお
願いいたします。
【納付書の事業所】６月１日（月）までにお振込みいただくか、
もしくは、当所窓口にてお支払ください。
【口座振替の事業所】５月18日（月）に指定口座より振替させて
いただきます。

〜第62回安城七夕まつり〜
市民スクエア ステージ出演者募集！
安城商工会議所青年部および女性会では、安城七夕まつり期
間中、碧海信用金庫本店駐車場に設営するステージの出演者を
募集します。
申し込み時間枠

8月7日（金） 8月8日（土） 8月9日（日）

10：0 0 〜12：0 0

①

⑤

⑨

13：0 0 〜15：0 0

②

⑥

⑩

16：0 0 〜18：0 0

③

⑦

⑪

18：0 0 〜20：0 0

④

⑧

⑫

※各団体とも出演時間は上記時間帯の中の30分です（準備・片付
け含む）。申込みに際しては、①〜⑫の２時間ごとの時間帯でお
申込みください。各番号にそれぞれ４団体が入ります。実際の出
演時間は、締め切り後に事務局で決定し、申込者に連絡させてい
ただきます。
※ステージの広さは、およそ縦2.7ｍ×7.2ｍです

【申込方法】グループ名・演目・内容・代表者氏名・連絡先（住
所および昼間連絡のつく電話番号、FAX番号）・第１〜第３希望
（①〜⑫）を明記し、FAXにて安城商工会議所へお申込みくださ
い。（先着順）
【申込締切】平成27年５月29日（金）必着

あんじょう商工会議所

− ５−

安城市内景況調査結果
（平成27年1月〜3月）
（平成22年4月〜6月）
＜ 業種により業況感に格差 ＞

1．調 査 対 象

対象企業数

会議所役員・会員事業所

2．調査対象時期

平成27年1〜3月期

81企業

前年同期比 前年同期比
（前 回） （今 回）

(1)前年同期(平成26年1〜3月)と比べた今期の状況

来期の
見通し

業況判断

2.4

△2.4

△6.2

売上高

7.4

△6.2

△3.7

売上単価

9.8

△8.6

△7.5

30.9% 100.0%

資金繰り

0.0

△3.7

△7.4

安城市内の今期の業況判断ＤＩを詳しく見ると下記の表のとおり、2.4ポイン
トと下降した。特に小売・卸業は全項目とも下降判断だった。
来期の全項目とも下降判断であり、特に建設業での雇用人員ＤＩが著しく下
降している。

借入難度

14.6

6.2

△0.1

収益状況

△2.5

△6.2

△14.8

△23.5

△23.4

(2)今期と比べた来期(平成27年4〜6月)の先行き見通し
3．企 業 数 内 訳

製造業 小売・卸業 建設業 サービス業
企業数

22

14

20

構成比

27.2%

17.2%

24.7%

30以上

凡例▶

10超える

計

25

10〜△10

81

△10超える

全
製 造 業
業

況

前 年 同 期 対 比

売
売

判
上

産

雇用人員 △22.0

△30以上

業

小売・卸業

建 設 業

サービス業

断

△2.4

4.5

△21.5

15.0

△12.0

高

△6.2

△0.1

△42.8

20.0

△12.0

上

単

価

△8.6

△4.5

△28.6

25.0

△28.0

資 金
ふくろう

繰

り

△3.7

0.0

△21.4

15.0

△12.0

来 期 の 見 通 し

借

入

難

度

6.2

4.5

△7.1

25.0

0.0

収

益

状

況

△6.2

△4.6

△7.1

10.0

△20.0

雇

用

人

員

△23.5

△13.7

△7.1

△45.0

△24.0

業

況

判

断

△6.2

△13.7

△28.6

10.0

0.0

高

△3.7

△4.5

△28.6

5.0

4.0

売

上

売

上

単

価

△7.5

△18.2

△7.1

0.0

△4.0

資

金

繰

り

△7.4

△9.1

△28.5

0.0

0.0

借

入

難

度

△0.1

△4.6

△21.4

15.0

4.0

収

益

状

況

△14.8

△18.2

△21.5

△10.0

△12.0

雇

用

人

員

△23.4

0.0

0.0

△50.0

△20.0

※ＤＩとは、
「ディフュージョン・インデックス」(景気動向指数)の略で、各調査項目について「増加」(好転、やや好転)した企業割合から、
「減少」(やや悪
化、悪化)した企業割合を差し引いた値である。例えば、売上で「増加」25％、
「不変」60％、
「減少」15％の場合のＤＩは、25−15＝10となる。

今後も、四半期ごとに景況調査を実施いたしますので、ご協力の程よろしくお願いたします。
なお、詳しい指標は、当所ホームページの「景況調査」のページをご覧下さい。

− ６−

あんじょう商工会議所

ガンバル事業所、応援します!!
㈱東海エコ工業

DANCE STUDIO DEPTH

電気を使わない、
「エコ自動ドア」の
販売代理店を募集！

オーナー手作りのアットホームな
新スタジオオープン！!

