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〜経済講演会〜

「最近の金融経済情勢と展望」
と き
ところ
講 師

平成28年２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
日本銀行 名古屋支店
支店長 梅森 徹 氏
※詳しくは、来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
社員のスキルアップを図りたい・・・、
経営者として必要な知識を手に入れたい！
とお考えの方にオススメ！

講習会・研修会の最新情報は
毎月の会報誌をチェック!!
選べる豊富な講習会メニュー

今月のみどころ
6
8

今月の会員事業所紹介

特集「平成27年度安城商工会議所
会員大会 開催！」

サンライト・シールド株式会社

ガンバル事業所、応援します
折込「ものコン。事前予約型マッチング商談会」
折込「ものコン。ものづくり基調講演」
折込「あんじょう企業ガイドブック2016」
折込「刈谷・安城・知立・高浜・東浦 合同企業説明会」
折込「年末調整個別相談会」
折込「税務セミナー」
折込「健康診断」

所在地

安城市三河安城本町
1-31-2

電

0566-72-5156

話

OHANA CURRY
所在地

安城市御幸本町10-15
マンション御幸１階

電

0566-74-3900

話

安城商工会議所 行事予定
12月
３日㈭
６日㈰
６日㈰
９日㈬
９日㈬
９日㈬
13日㈰
17日㈭
20日㈰
25日㈮
27日㈰

28.1月
2015国際ロボット展視察会
ビジネス実務法務検定試験
安城元気フェスタ2015
QC入門セミナー
経営相談
金融相談（日本政策金融公庫）
エコ検定試験
法律相談
ビジネスマネジャー検定試験
金融相談（愛知県信用保証協会）
新入社員フォローアップセミナー

７：25〜19：40

６日㈬
13日㈬
13日㈬
14日㈭
15日㈮
19日㈫
19日㈫
21日㈭
22日㈮

９：00〜16：00
13：30〜16：00
10：00〜12：00
10：00〜12：00
13：00〜16：00
13：00〜16：00
10：00〜17：00

安城商工会議所会報誌

安城商工会議所 新春賀詞交換会
経営相談
金融相談（日本政策金融公庫）
年末調整個別相談会
年末調整個別相談会
税務セミナー
税務相談
法律相談
金融相談（愛知県信用保証協会）

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

表紙掲載事業の募集！

安城商工会議所会報誌表紙にて会員事業所の「我が社自慢の商品・製品・サービス」等を掲載しています。ご掲載いただける事業所を随時募
集していますので、ご紹介したい商品・製品・サービス等がございましたら、お気軽にお問合せください。なお、お申込みの状況により、順番
をお待ちいただくこともございますので、ご了承ください。【お問合せ】安城商工会議所 広報係 TEL：0566-76-5175

今月号の表紙

メゾン・ド・ヌーヴォー／エバーコーヒー

表紙の写真／ © スタジオ RAY 田中克浩

お店で自家焙煎した「ワンドリップコーヒー」販売スタート！
箕輪町にある「メゾン・ド・ヌーヴォー」では、お店で人気ナンバーワンのロイヤルブレンドコーヒーをワン
ドリップコーヒーとして販売しています。お湯を注ぐだけで簡単に味わうことができ、店頭で１袋から購入で
きます。ギフト用に箱詰めされたものもありますので、ちょっとした贈り物にも使えます。
メゾン・ド・ヌーヴォーで使用している珈琲豆は全てマスターが厳選し、自家焙煎を行っているため、珈琲
豆が本来持っている香りや味わいをより深く引き出すことができます。
それぞれの事業所様・ご家庭でも楽しんでいただけるように、店舗となりのエバーコーヒーにて自家焙煎した
珈琲豆の挽き売りもしています。
これからの寒い時期にホッと心温まるコーヒーをお買い求めください。
【販売価格】・ロイヤルブレンド ワンドリップコーヒー １袋 100円（税込）
・ロイヤルブレンド 珈琲豆の挽き売り １kg 1,650円（税込）※朝一価格
【営業時間】・メゾン・ド・ヌーヴォー
ランチ／11時〜15時 カフェ／14時30分〜17時 ディナー／17時〜22時 ※第3・5水曜定休
・エバーコーヒー 8時00分〜11時00分 ※毎週水曜定休
【お問合せ】メゾン・ド・ ヌーヴォー 所在地：安城市箕輪町唐生155-1 ／ TEL：0566-76-5975

あんじょう商工会議所

− ３−

おしらせ

商工会議所からの

消費税転嫁対策セミナー
会員事業所
参加者募集！
チラシコーナーのご案内

安城商工会議所新春賀詞交換会
参加者募集！

当所会館１階入口に新しく会員事業所限定のパンフレッ
ト・チラシコーナーを設けました。
会員事業所皆さまの企業情報やセミナー情報等のパンフ
レットやチラシを当所窓口にご持参いただければ設置いた
しますので、広報活動の一環としてぜひお役立てください。
但し、掲載期間については、
１ヶ月とさせていただきます。
また、申込者多数の場合は、
すぐに設置できない場合もご
ざいますので、ご理解いただ
きますよう、お願い申し上げ
ます。

