
「日本は良くなるか～揺れ動く内外情勢と今後の政局～」
～時局講演会～

と　き　平成28年6月14日(火)　14時00分～15時30分
ところ　安城商工会議所　５階　大会議室
講　師　時事通信社  特別解説委員  田﨑　史郎 氏

※詳しくは、今月号の折込チラシをご覧ください。
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安城商工会議所事業のご紹介
役員および従業員の福利厚生制度にご活用いただけます！

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・おすすめサービス

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

『たなばた共済』をご利用ください！

病気、災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を問わず24時間保障されます。

入院給付金付災害割増特約・ガン死亡特約付 福祉団体定期保険
＋

安城商工会議所独自の給付制度（見舞金・祝金（品）・助成金制度）

記載の内容はたなばた共済制度の制度内容の一部を記載したものです。
ご加入にあたってはパンフレット、重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）を必ずご覧ください。

１年更新で医師の診査なし

業務上･業務外を問わず24時間保障

毎年収支計算し
剰余金があれば

 配当金も！福利厚生制
度

にご活
用いた

だ

けます

商工会議
所独自の

給付制
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も！

安城商工会議所 ☎ 0 5 6 6 - 7 6 - 5 1 7 5
〒446-8512 愛知県安城市桜町16-1 〔引受保険会社〕アクサ生命保険株式会社

お問い合わせ先



今月のみどころ

安城商工会議所 行事予定

今月の会員事業所紹介

特集「軽減税率対策補助金」7

ガンバル事業所、応援します！8

株式会社名古屋モーション
　　　　　　　コントロール
　所在地　安城市篠目町古林畔104-2
　電　話　0566-72-4272

居酒屋 日向
　所在地　安城市日の出町10-16
　電　話　0566-87-7575

６月

７日㈫
８日㈬
８日㈬
12日㈰
13日㈪
14日㈫
16日㈭
19日㈰
24日㈮
26日㈰
28日㈫

高校進路指導担当者との情報交換会
経営相談
金融相談（日本政策金融公庫）
日商簿記検定試験
安城商工会議所 常議員会
時局講演会
法律相談
カラーコーディネーター検定試験
金融相談（愛知県信用保証協会）
珠算検定試験
安城商工会議所 通常議員総会

13：30～17：00
10：00～12：00
10：00～12：00

14：00～15：30
13：00～16：00

13：00～16：00

５月

11日㈬
11日㈬
11日㈬
17日㈫
19日㈭
24日㈫
26日㈭
27日㈮
29日㈰

建設部会主催セミナー
経営相談
金融相談（日本政策金融公庫）
税務相談
法律相談
仕事の段取り力セミナー
今から始める３次元CAD（初級編）
金融相談（愛知県信用保証協会）
安城七夕親善大使オーディション

14：00～16：00
10：00～12：00
10：00～12：00
13：00～16：00
13：00～16：00
10：00～17：00
13：30～16：30
13：00～16：00

　和泉町で金型部品の製造を行っている株式会社アムトでは、世界でたった一つの未来へ残る記念商品を
提供したいという想いから、３Ｄプリンターを活用したフィギュア「３Ｄプリントフィギュア」の製造・販
売を開始しました。
　素材は石膏を使用しており、等身大の10分の1サイズのフィギュアが基本サイズとなっています。最大
25㎝のフィギュアを作ることができ、1体5万円前後で制作できます。
　また、従来では常に動く対象物は難しいとされていた愛犬などのペットに関しても試行錯誤の上、フィ
ギュアにできる技術を開発し、サイズ8㎝で3万9,000円から作成することができます。
　長年培った同社の技術を用いることにより、今にも動き出しそうな表情や体の動き、その人にしか無い
姿勢・体型を精巧かつ鮮明に表現しています。 様々な記念の際に“温もり”のカタチを感じるフィギュアを
ぜひ検討してみては。
【お問合せ】 株式会社アムト
　　　　　 所 在 地 ： 安城市和泉町北大木1-5
　　　　　 連 絡 先 ： 0566-92-7220（本社）
【フィギュア製作お問合せ】 0566-92-2422（3D事業部）

大切な思い出をカタチに！新商品「３Ｄプリントフィギュア」販売開始！！

今月号の表紙　株式会社アムト
表紙の写真／©スタジオ RAY 田中克浩

　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」を掲載しています。掲載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

安城商工会議所会報誌　表紙掲載事業所の募集！

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」

特集「景況調査」6

折込「健康診断」
折込「安城七夕まつり 
　　　　安城『イチオシ』グルめぐり出店者募集」

－３－あんじょう商工会議所



■ とき　■ ところ　■ 対象　■ 講師　■ 内容　■ 定員　■ 受講料・入場料　■ 問合せ時 場 対 内講 定 ￥ 問

～消費税率引き上げに備える経営力強化セミナー～

明日からすぐ使える営業実践術 受講者募集！
　公共工事や下請受注工事が多い建設業においては、まだ
まだ営業業務に対して十分な人材の育成や営業実務に注力
をしている企業が少ないのが実情です。
営業は会社の根幹を担うテーマでもあり、営業実務ができ
ている企業の業績は着実に向上しています。
今回のセミナーでは、明日からすぐに使える営業技術の実
践ノウハウを分かりやすく解説しますので、ぜひご受講く
ださい。