新明町の株式会社東海エコ工業は「人に優しく、周りに優しく、地
球に優しく！」を社是とした、研究開発型のものづくり企業です。
2012年の独立開業以来、電力を使用せず、使用者の自重により自動
開閉するドア「エコ自動ドア」や、高齢者向けのバリアフリー住宅へ
の導入として最適な操作盤式タイプの「あっくんです！」を開発。特
許取得を経て、市場化しました。
このような商品開発を行った結果、名古屋エリアの起業家によるビ
ジネス品評会「N-1グランプリ2014」での優勝や、三重銀行主催「みえ
ぎんビジネスプランコンテスト」にて優秀プランを受賞するなど、高
い評価を得ています。
エコ自動ドアは、マットにかかる体重を利用して動作するため、踏
板に乗れば確実に開閉する製品です。一般的な自動ドアが約1.12kw
の電力を消費することに対し、エコ自動ドアは一切電力を使用しませ
ん。電気料金の削減はもとより、定期的な電気メンテナンスが不要で
あるため、経費を削減できます。
これまで様々な施設で実証実験を行い、市場ニーズを満たすための
開発を進めてきました。そして、本年7月にはブラッシュアップした
製品が、満を持して完成予定となっています。
同社では、企業、工場、一般
家庭、病院、デイケアセンター、
倉庫など、幅広くご紹介いただ
ける代理店様を募集中！環境首
都・安城で生まれた、エコな工
業製品を全国に発信しませんか？

DANCE STUDIO DEPTHは、日の出町から御幸本町へス
タジオ移転しました。新スタジオは面積は約60㎡と大幅に
拡大！更に約18㎡の2面ガラス張りの解放感のあるフリース
ペースもあります。フリースペースはダンスだけでなく、ヨ
ガ、ミーティング等にもご利用いただけます。スタジオプロ
グラムでは特に基礎を大切にし、ダンスだけでなく、運動能
力を高める為のレッスンを行っています。
そして何と！全国でダンスコンテストの企画、審査員も行
っているOZ氏（経歴はホームページをご覧ください。）を
講師に迎え、ダンサー育成もますます進化！まだダンス経験
のないKIDSの為のリズムダンス10回コースや、本当にうま
くなりたいKIDSの為のプログラム、大人向けにはダンスに
よる身体改善、アンチエイジング、ダイエットコースなど企
画が目白押し！
今後はトレーニング設備も設置し、オーナー自ら4か月で
20キロも減らしたダイエット指導や簡単なサーキットトレ
ーニングが出来るように進化していきます。詳細はホームペ
ージをご覧ください。オーナーの20キロ減の写真も掲載し
ています！

【DATA】

㈱東海エコ工業

住所 安城市新明町1-3-209 ▲マット式
▲操作盤式
「エコ自動ドア」 「あっくんです！」
TEL 050-5823-4646

PC技術に裏付けされた
〜ガンバル事業所コーナー〜
最先端の社会貢献
掲載事業所を募集しています！
ガンバル事業所のコーナーでは、当所会員事業所さま限定
にて自社の新サービス・新製品・新商品などのトピックスを無
料で掲載させていただいております。
新たな製品・商品の開発、新工場・新事務所の建設、新連携・
新事業の展開などがございましたら、お気軽に当所までご一
報いただきますよう、お願いいたします。
なお、こちらのコーナーは不定期にて掲載しておりますの
で、会報掲載時期等のお問合せについては、下記まで直接ご連
絡ください。
また、掲載希望内容などによっては、ご紹介が難しい場合も
ございますので、予めご了承ください。
ご連絡につきましては、お電話のほか、当所ホームページ
「ご要望・お問合せフォーム」
（下記ＵＲＬ）からもご応募いた
だけます。
自社製品・自社サービスの魅力を会員の皆様に発信する１
つのツールとして、ぜひご利用・ご活用ください。
【ご要望・お問合せフォーム】
http://anjo-cci.or.jp/formmail.php
【お問合せ】
安城商工会議所 広報担当
TEL：0566-76-5175
FAX：0566-76-4322