新しい年のスタートにあたり、当所では「新春賀詞交換
会」を開催します。会員事業所の皆さまが親しくご歓談い
ただける良い機会となり、会員事業所相互の交流にも繋が
りますので、ぜひお気軽にご参加ください。
時 平成28年1月6日（水）12時15分〜13時30分
場 安城商工会議所 ５階 大会議室
対 会員事業所の経営者および幹部社員、
支店長・支社長、後継者など
内 立食形式のパーティー
※アルコール類はご用意しておりません
定 180名（定員になり次第、締め切り）

桜井駅周辺の
保留地宅地分譲のご案内！

￥ １人2,000円（税込）

安城市による安城桜井駅周辺特定土地区画整理事業の保
留地宅地分譲のご案内をいたします。入札・抽選・先着の
分譲に分かれており、今回は、その中で面積が一番大きい
保留地をご紹介いたします。

35.294

公道6m

都市計画道路20m

35.291

都市計画道路20m
【保留地（入札分譲）】
32.127
所在地：
「小川町金政」交差点
12.000
面積：1719．22㎡（520．06坪）
最低入札価格：263,384,000円
坪当たりのおよその価格／50.6万円
5.185
用途地域／第１種住居地域
36.086
8.701
建ぺい率・容積率／60％・200％
下水道／使用可
※現行の乗入口を使用してください。
※敷地内に電柱及びカーブミラーがあります。
【分譲会】
平成27年12月18日（金）午後１時30分から
場所：安城市役所 本庁舎３階 大会議室
【お申込み】
平成27年12月15日（火）午後５時まで（土・日・祝を除く）
【申込先・お問合せ】
安城市役所 区画整理課 TEL：71-2261
上記以外の保留地や提出書類等の情報は、下記ホームページを
ご覧ください。
https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/sumai/tochi/horyuchi.html

安城コロナ映画鑑賞券
２月１日鑑賞分より価格改定のご案内！
会員サービスの一環として、当所窓口にて販売を行って
おります「安城コロナワールド映画観賞券」ですが、下記の
とおり、価格を改定させていただくことになりました。
【改定料金】

（新）

（旧）

特別共通シネマ鑑賞券

大人 1,080円

→

1,300円

特別共通シネマ鑑賞券

小人

→

800円

720円

【旧料金での販売】
平成27年12月28日（月）までは
旧料金でお求めいただけます。
（チケット有効期限：平成28年1月31日）

ザ・ビジネスモールをご活用ください
「ザ・ビジネスモール」は、全国の商工会議所・商工会が
共同運営しており、商工会議所が協力金を支払うことによ
り、その商工会議所の会員事業所が登録できる日本最大企
業情報検索サイトです。
当所は、登録団体として協力金を支払っていますので、当
所会員事業所様であれば無料でご利用いただけます。ぜひ
ご登録・ご活用ください。
〜ご登録のメリット（一部紹介）〜
１．カンタンにホームページを開設できます！
２．既存のホームページ閲覧数が増加します！
３．ＷＥＢ上で商談先を発見できます！
４．新しい顧客先を獲得できます！

− ４−

あんじょう商工会議所

安城商工会議所
年末年始業務のご案内！
当所では、

平成27年12月29日（火）〜
平成28年1月3日（日）
まで業務を休止させていただきます。
ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い
いたします。

平成27年度納税表彰式
受賞おめでとう！
平成27年11月13日（金）に刈谷市総合文化センターにて
平成27年度納税表彰式が開催され、下記の当所会員事業所
の方が受賞されました。
刈谷税務署長表彰

新英金属株式会社 取締役会長 金子 功男 氏
株式会社ヒサダ 久田 由美子 氏

刈谷税務推進協議会長表彰
鯛常分店 伊藤 幸郎 氏

中経トパーズ賞 受賞おめでとう！
北山崎町にある当所議員事業所の株式会社安城自動車
学校代表取締役の石原 慧子氏は、東海地方の優れた女
性経営者を表彰する中部経済新聞社主催「第25回中経ト
パーズ賞」に選ばれ、11月2日に開催された中部経済新
聞社の創刊記念式典にて表彰を受けました。
トパーズ賞は、優れた経営手腕に加え、地域活動など
に貢献している女性を対象に、各商工会議所の推薦に基
づき選考されました。石原氏は、子供や高齢者を対象と
した交通安全教室の開
催や、商工会議所活動
において交通運輸部会

地域商談会（三河・知多会場）
受注企業募集！

の一員として商工業の
発展に尽力されている
点等において評価され
ました。

三河・知多地域を中心とした中小企業の受注機会の増
大及び新規取引先の開拓を図るため、三河・知多地域の
各商工会議所と共催で地域商談会を開催します。
新たなビジネスパートナーが発掘できる絶好の機会です