【DATA】

DANCE STUDIO DEPTH

住所 安城市御幸本町7-17
安城壱番館4F
TEL 0566-72-5040
URL http://www.geocities.jp/depth2011/

中部電力㈱安城サービスステーション
家庭向けWEB会員サービス『カテエネ』
リニューアル！
中部電力株式会社が配信している家庭向けＷＥＢ会員サー
ビス『カテエネ』は、今年３月にリニューアルいたしました。
カテエネは、一般家庭の毎月の電気料金やご使用量（24カ
月分）を簡単にご確認いただけるほか、お客様のライフスタ
イルにあわせた省エネアドバイスや停電情報お知らせメール、
電気料金シミュレーションといった暮らしに役立つ情報やヒ
ントがたくさん詰まったホームページになっています。
今回のリニューアルを機に、定期的に配信されるコラムを
読むだけで生活に便利なグッズやギフトカードなど、素敵な
商品に交換できるカテエネポイントが貯まるお得なコンテン
ツも追加され、機能面についても従来に比べ、お客様にとっ
て親しみある内容に変わりました。
登録方法などの詳細
につきましては、専用
ホームページをご覧く
ださい。

【DATA】

中部電力㈱
安城サービスステーション

住所 安城市明治本町19-11
TEL 0566-76-2157
URL『カテエネ』ホームページ
https://katene.chuden.jp/index.html?cid=ul̲bn2
あんじょう商工会議所

− ７−

安城市さわやかマナー
まちづくり条例を施行！
安城市では、より良いまちづくり推進のため、市民や市が果たす
べき役割を明らかにし、快適で安全な生活環境を形成することを目
的に、安城市さわやかマナーまちづくり条例が平成27年４月１日
に施行されました。まちづくりの手段として罰則という方法は採ら
ずに、市民等のモラル向上及びマナー遵守を通してきれいで快適な
まちを目指します。現在、ロゴマークを募集していますので、ぜひ
ご応募ください。
＜さわやかマナー＞

・ポイ捨てをやめよう
・路上喫煙をやめよう

大規模小売店鋪の営業時刻変更
下記事業所の開店時刻及び閉店時刻が変更となりましたので
お知らせします。
【事業所名】（仮称）ブックマーケット・スギドラッグ・
オンセンドパワーズ三河安城店
【所 在 地】 安城市篠目町童子207番地14
【変更時刻】
（変更前）

・ペットのふんは持ち帰ろう
・歩きスマホをやめよう

・ちらしを散乱させないようにしよう
＜ロゴマークの募集＞

・落書きをやめよう

【募集内容】「さわやかマナーまちづくり」の特徴やコンセプトが

イメージできるロゴマーク

【募集期間】平成27年4月10日
（金）〜 平成27年5月29日（金）

※必着

【募集要項】・どなたでも応募できます

・作品は応募者自作の未発表作品に限ります
・採用決定者には賞金10万円

・優秀者（最大5名）には賞金各1万円

小売業者

開店時刻

閉店時刻

スギホールディングス株式会社

午前10時00分

午後８時00分

株式会社輝優佛

午前10時00分

午後８時00分

小売業者

開店時刻

閉店時刻

スギホールディングス株式会社

午前10時00分

午後10時00分

株式会社輝優佛

午前10時00分

午前０時00分

（変更後）

（高校生以下の場合は同額の図書カードを贈呈）
※その他の要項や詳しい内容につきましては、
下記ホームページをご覧ください。

http://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/bika/mana-rogo.html

デンソー女子ソフトボール部
本拠地を安城へ！

アイシン・エィ・ダブリュ
バスケットボール部 安城市で活動中！

株式会社デンソーは、会社代表スポーツクラブの１つである
女子ソフトボール部「デンソーブライトペガサス」の本拠地を
刈谷市から安城市へ移転しました。
女子ソフトボール部は、1960年の創部以来、54年間刈谷市
の本社に隣接した練習施設で活動を続けてきましたが、この度
自動車用電装品の生産工場である安城製作所の隣接地に新しい
活動拠点を整備し、現在、日本リーグで活躍しています。
今後は、今まで培ってきた歴史と伝統をしっかりと引き継ぎ
ソフトボール競技を通して明るい話題を提供するとともに、安
城市の地域の方々からも応援していただけるようなチームにな
るよう更なる発展を目指し、活動していきます。
毎年、地元の少年
少女を対象にソフト
ボール教室を開催す
るなど、地域のスポ
ーツ振興にも貢献し
て参ります。

バスケットボールのトップリーグで唯一、安城市に本拠地を
置いているアイシン・エィ・ダブリュ株式会社の女子バスケッ
トボール部「ウィングス」と男子バスケットボール部「アレイ
オンズ」です。
女子バスケットボール部は、2006年に国内最高峰のリーグ
に昇格して今年で10年目のシーズンを迎えます。リーグ5位が
最高の成績ですが、日々ハードな練習を行い、レベルアップを
図っています。
男子バスケットボール部は、国内最高峰の２部リーグに昇格
して今年で9年目のシーズンとなります。昨年は２度目の準優
勝の成績を収めました。
毎年現役選手だけでなくＯＢ・ＯＧも
含め小中学生対象にバスケットの指導会
や地元中学校の職業講話など、地域貢献
活動も行っています。地元安城での試合
を毎年開催しており、今年は11/14・15
に安城市体育館でウィングス・アレイオ
ンズの同日開催をいたします。
安城市で頑張るバスケットボールチー
ムをぜひご覧ください。

【DATA】
事業所名 株式会社デンソー安城製作所
所 在 地 安城市里町長根2-1
新本拠地 安城市里町西山ノ田1-5

− ８−

あんじょう商工会議所

【DATA】
事業所名 アイシン・エィ・ダブリュ株式会社
所 在 地 安城市藤井町高根10

会員事業 所 訪 問
ホームページにも掲載中

http://anjo-cci.or.jp/

岡田中野建築研究室
『こだわり』を『ていねいに』・『せいかつ』を『たいせつに』
今回ご紹介するのは、平成26年10月に榎前町に開業された「岡田中野建築研究
室」です。個人住宅・店舗・診療所・福祉施設などの新築・増築・改築・改修の設
計及び設計現場監理を行っています。
研究室のモットーとして、長年設計事務所等に勤務していた経験から『こだわり』
を『ていねいに』・『せいかつ』を『たいせつに』をかたちにすることを心掛けてい
ます。楽しく打合せを重ねながら、相手の思いを丁寧にお聞きした上で、機能と実
用性を兼ね備えたデザイン、生活が楽しくなるアイデアをとことん追求し設計しているとのこと。
建物の新築・増改築・リフォームなど、相談したいと思っても、まず、どこに連絡したらいいかわからないものです。どん
なに些細なことでも親切・丁寧に相談にしてもらえます。まず一度お電話か
らご相談してみてはいかがですか。
至名古屋

営業時間 ９：30〜18：30
休 業 日 水曜日・日曜日・祝祭日
所 在 地 榎前町北榎38番地
電
話 95-6727
ＨＰ http://www.okadanakano.com/

西岸寺

23
高棚町井池

福釜町下山

都築
歯科医院
榎前町北山

★

亀岡

えのき保育園

ぺっとはうすぐりーと
「ありがとう」を届けたい

古井駅口
V-drug
古井町北芝崎

★
中山

セブン
イレブン

名鉄西尾線

鶴林古

線
幹

祥南
小学校

新

営業時間 ９：00〜19：00
定 休 日 水曜日
所 在 地 古井町北芝崎8-2
電
話 74-1133
ＨＰ http://www013.upp.so-net.ne.jp/greet/index.html

道
海
東

今回ご紹介するぺっとはうすぐりーとは、「地域密着・プライスレスなサービス」を
モットーに、明るく元気いっぱいの店主寺岡さんが笑顔で対応してくださいます。
シャンプー・トリミング、かわいい洋服などのグッズの販売がメイン。23年のキャ
リアで、あなたのわんちゃんをかわいく変身させちゃいます。
わんちゃんの負担も考えて、飛び込みのお客様はお断りさせていただく場合もござい
ます。大切な命をお預かりする上で、お客様に守っていただく注意事項には余念がない
寺岡さんに、わんちゃんたちへの深い愛情を感じました。
大事な家族であるわんちゃんのお悩みや不安に感じること、些細なことでも構いませんので是非相談に行ってくださいね。
これが、ぐりーとのプライスレスなサービスです。また、初めてペットを飼う方には心強い味方となってくれること間違いな
しです。わんちゃんに「ありがとう」と言うように、お客様からも「ありがとう」と言
われるようなサービスを心掛けています。
至48号