雇用保険 マイナンバーの記載について

ので、ぜひご参加ください。
【日

時】平成28年2月9日（火）
13時00分〜17時10分

【場

所】刈谷市産業振興センター『あいおいホール』

【募集企業】150社
（愛知県内に事業所がある中小企業者に限る）
【参 加 料】無料
【発注企業】54社
※詳しくは下記ホームページをご覧ください
【商談方法】発注企業と受注企業の個別面談 最大８回
（１回の面談時間25分）
【申込締切】平成27年12月4日（金）必着
※定員になり次第締め切り
【申込方法】公益財団法人あいち産業振興機構のホームペ
ージよりお申込みください。
（http://www.aibsc.jp/）

平成28年1月から雇用保険の届出にはマイナンバーの記
載が必要となります。
雇用保険関係では、被保険者資格取得届、資格喪失届な
どに個人番号を記載し、事業所設置届などに法人番号を記
載してハローワークに届け出ることが必要になります。
ご不明な点は、下記までお問合せください。
問

雇用保険関係に係るマイナンバー制度について
ハローワーク刈谷 雇用保険適用課
TEL：0566-88-0044
マイナンバー制度について
マイナンバーコールセンター
TEL：0570-20-0178
（平日9時30分〜17時30分
土日祝日・年末年始を除く）

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 ■
申 申込み ■
問 問合せ
■

あんじょう商工会議所
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平成27年度

安城商工会議所会員大会 開催！ !

会員事業所従業員の勤労意欲の向上および会員事業所相互の交流を目的に、
11月24日（火）に当所として第1回となる平成27年度安城商工会議所会員大会を
開催しました。
第1部の表彰式では、優良従業員表彰および共済加入事業所表彰（生命共済部
門・特定退職金共済部門）を行い、優良従業員表彰26事業所133名、共済加入事
業所表彰２事業所に当所田村会頭より表彰状と記念品を贈呈しました。その後、
安城市長および安城市議会副議長より参加者に対して祝辞が述べられました。
第2部の会員交流パーティーでは、会員相互のコミュニケーションの場として、
積極的な名刺交換や情報交換などが行われました。また、交流会の中でお楽しみ
大抽選会を開催し、会場内は当日参加した65事業所101名で賑わっていました。
今年度の優良従業員表彰の受賞者一覧は、下記をご覧ください。

〜優良従業員表彰〜

▲表彰式の様子

▲勤続40年表彰を受け取る
愛三工業（株）榊原 氏

〜交

▲交流会の様子

〜共済制度表彰〜

流

▲生命共済部門表彰を受け取る
（株）石亀工業様

会〜

▲安城市観光土産品展示コーナー

▲特退金共済部門表彰を受け取る
稲垣芳美司法書士事務所様

〜お楽しみ大抽選会〜

▲抽選会の様子

受 賞 者 一 覧
永年勤続40年表彰

計１事業所２名

愛三工業株式会社
榊原茂美、坂元昭宏

永年勤続35年表彰

計６事業所６名

愛三工業株式会社
畔栁伊津男

株式会社浅賀井製作所
江口祐二

株式会社オーエムアイ
寺田 朗

太田硝子株式会社
金田智章

大見工業株式会社
山本弘孝

倉敷紡績株式会社安城工場
原口康弘

株式会社浅賀井製作所
八瀬尾 修

大見工業株式会社
石原伸二

日本住建株式会社
水野賢一

めん処丸長
後藤昭子

株式会社デンソー安城製作所
斉藤嘉久、広中義和、星屋宏光、
村井敏幸

永年勤続30年表彰

− ６−

あんじょう商工会議所

計５事業所８名

永年勤続25年表彰

計６事業所７名

大見工業株式会社
国見尚広

衣浦部品工業株式会社
下坂勝幸

有限会社サルビア
川原美江子

株式会社サンワ
下原博幸

フジイ化工株式会社
樽井政春

株式会社大和屋
高須政宏、中村里美

オノウチ精工株式会社
伊藤 正

ダイキ精工株式会社
伊敷みどり

株式会社サンワ
阿部昭生、岡村知江子、河合真理子、
斉藤 誠、十河真弥、髙橋明洋、
高柳育生、吉田憲礼

株式会社日本瓦ユニオン
杉浦力也

株式会社東海石油
加藤 淳

永年勤続20年表彰

計７事業所17名

大見工業株式会社
橋本 敦、水谷美代子、森

永年勤続15年表彰

正司

ダイワ精工株式会社
冨田 宏、平岩真樹

計10事業所20名

有限会社安東工業
生駒郁代、生駒健一、小池真輔

エィ・エス機工株式会社
岡本則康

太田硝子株式会社
杉浦智子

大見工業株式会社
龍田佳子

株式会社カオリン
野宮千草

株式会社亀山製作所
大坪 敦、畔栁圭佑、三浦嘉仁

株式会社サンワ
伊奈靖幸、神森雅博、木村光利、
小島俊彦、三好裕和、吉田 覚

ダイワ精工株式会社
上林茂夫、寺田 募

株式会社東海石油
青木伸介

株式会社浅賀井製作所
井上淳二、神谷正広

オノウチ精工株式会社
山田高広

株式会社カオリン
小島正寛

株式会社亀山製作所
磯部千春、伊奈 真
株式会社サンワ金型
浅井良太、馬場吉史

衣浦部品工業株式会社
岸田英蘭、窪田千尋、
図子フロリーナ、鳥居啓仁、
長坂元希、福井加代子

株式会社東海石油
清水広行

白谷会計事務所
伊東昌信

株式会社サンワ
朝岡大将、石塚智也、大石 武、
勝又木美也、河合多美、小林泰輔、
坂本一夫、笹倉浩一、園田栄一、
千吉良 徹、角田敏彦、西村 修、
深谷義人、渡辺幸男

株式会社大和屋
古賀優子、迫口景子

日本住建株式会社
金子信行

ダイキ精工株式会社
清水伯彦、菅崎龍也、津曲和人

株式会社オーエムアイ
居鳥政広

大見工業株式会社
青井美聡

株式会社ONZiiiAct
田原世津子

株式会社亀山製作所
小笠原 亮

倉敷紡績株式会社安城工場
高瀬友里

有限会社サルビア
大﨑 歩、菊池儀樹、薗田智美、
森 麻衣

株式会社日本瓦ユニオン
大楠千恵

永年勤続10年表彰

永年勤続５年表彰

計12事業所36名

計７事業所37名

株式会社サンワ
アギラル・リカルド、今田千里、内田一夫、大泉美香、
カタオカ・ダニロ・クラベイロ、菊池和夫、クラモト・イワタ・エリザ・エイコ、
纐纈真人、酒井マウリシオ、シマズ・デ・ソウザ・サチエ、志水和美、白田エリアナ、
ダ・ナチビダデ、寺坂 洋、ナカムラ・サンティナ・エンリケ、
バルガス・シルビア・リカ・ランゾニ、ヒガオンナ・ミヤシロ・ウェンディ、
平野 篤、藤本佳志、前原篤史、牧山良治、三浦エリカ、三登レジーナ、南原イサム、
ムラテ・バイネ・ハルト、メンデス・イバイル、八重森デニス、和久田ヒロミ

あんじょう商工会議所

− ７−

ガンバル事業所、応援します!!
有限会社 石川梱包運輸

かがやき税理士法人

業務効率向上を目指し、
事務所&自社倉庫を新築、移転しました

地元の企業の応援とまちづくりを胸に
「KAGAYAKI SQUARE」オープン

有限会社石川梱包運輸が７月から池浦町池西に事務所と倉
庫を新築、移転しました。
以前は同じ池浦町内（総合運動公園付近）に事務所、倉庫を
構え業務を行っていましたが、近隣に住宅が増加したことを
機会に業務の見直しを実施し、業務の能率化業績向上を促進
するため移転を検討し、実施に至ったものです。
新規移転先では配送物の設置に対応できる広さの自社倉庫
を併設しました。倉庫では以前の場所では十分に対応ができ
なかった作業が可能になり、また倉庫内での作業後すぐに顧
客先への納品が可能となるなど、業務の効率化が図られてい
ます。
移転に伴い業務受注量が以前よりも増加するなど、順調に
業績も向上しています。
今後も新しい自社倉庫、
事務所機能を十分に活用し、
さらなる発展を目指します。

「地元企業の財務支援を通して、社会に貢献する」を理念に
営業しておりました、かがやき税理士法人をはじめとするか
がやきグループが、新幹線三河安城駅北口「KAGAYAKI
SQUARE」に移転しました。これまで以上に地元安城の商工
業発展の応援団としてお客様をサポートできるように社内外
の連携を図ることのできる体制を整えました。今後は、この
場所を拠点にお客様と共に未来を描く仕事に精進して参ります。
当建物は、三河安城駅前のまちづくりも視野に入れ建築家
鵜飼哲矢氏の構想のもと、店舗、オフィス、SOHO、住居、
マンスリー、シェアハウスなど様々なライフスタイルを選択
できる複合的なビルとなっております。事業用賃貸部分には、
レンタル会議室や事業支援、居住用の方には充実した設備や
共用部などハード・ソフトの両面で満足していただける環境
となっております。
「KAGAYAKI SQUARE」は新しい街の形として、ぜひ安城
の皆様にご内覧いただきたいと思いますので、どうぞお気軽
にご連絡、お立ち寄りください。
【KAGAYAKI SQUARE】
http://kagayaki-square.jp
【DATA】