碧海
古井駅

〈4月15日現在〉
事業所名
所在地
代表者
業 種
電 話

御幸本町16-1
高橋 秀樹
飲食店
74-8606

事業所名
所在地
代表者
業 種
電 話

− 10−

東海エコ工業㈱

新明町1-3-209
酒井 隆敏
エコ自動ドアの製造・販売
050-5823-4646

事業所名
所在地
代表者
業 種
電 話

㈱伸幸塗工

里町西ノ口9-2
柴田 龍也
塗装業
98-2766

事業所名
所在地
代表者
業 種
電 話

㈲大津屋

篠目町1-20-2
小泉 善伸
不動産賃貸
76-3440

事業所名
所在地
代表者
業 種
電 話

南急便

姫小川町鹿乗18-29
南 春義
運送業
99-3788

事業所名
所在地
代表者
業 種
電 話

サンライト・シールド㈱

三河安城本町1-31-2
鈴木 忠雄
省エネ窓ガラスコーティング液施工・販売
72-5156

事業所名
所在地
代表者
業 種
電 話

㈱TOP-RISE

㈱ライフサポートHR

碧南市向陽町3-4
神谷 宗孝
人材派遣
48-6888

あんじょう商工会議所

事業所名
所在地
代表者
業 種
電 話

篠目町井山220-1
柴田 大介
美容
77-1439

事業所名
所在地
代表者
業 種
電 話

Enchant

美園町1-7-7
佐藤 真世
なめし革、同製品・毛皮製品製造、販売
（有松絞り染め革の鞄・小物の制作）
55-6056

事業所名
所在地
代表者
業 種
電 話

ぺっとはうすぐりーと

古井町北芝崎8-2
寺岡 千恵
犬の美容室（トリミングサロン）
74-1133

事業所名
所在地
代表者
業 種
電 話

㈱イヨダホーム

柿碕町宮ノ西126
伊與田 司
一般建設業・宅地建物取引業
98-1497

事業所名
所在地
代表者
業 種
電 話

㈱アパートセンターオカモト安城店

大山町1-5-1
中島 亮
不動産取引（主にアパート・マンションの仲介・管理）
71-0787

事業所名
所在地
代表者
業 種
電 話

㈱ダッシュエンタープライズ

さとまち接骨院

里町4-18-30 輝ビル1階
坂口 純也
接骨院
98-5200

会員の動き
【名称変更】
●㈲タラチ→㈱タラチ

活動報告ダイジェスト
版
新入社員研修 基本コース
新入社員を対象に、４月６日（月）から７日（火）にかけて新
入社員研修基本コースを開催しました。
講師に株式会社プロカレントの古橋由紀氏をお迎えし、社
会人として必要となる仕事に対する基本的な心構えや、ビジ
ネスマナー、ビジネスコミュニケーション等についてご教授
いただきました。
今回の受講者59名は、
電話応対や来客応対のポイ
ント、報連相の重要性、ビ
ジネス文書の作り方などを
学びました。

融資実務者懇談会
当所会員事業所の金融支援を円滑に進めていただくことを
目的に、安城市内の金融機関各本支店の融資担当者をお招き
し、４月９日（木）に融資実務者懇談会を開催しました。
当日は、当所をはじめ、日本政策金融公庫、愛知県信用保
証協会、安城市役所商工課
がそれぞれの融資制度につ
いて紹介し、出席された各
金融機関の担当者に対し、
融資に関する協力依頼を行
いました。

平成27年度創意工夫功労者賞 受賞者決定！
平成27年度創意工夫功労者賞の受賞者が決定し、４月15日
（水）
に愛知県技術開発交流センターにて表彰式が開催されました。
当所推薦からは５事業所18名の方々が受賞されました。
【受賞者一覧（当所推薦）】※順不同・敬称略
●アイシン・エィ・ダブリュ株式会社
江上剛史、岡本 明、小笠原寛記、小山拓也、神谷泰祐、
神谷隆博、坂本真紀、谷口昌平、山口勝利、吉村貴之 計10名
●アイシン精機株式会社
一瀬 純、釘山貴年、牧野佑美 計３名
●アイシン辰栄株式会社
杉浦直也、平山貴紀 計２名
●アンデン株式会社
大谷悠登、楠 敏昭 計２名
●株式会社デンソー
熊丸健太郎 計１名

経営計画作成支援セミナー
小規模事業者を対象に、４月20日（月）から全４回コース
にて経営計画作成支援セミナーを開催しています。
今回のセミナーでは、講師にＥＢＩマネジメントオフィス
の蛯原健治氏をお迎えし、小規模事業者持続化補助金採択の
ために必要不可欠な経営計画書や補助事業計画の作成方法や
ノウハウについてご教授い
ただいています。
計４日間のセミナー終了
後は、当所経営指導員が個
別相談などのアフターフォ
ローを行っていきます。

新入社員研修 製造コース
製造業事業所に入社した新入社員を対象に、４月15日（水）
に新入社員研修製造コースを開催しました。
マスタープランズ・コンサルティング代表の外山 優氏を
講師にお招きし、製造業で働く上での心構えをはじめ、マナ
ー・態度・役割、ＱＣＤ等に
ついてご教授いただきました。
当日参加された47名の
受講者は、グループワーク
を通じて、モノづくりに関
する基礎知識を学びました。

名古屋大学減災館視察見学会
建設部会と安城災害対策建設協力会は合同で、名古屋大学
減災館の視察見学会を４月17日（金）に開催しました。
2014年３月に完成した名古屋大学減災館にて、今後予測
されている「東海」「東南海」「南海」の３連動地震などによ
る巨大災害に備えた
最新の防災機能およ
び対応等について担
当者より説明を受け、
防災・減災について
見識を深めました。

あんじょう商工会議所
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〜会長就任挨拶〜

平成27年度会長

弓場

てる子

27年度、安城商工会議所女性会の会長に就任いたしました弓場です。女性会も、青年部と同様創立20周年を迎える節目の年にあたります。
その節目の年の会長として、その責務の重大さに身の引き締まる思いでいっぱいです。11月には記念式典も予定されており、会員の皆様に
はたくさんの参加をお願い申し上げます。諸先輩方が頑張ってこられた思いを引き継いでいける様、会員同志の交流を図りながら、地域社会
のために貢献できたらと思います。今年度のテーマに『「縁」〜人・物・場所 出会いは無限 心のスキルのために〜』を掲げてみました。
私達は、人だけでなくさまざまな物、出来事によりめぐり合い、身体も心も支えられていると思います。様々な事柄に感謝し、心豊かに女性
らしさも忘れず、安城商工会議所女性会がさらなる『円』となれる様、未熟な私ではございますが、皆様のご協力、お力添えのもと一年間頑
張りたいと思います。よろしくお願い致します。

〜定時総会〜

総務・広報委員長

筒木

麻三子

去る４月13日（月）にホテルグランドティアラ安城にて27年度の定時総会が開催されま
した。あいにくの雨の中、49名の会員の皆様にご出席いただき、第１号議案、第２号議案
ともに承認され、無事総会を終えることができました。皆様のご協力に感謝致します。講
演会では、アンガーマネジメントファシリテーターの小島三沙氏にお越しいただき、「感情
の整理法」を分かりやすく、たとえ話を織り込みながらお話いただきました。皆様、その後
いかがでしょうか？実践できていらっしゃいますか？
懇親会では、フラガール部会の皆様に恒例のフラダンスを披露していただきました。
日々の練習が目に見えるような、ますます磨きがかかったダンスで、指先までしなやかな
繊細な動きがとても印象的でした。テーブルごとにお話も弾み、和やかに終了いたしまし
た。ありがとうございました。

〜さんかく・21安城総会〜

七夕まつり特別委員会
委員長 河西 幸恵

総務・広報委員長
筒木 麻三子

まだ分からないことも多い
ですが、安城七夕まつり３日
間に向けて一生懸命務めさせ
て頂きます。
▲27年度 七夕まつり委員会メンバー

創立20周年実行委員会 委員長 白谷 隆子

来たる11月17日（火）ホテルグランドティアラ
安城にて、創立20周年記念式典とパーティーが行
われます。記念講演は水澤心吾一人芝居「命のビ
ザ・杉原千畝物語」です。委員一同頑張ります。
皆様のご参加、ご協力を宜しくお願いいたします。

安城商工会議所メールマガジン購読者募集中！
！
★講習会・イベント最新情報
★事業所ＰＲ
購読無料!!
★会員の皆さんからの口コミ情報
★公的融資や助成金情報
★各種経営情報 など
役立つ情報をメールでお届けします。

申込み：当所ホームページ→ http://anjo-cci.or.jp
左下

メールマガジンの配信
セミナーやイベントの情報を
いち早くお届けします 申込
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よりお申込みいただけます。

▲27年度 総務・広報委員会
メンバー

◀創立20周年
実行委員会
メンバー

４月18日（土）に、市民交流セン
ターにて弓場会長他３名で出席しま
した。総会の後、交流プログラムと
して安城市市民協働課の澤田係長か
ら「協働」について説明がありまし
た。グループワークでは「私にでき
る市民協働」というテーマで話し合
われ、女性会の七夕まつりや元気
フェスタ事業をアピールすることが
できました。