【DATA】

有限会社 石川梱包運輸

住所 安城市池浦町池西 34
TEL 0566-74-5189

かがやき税理士法人

住所 安城市三河安城本町 2-1-10 2F
TEL 0566-77-0803
URL http://www.kagayaki-tax.com

曙工業株式会社

とんかつの廣

航空機産業先進事例として
三重県で事例発表

2005年のリニューアルオープンから10年。
さらなる進化を求め「ニューとんかつの廣」始動！

自動車部品量産加工・試作加工を手掛ける里町の曙工業株
式会社（里町・杉山明隆社長）は、2012年より航空機部品（装
備品）の製造を開始し、現在ではアジアNo.1航空宇宙産業ク
ラスター形成特区の認定を受けています。去る11月11日、
三重県工業研究所にて開催された平成27年度三重県戦略産
業雇用創造プロジェクト事業「自動車部品高度化研究会」の第
4回講座「自動車部品から航空機部品へ」において、事例発表
をされました。
航空機産業に進出するにあたっての留意点や、参入に必要
となるJIS-Q9100取得に向けたプロセス、厳しい品質管理
を可能とする社内体制の構築について、同社取締役工場長の
杉山鉄治氏が詳しく解説されました。参加した三重県の製造
事業者の方々は、自動車部品産業から航空機産業への進出を
果たすに至った発表内容に熱心に耳を傾けていました。
航空機産業進出に至るまでには多大なご苦労と、設備投資
が必要であったと思います。この度の事例発表は、これまで
の同社の取組みが高く評価された結果に実現したものです。
そのご活躍に敬意を表するとともに、商工会議所は今後も次
世代産業に進出を目指すものづくり
企業を応援してまいります。

地元三河産を中心に東海地方の品質、鮮度の良いものを取
り扱う揚げ物専門店「とんかつの廣」がリニューアルオープン。
2005年にリニューアルオープンを機に現在の三代目店主
となった同店。前回のリニューアルオープンでは、三代目が
名古屋の某有名洋食店で修業した経験をもとに「もっと多く
の人たちにウチのとんかつを食べて欲しい」を表現。JAZZ
が流れるオシャレな雰囲気の中、女性でも食べやすいとんか
つを提供するスタイルに変えたことで遠くは東京、大阪から
もお客さんが来店される人気店へと。
そして、今回さらにステップアップした次のステージに進
化していく「とんかつの廣」。今回のリニューアルでは、ゆっ
たりした空間を演出することで老若男女、様々なシーンでと
んかつが楽しめる居心地の良さが充実。さらにリニューアル
に併せ、11月からは新メニュー、旬の限定メニューなどニ
ューとんかつの廣を楽しめるメニューが満載。進化し続ける
「とんかつの廣」で新たな発見、
美味を堪能してみては。

【DATA】

曙工業株式会社

住所 安城市里町南歌口 55-1
TEL 0566-97-0677
URL：http://www.akevono.co.jp/
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【DATA】

とんかつの廣

住所 安城市東新町 9-22
TEL 0566-75-2109
URL：http://tonpiro.com

会員事業 所 訪 問
ホームページにも掲載中

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

サンライト・シールド株式会社
開発期間34年！高品質・経済的なオリジナル遮熱ベスト塗料を市場化しました！
今回は11月に開催されたメッセナゴヤ2015の愛知県商工会議所連合会ブースに出展したサンライト・シールド㈱をご紹介
します。同社は、産学連携や実証実験を重ね、窓ガラスに塗るだけの遮熱ベスト塗料「サンライト・シールド（C-1000）」を開
発しました。サンライト・シールド(C-1000)は窓ガラスに塗布することで、ビル、オフィス、店舗、各施設、住宅などの、
窓ガラスから侵入する赤外線を90％カットすることが可能。冷暖房への負担を減少させ、省エネ・コストダウンに貢献する
新商材です！主な効果としては①エアコンの使用電力に対し、18％の節約が可能、②わずか5〜6年
（目安）で初期投資額を回
収、その後22年で投資額3倍相当が削減利益となる、③80％可視光線透過率のため景観を損ねない、④CO2削減に寄与する
等が挙げられ、従来商材にはない優れた品質とコストパフォーマンスを備えています。
34年もの期間を費やし、ついに市場化に至った新商材「サンライト・シールド(C-1000)」。メッセナゴヤ会場内での評価も
上々であったとのことです。鈴木社長は「地球環境の保全と、企業や各種団体の経費削減を同時に実現することで、次世代を
担う子どもさん方が希望の持てる世界を作ることが当社のミッション」
と語ってくれました。
環境首都を目指す安城市企業のオリジナル製品を是非ともお試し
JR東海道本線
ください！
営業時間
休 業 日
所 在 地
電
話