〜安城警察署からのお知らせ〜
利殖商法（利殖勧誘事犯）に注意！
利殖商法とは高齢者や専門知識がない方を対象として「必ず儲かる」
「損はさせません」など儲かることを強調して、架空会社や上場予定のな
い会社の株などを売りつけます。
電話で複数の者が役割を分担し、次々に購買意欲をあおる勧誘が目立
ってきています。
また、投資被害の救済を装うものや、海外事業への投資等、その実態が
判然としない権利取引を装うものも増加しています。
☆対策
リスクもなく、資産を大きく増やせるうまい話はありません。
二次被害にあわないために「過去の損を取り戻せる」と勧誘する業者
の話は、はっきり断りましょう。
【問合せ】安城警察署 TEL：76-0110

YEG

安城ＹＥＧだより

安城商工会議所青年部

４ 月 例 会
４月８日（水）ＹＥＧ活動において、日ごろから協力いただいている女性会の方々とＯＢの諸先輩方、事務局をお招きし、
満開の桜を見上げての27年度、４月例会の開催を予定しておりましたが、例年に増しての天候不順に悩まされ、あえなく室
内での４月例会交流会として開催しました。
会場の中央にはたくさんの料理が並んで飾られておりました。
冒頭で竹中会長、弓場女性会会長に挨拶をして頂き、先日他界されましたＯＢ
の先輩に献杯という形で粛々と始まりました。
27年度新役員での最初の例会となりますので、各委員会の紹介を兼ねた余興
が催され、出席者を楽しませてくれました。各々が皿や飲み物を手に料理や会
話を楽しむ姿が会場のあちこちで見られました。
今後のさまざまな活動において、円滑に進めるために良い親睦の機会となっ
たと思います。
最後に度重なる予定の変
更などに対応し、今回の
例会を運営して頂きまし
た交流委員会の皆様に感
謝申し上げます。
（文／鈴木章史）

碧海はたらきびと
平成27年４月２日(木)、年度が変わり最初の放送となりますPitchＦＭ８３.８の番組「碧海はたらきびと」に長田和人さん
が出演いたしました。
今回は、和人さんの会社の紹介のほか、自身が被災地の支援の志を持ちＮＰＯとして活動している「特定非営利活動法人
リカバリーサポートあいち」について主に話をして頂きました。何回も被災地を訪れ、自分たちに何ができるかを考え、試
行錯誤ののちに、今の形になったとのことでした。現在の活動内容については、震災により現地の人手不足から「まつり」
を続けていくために作り手が足りないとの問題に着目し、まつりで使用する製作物などの一部を
「リカバリーあいち」で作り、
現地に送り役立ててもらおうというものでした。
和人さんの「人々の助けになりたい。」と積極的な思いが伝わってきた放送でした。
今後も「碧海はたらきびと」は毎週木曜日19時30分から10分間皆
様に馴染みのある方が出演されます。普段見られない意外な一面も発
見できる機会になると思います。皆様ご聴視ください。次回の安城メ
ンバー出演者は５月７日竹中新会長を予定しております。
（文／鈴木章史）

トーク

元気ノ助のメールで投句

恩刻み 怨みは 水に流すべし
石川さん︵ 才・川島町︶

︻宛先︼Ｅメール atsuya
＠ katch.
ne.jp
Ｆ Ａ Ｘ ９９ー２７７６

60

ー ５月例会（通常総会）ー
５月例会（通常総会）を下記のとおり開催します。
○日

時

○場
○会
○内

所
費
容

平成27年５月20日（水）
19：00より（18：30受付）
安城商工会議所
3,000円（当日徴収します）
平成26年度の事業報告並びに収支決算報告を行い、
メンバー同志の親睦を深めながら前年度を振り
返り、今後の安城ＹＥＧの更なる発展を図ること
を目的とする
あんじょう商工会議所
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震災に負けず社員を守り続けた阿部長商店
４年前の東日本大震災で未曽有の被害に遭ったにもかかわ
らず、社員を誰一人解雇せず、見事に再生を果たした企業が
ある。そのうちの一つが気仙沼市にある「阿部長商店」だ。
同社の事業は主に水産加工業とホテル経営などの観光事業
の２本立て。東日本大震災の折は、なんとその主力の水産加
工業を担う９工場のうち８工場が全壊してしまった。その後
２カ月以上にわたり、工場はほとんど稼働できなかった。そ
れにもかかわらず、全社員の雇用を守り続けたのである。
震災後、緊急招集された幹部社員や役員による経営会議が
開かれたが、一人を除く全員の意見は「全員解雇やむ無し。再
建ができたら、そのときに、また再雇用させてもらおう」とい
うものであった。余談であるが、当時、対応策についてハロ
ーワークに相談をしたところ、「ハローワークが社員を解雇し
なさいというのもおかしいかもしれないが、今は事態が事態。
解雇するべきです。そうしないと、逆に会社ばかりか転職で
きない社員も苦しめることになります」と言われたそうだ。
そんな中でも、頑として首を縦に振らなかった人がいる。
阿部泰浩社長だ。その後、数回開催された経営会議でも全員
解雇の意見が続出したが、幹部社員や役員を前にして阿部社
長はこう力説した。
「苦楽をともにしてきた社員は家族同然だ。誰一人として解
雇しない。地域コミュニティ、家、それどころか家族までも
失ってしまった社員にとって唯一の絆は会社である。この身

も心も傷ついたときに唯一の絆である会社との絆を引き裂い
てしまったなら、社員、その家族が気仙沼で生きる意味を奪
うことになる。私が同じ立場なら生きていけない。生きるも
死ぬも皆一緒だ。この決断に不満があるならば、まずは社長
である私を解雇せよ」
いやはや驚くべき決断だ。阿部社長の命懸けの説得に、こ
こまで会社を育て上げた創業者である阿部社長の実父である
会長を含め、反旗を翻す人は誰もいなかったという。そして
数日後、遠方に居住地を移した者や大震災で亡くなってしま
った者を除く全社員が招集された。社長は全社員を前に「皆さ
んは家族です。誰一人として解雇しません。一日も早く全員
がまた一緒に働けるよう、ともに頑張りましょう」と話したと
いう。
「そのときの社員のほっとした表情がまだ目に浮かびます」
と阿部社長は語る。２カ月間、ほとんど稼働できず、実質０
円であった売上高は、１年後には86億円と震災前の６割の水
準まで回復。それが４年後の今日では130億円までになり、
社員の大半が阿部長商店に戻っている。阿部社長の果敢な決
断と姿勢が同社の未曽有の危機を救ったのだ。
法政大学大学院政策創造研究科
教授 坂本 光司

アガリ？緊張せずに話すコツ
どんなに話し上手な人であっても、初対面の人と話をする
ときは少なからず緊張するものです。緊張することは、決し
て恥ずかしいことではありません。当たり前の反応といって
もよいでしょう。
しかし、できることならばあまり緊張することなく、初対
面の人とも話せるようになりたいですよね。そこで今回は、
「緊張せずに話すコツ」をご紹介します。出会いの季節に向か
って、このコツをぜひご活用ください。
まずは、初対面の会話で緊張がほぐれていくタイミングか
ら考えてみましょう。話をしていて、相手が大きくうなずい
たり、相づちを打ってくれたりすると、なんだかホッとしま
すよね。そこで、なるべく早いタイミングで、相手との共通
点や興味のありそうなことなどを見つけ、その話題を会話に
盛り込みます。もしくは、あなたにとって自信のある話題な
どでも構いません。内容によどみのない話によって、きっと
相手の同調をうまく引き出せるはずです。
そして、あなたも相手の話にしっかりと耳を傾け、同調し
てみてください。すると、お互いに安心感や親近感を覚える
ようになり、緊張がほぐれていきます。
また、表情も重要です。相手の表情が緊張したものだと、
ついついこちらも緊張してしまいます。これは、相手にもい
えることで、あなたが緊張した表情でいると、相手も緊張し
てしまうものなのです。心の中では緊張していても、表情で
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は笑顔を心掛けてみてください。緊張した表情が相手の緊張
を招くのと同じように、あなたの笑顔は、相手の笑顔を招く
ことにつながるでしょう。お互いに笑顔でいると、心の中も
落ち着いていき、次第に緊張もほぐれていきます。
この「顔で笑って、心で緊張」のテクニックにも通じるとこ
ろがあるのですが、「誰かになり切って話す」というのもまた
緊張をほぐして話すコツとしておすすめできます。
人間の中には100人以上の人格が眠っている、といわれて
います。役者のように上手な演技はできなくても、誰かのま
ねをして、誰かになり切るということは、決して難しいこと
ではありません。尊敬する人や話し上手な人、お手本にした
い人などになり切って、初対面の人と話をしてみてください。
すると、自然とその人があなたの力となり、味方をしてくれ
るようになります。気がつけば、あなたの心の中にあった「緊
張」はどこか遠くへ消え去り、落ち着いて、リラックスして話
せるようになるでしょう。そうすれば、相手の緊張もほぐれ
お互いに気持ち良く会話ができるようにもなります。
これを繰り返しているうちに、今度はあなたが、誰かの手
本となってまねをされる立場になるかもしれません。
人財育成コンサルタント
美月 あきこ