OHANA CURRY

10：00〜17：00
土・日曜日
三河安城本町1-31-2
72-5156

★
三河安城駅西

二村

JR東海道
新幹線
三河安城駅

ドーミー
イン

洋服の
青山

サークルK 三河安城駅前

48

ホテル
グランドティアラ

クーポン付

笑顔が隠し味のカレー専門店で幸せのスパイスをお届け！
今回は、御幸本町に新しくオープンした黄色の外観が印象的な「OHANA CURRY」
をご紹介し
ます。今池町にある老舗のしらゆきがプランニングしてカレー専門店を始めました。
マスターオススメメニューは、お店の名前にもなっている
「オハナカリー（880円）」！マスターこ
だわりの牛すじを使用し、じっくり煮込んだ牛すじの旨みがたっぷりカレーのルーにとろけた和
牛牛すじカレーになっています。カレーにはミニサラダが付き、オハナカリーセット
（1,380円）
にすると前菜3種、カレーデザート、ドリンクが付いてきます。
このカレーは、元々しらゆきでお店のまかないとして出しており、多くのお客様から好評いただいていたことから、看板メ
ニューとして登場したそうです。
また、スープ状のカレーにご飯を浸して食べるスープカレーも人気メニューで、チキン
（880円）と海鮮（980円）から選ぶこ
とができます。
全てのカレーの辛さを甘口から激辛までの4種類から選択できるため、甘党から辛党の方まで幅広いお客様に支持されてい
ます。
お店で使用するお米は、全て新潟産の華麗米を使用しており、オーナー自らがカレーに合うお米を探し出した最高のお米に
なっているそうです。
JR東海道本線
安城駅
マスターとオーナーがこだわりぬいた究極のカレーをぜひ一度食べてみてはどうでしょう。

▲オハナカリー

UFJ
駐車場は
店舗北Ａ〜Ｄ

P

★

→ →

11：00〜17：00
日曜日
御幸本町10-15 マンション御幸1階
74-3900

光徳
保育園

→ →

営業時間
定 休 日
所 在 地
電
話

セブン
イレブン

柴田

桜町

JA
御幸本町西

御幸本町

桜町小

◯有効期限

平成27年12月末日

活動報告ダイジェスト
版
プレゼンテーション基礎セミナー
10月28日（水）にプレゼンテーション基礎セミナーを開催
しました。
当日は、有限会社幸プランニング代表取締役社長の長野ゆ
き子氏を講師にお迎えし、プレゼンテーションの基礎知識を

マイナンバー対策！実践講座
平成28年1月からマイナンバーの利用が順次開始されるな
かで、人事・労務・経理などの実務担当者を対象に、11月4
日（水）に金融部会主催セミナー「マイナンバー対策！実践講
座」を開催しました。

はじめ、信頼を高めるアプローチの方法、自社の提案力をさ

当日の講師に社会保険労務士法人名南経営の安藤慎祐氏を

らに高めるためのプレゼンの仕方などについてご教授いただ

お招きし、企業にとって従来の手続き業務に大きく影響を及

きました。

ぼす会社の実務対応や、マイナンバー利用開始までに押さえ
ておくべきポイント等
について詳細にご教授
いただきました。
参加者60名は、マ
イナンバーに備えた会
社実務と具体的な対応
策について理解を深め
ていました。

税の表彰式

消費税転嫁対策セミナー

安城市内の小学校および中学校より習字と作文を募集し、

個人および法人事業所の経営者、幹部社員、経理・総務担

その中から優秀な成績を修めた生徒・児童に対して、11月

当者を対象に、11月10日（火）に消費税転嫁対策セミナー「消

16日（月）に「税の表彰式」を開催し、それぞれ表彰しました。

費税10％引き上げに備える！理解しておきたい経営と経理

今回の表彰式は、刈谷納税貯蓄組合連合会が税を考える週

実務のポイント」を開催しました。

間の事業の一環として開催し、当日は、刈谷税務署長ならび

大山康範税理士事務所の大山康範氏を講師にお呼びし、平

に安城市長をお迎えし、表彰状および副賞の授与を行い、学

成29年4月より消費税10％の引き上げが予定されているな

校関係の皆様や、保護者の皆様とともに受賞者を祝福しまし

かで、増税前に実施すべきことや、増税に伴う経理実務に必

た。

要なことなどについてご教授いただきました。また、実務対
策だけでなく、売上・
利益アップのポイント
についてもご解説いた
だきました。
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〈11月15日現在〉
事業所名

株式会社笠原ダイホー電気

事業所名

笠原司法書士事務所

所在地

法連町13-21

所在地

法連町13-21

代表者

笠原義春

代表者

笠原昇悟

業

種

家電小売業

業

種

司法書士業務

電

話

76-1030

電

話

71-5005

事業所名

株式会社Ｕサービス

事業所名

Avenir・Eree (SmileyMAMA)

所在地

新田町小山西68-1 小山ビル3階

所在地

日の出町3-1 ハイライフマンションHORIO1階

代表者

中野隆生

代表者

大城知香

業

種

人材派遣業

業

種

美容（整体サロン）

電

話

78-5878

電

話

090-9662-6801

事業所名

株式会社琉球総本舗

事業所名

HIDE 和太鼓 school

所在地

城南町1-15-7 グランピア城南403

所在地

根崎町西根66

代表者

伊藤仁志

代表者

由良英寛

業

種

医療、介護

業

種

太鼓school

電

話

93-3013

電

話

070-5332-3074

事業所名

合同会社KMY

所在地

桜井町半抜80-1

代表者

佐子和里

業

種

通所介護、介護予防通所介護

電

話

55-2828

会員の動き
【代表者変更】
株式会社玉井設計
玉井光洋

→

玉井秀一

株式会社テクノフォームジャパン
小栗恒憲

→

中川卓弘

愛知県の特定最低賃金改正のお知らせ
愛知県内の特定の産業に適用される７業種の特定最低
賃金について、平成27年12月16日から改正されます。
このため、既に10月1日に改正されている「愛知県最低
賃金」と併せ、愛知県の最低賃金（時間額）は、次のとおり
となります。
最低賃金名

時間額

発行日

愛知県最低賃金

820 円

平成 27 年 10 月 1 日

＜特定最低賃金＞
鉄鋼業

912 円

はん用機械器具製造業

882 円

機密機械器具製造業

841 円

電気機械器具製造業

852 円

輸送用機械器具製造業

890 円

各種商品小売業

823 円

自動車（新車）小売業

873 円

平成 27 年 12 月 16 日

あんじょう商工会議所
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創立20周年記念式典を終えて

実行委員長

白谷隆子

去る11月17日（火）、ホテルグランドティアラ安城に於いて、ご来賓、県内商工会
議所女性会会員、商工会議所関係の皆様総勢143名をお迎えして盛大に行われました。
9時30分よりご来賓、県内18女性会の方々にご来場いただき、当日出席の当女
性会会員52名で「おもてなしの心」で対応いたしました。記念式典では
「女性会20周
年の歩み」を紹介し、記念講演会では俳優の水澤心吾氏による「決断・命のビザ SEMPO
杉原千畝物語」一人芝居を鑑賞し来場の皆様より感動の声をいただきました。
記念パーティーではフラガールによるフラダンス、青年部によるパフォーマンス
で一気に盛り上がり皆様に喜んでいただきました。
最後に皆で一つの円になって「上を向いて歩こう」を歌い、商工会議所女性会を盛
り立てていく決意を示し、和やかな雰囲気で15時に終えることができました。会
員の皆様の多大なるご支援、ご協力を賜り誠にありがとうございました。

第１回 教養サロン「杉原千畝を知ろう」
第１回教養サロンに参加させていただきました。創立20周
年記念講演会のテーマである「杉原千畝を知ろう」というテーマ
で進められました。
グループディスカッションでは大変盛り上がり、千畝氏の素
晴らしい決断、家族の協力、まさに計り知れない
「人道」がひしひしと伝わってとても感動しました。同じ日本人
として誇らしい気持ちで一杯になりました。
教養サロンに参加して「人道」について改めて考えさせられる
機会をいただきました。

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

− 12−

あんじょう商工会議所

よりお申込みいただけます。

交流研修委員

岡田嘉子

行事予定
●12月6日（日）
元気フェスタ2015
●12月21日（月）
元気フェスタ反省会
師崎太っ腹にて

〜安城警察署からのお知らせ〜
「年末の交通安全県民運動」が開催されます
期間：平成27年12月1日（火）から12月10日（木）までの10日間
重点：○飲酒運転を根絶しよう
〇子どもと高齢者を交通事故から守ろう
〇夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗車中の交通事故をなく
そう
〇後部座席を含めた全ての座席でシートベルトとチャイルド
シートを正しく着用しよう
スローガン：ストップ・ザ・交通事故 高めようモラル守ろうルール
広めよう交通安全スリーＳ運動 Stop・Slow・Smart

YEG

安城ＹＥＧだより

安城商工会議所青年部

11月例会
11月18日に商工会議所3階研修室において

11月例会を行いました。

今回の例会は『個性学を学びコミュニケーション力を身に付けよう』と題しまして、己の個性を知り、相手の個性を知ること
で、伝えるための方法やポイントを理解し、そのうえで適切なコミュニケーションをとる為の能力を身に付け、伝える力を養
うこと。そのほか自社事業のPRやセールスにも役立てて頂くための目的として行いました。
経営コンサルティングとして多様な実績を持つ「柴田

肇氏」を講師にお迎えし、個人別で作成した資料を基に人それぞれの

有効なコミュニケーションの仕方、付き合い方、帝王学を基づく指針などさまざまな興味深い内容での講義をしていただきま
した。
参加者の皆様には、今後の社業展開などに何らかのヒントやきっかけを見出すことができたのではないでしょうか？

私は

今回の例会で人との付き合い方に関する準備や心構えの基本を勉強させていただきました。
参加いただきました皆様ありがとうございました。

（記事/

鈴木

章史）

新入会員 オリエンテーション
11月12日（木）に旬彩会席田和において、オリエンテーションを開催いたしました。
内容は研修委員会が進行の下、新入会員のメンバーに対し、商工会議所青年部に加入した事に対するお祝いの言葉を述べられ
た後、年間事業計画や組織図等の説明があり、プロジェクターを使用して、青年部全員の連絡ツールである "ＡＴ(エンジェル
タッチ)" の使用説明が行われました。
その後、懇親会として 田和さんの料理をいただきながら交流を深めました。

トーク

元気ノ助のメールで投句

師が走る 元気フェスタは 子が走る
安城 元気ノ助︵ 才・？町︶

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

？

（記事/ 井上 寛久）

ー12月例会「安城元気フェスタ2015」ー
12月例会を下記のとおり開催します。
○日時
○場所
○内容

平成27年12月6日 終日
安城市総合運動公園一円
各種イベントを通じ地域活性化と、野球等のスポーツを
通じて将来を担う青少年の健全育成を図ります。また
「明るい安城」
「元気な安城」を創造し、地域に根ざしたイ
ベントとして安城がどの地域よりも明るく元気な地域
であることを実感してもらうことを目的としています。
あんじょう商工会議所
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解説マイナンバー

第６回

厳格な本人確認方法

前回は、通知開始時の注意点や、マイナンバー取得時の利
ナンバー記載の住民票」で、「②身元確認」を「運転免許証」か
用目的の通知について解説させていただきました。今回は事 「パスポート」などで行うようになっています。もっとも、マ
業所における、マイナンバー取得時のポイントを解説いたし
イナンバーの住民票への記載は平成28年１月以降となって
ます。
いますので、今年末の「①番号確認」は「通知カード」のみとな
さて、前回でも述べましたがマイナンバーを利用する事務
りそうです。
は厳しく制限されており、①社会保障、②税、③災害対策の
それでは「運転免許証」や「パスポート」を持っていない場合
３つの分野に関する手続き書類の作成事務を行う必要がある
などはどうなるのでしょうか。これらのルールについて詳細
場合に限り、本人にマイナンバーの提供を求めることができ
に定められていますが、３分野の事務のうち②の税分野につ
ます。その際には利用目的の明示とともに、なりすましなど
いて国税庁（税分野の個人番号利用事務実施者）が「国税分野
の防止のために本人確認が求められています。
における番号法に基づく本人確認方法」を公表していますの
この本人確認の方法も厳格に決められており、そのマイナ
でここに書かれた例示に従って本人確認をすることができま
ンバーの番号が正しい番号がどうかの確認「①番号確認」と、
す。
その手続きを行っている者がそのマイナンバーの正しい持ち
しかし、①社会保障分野については、平成27年７月14日
主であることの確認「②身元確認」を行わなければなりません。 現在、厚生労働省（社会保障分野の個人番号利用事務実施者）
からこれらの基準は公表されていません。従って、①の社会
この①、②の２つを同時に行えるのが「個人番号カード」で
保障分野における本人確認の仕方は原則通りの方法となりま
す。
すので注意が必要です。
「個人番号カード」は、平成28年１月以降希望者に発行さ
なお、②の税分野における、「扶養控除等申告書」の会社へ
れるカードで、表面に顔写真と氏名、住所、生年月日、性別
が記載され、裏面にマイナンバーが記載されます。そのため、 の提出義務者は従業員となるため、本人確認は従業員のみで
よく、扶養親族の本人確認は会社がする必要はありません。
裏面で「①番号確認」、表面で「②身元確認」が行えるようにな
それに対し、国民年金の第３号被保険者の届け出は会社への
っています。
提出義務者は配偶者である第３号被保険者となるため、従業
なお、この「個人番号カード」の申請書が住所や氏名などを
員のマイナンバーと配偶者である第３号被保険者のマイナン
印字した上で、平成27年10月以降に住民票の住所地に簡易
バー両方の本人確認が必要です。
書留で届く通知に同封されます。希望者はこの申請書に署名
さらにご注意いただきたいのは、このときに従業員が配偶
または押印をし、写真を添付の上、送付すると無料で「個人
者である第３号被保険者に代わって提出する場合、代理人と
番号カード」の交付を受けられます。平成28年１月以降に個
なるため、①代理権、②代理人の身元確認、③本人の番号確
人番号カードの受け取り通知が届いたら、各市町村の窓口で
認の３つを確認する必要があります。また、対面での確認に
受け取ります。また、個人番号カードの有効期限は、20歳
は「個人番号カード」
「通知カード」
「運転免許証」や「パスポー
以上が10年、20歳未満が５年となっています。
ト」などは現物の提示が求められていることにも注意が必要
ところで、前回、年末調整がマイナンバーの収集の機会と
です。
申し上げましたが、この「個人番号カード」の発行は平成28
「個人番号カード」は本人確認にも便利なので、ぜひ無料で
年１月以降となりますので、今年末の場合「個人番号カード」
交付を受けていただきたいと思います。
以外の本人確認の方法となるでしょう。個人番号カードが無
特定社会保険労務士 小林 元子 氏
い場合は、原則として「①番号確認」を「通知カード」か「マイ

各種マイナンバー冊子 配布中！
平成28年1月から運用が開始されるマイナンバー制度に先
駆け、当所では、内閣府からの『マイナンバー社会保障・
税番号制度が始まります！』をはじめ、『マイナンバー対応
規程・書式集』および『マイナンバー対応チェックリスト』
の冊子を窓口にて無料配布しております。ご希望の事業所
は、当所までご連絡ください。
※数に限りがございますので、ご了承ください。
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