時 平成28年5月11日（水）14時00分～16時00分

内 1. 知らないと損する「営業の基本」
2. 顧客の心理をつく技術とは
3. 効率的な新規開拓の進め方
4. 顧客に選ばれる提案営業の極意
5. こんな時はどうする（クレーム対応ノウハウ）

場 安城商工会議所 研修室

￥ 無料

講 コンサルサポートハウス　代表　打尾　貞治  氏
対 経営者、経営幹部、営業担当者

仕事の段取り力セミナー
受講者募集！

　今回のセミナーでは、効率よく仕事を行っていくための
「段取り」のテクニックや環境づくり、時間管理術などに
ついて学んでいただきます。残業が多くて困っている方、
大切な仕事が後回しになりがちな方にオススメですので、
ぜひこの機会にご受講ください。
時 平成28年5月24日（火）10時00分～17時00分

内 1. ワーク・ライフ・バランスの時代…なぜ仕事の
　段取りが必要か
2. 段取りをよくする、整理・整頓の徹底で、段取りの
　環境づくり
3. 業務の見直し、標準化、見える化
4. やるべき仕事の優先順位づけと基本習慣
5. 時間管理術…重要な仕事と緊急の仕事の優先判断、
　集中するための環境づくり
6. どうすれば段取りが上手くいくか（ワークショップ）
7. 報・連・相をスムーズに！

場 安城商工会議所 3階 研修室

￥ 1名9,720円（昼食代・消費税込）
※但し、安城商工会議所会員：1人3,240円（昼食代・消費税込）
（公社）刈谷法人会安城支部会員：1人6,480円（昼食代・消費税込）

定 30名（定員になり次第、締め切り）

講 有限会社幸プランニング
代表取締役社長　長野　ゆき子  氏

東北地方の名産品が50名様に当たる！プレゼントキャンペーン当選者!!
　東日本大震災から5年が経過し、被災地では売り上げ増に繋がる新たな支援が求められています。そこで当所では、七夕まつ
り等で縁の深い岩手県の大船渡商工会議所様のご協力をいただき、会員事業所の皆様に名産品を抽選でプレゼントさせていただ
くキャンペーンを実施いたしました。
　今回は、合計255事業所よりご応募をいただき、誠にありがとうございました。抽選会当日は、地元報道機関のキャッチネッ
トワークおよび安城ホームニュースにお越しいただき、当所田村会頭により抽選を行った結果、下記の事業所の皆様が当選とな
りましたので、ご報告いたします。
　5月中旬頃に大船渡より直接事業所に発送となりますので、お受け取りをよろしくお願いいたします。

【かもめセット彩り（12名）】
㈱石川精工、㈱エム・ティ・エス、㈱エーピーシィ、オノダ工業㈲、神義建築、㈲小池建築、㈱三景クリエイション、㈲シンケン、
日光園、pittanko Japan、㈲吉堅工務店、ロック＆セキュリティＹＯＵ安城店

【三陸海鮮味わいセット（10名）】
安城鉄工業(協組)、井戸直工業㈱、珈琲屋らんぷ安城桜井店、㈱近藤設備、柴田歯科技工所、杉建設㈱、㈱中部日軽、㈱鶴田紙器、
㈱ホッタ商会、横山瓦店

【恋し浜　活ホタテ（10名）】
㈲愛楽園、anjo local food diningひらり、㈱稲垣商店、
エーアイ・マシンテック㈱、きぬた建築設計室、㈱コムライン、
ダイビングショップ　オズ、ニチモウ印刷㈱、ブティックinda、
丸石工業㈱

【甘口塩うに（10名）】
東寿司、㈲朝岡サッシセンター、㈲浦谷製作所、ＥＮＴＲＹ㈱、
畔柳義光税理士事務所、㈲たつみ麺店、大興タクシー㈱、
トピー実業㈱安城営業所、早川建築、フットバランス

【うんみゃがすと！（8名）】
㈲石川土建、クリップアート、(協組)サルビアスタンプ会、
ジャパンピアノクリニック、ソウリンサイクル商会、㈲ダイショウテック、
前田社会保険労務士事務所、㈱脇田工業所

建設部会主催セミナー

安城商工会議所 東北復興支援事業

プレゼント当選事業所一覧 ＜五十音順・敬称略＞

－４－ あんじょう商工会議所

商工会議所からのおしらせ



～第63回安城七夕まつり～
市民スクエア ステージ出演者募集！

きーぼー自販機
設置事業所の募集！

　安城七夕まつり公式キャラクター「きーぼー」のデザイ
ンが目を引く自動販売機の設置事業所を募集しています。
　従来ではダイドードリンコの自動販売機のみが対象でし
たが、この度、コカコーラの自動販売機でも対応できるよ
うになりました。
　設置等にかかる費用は無料で、月々に発生する電気代の
み設置事業所様にご負担いただくことになります。
　新規の設置事業所を募集いたしますが、現在、上記メー
カーの自動販売機を設置されている事業所で「きーぼー」
のデザインが入った自動販売機に変更したい方も一度ご相
談ください。
　なお、自動販売機の売上の一部は「安城七夕まつり振興
費」として、安城七夕まつりの運営に活用させていただき
ます。

安城商工会議所会費について
　安城商工会議所の平成28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】
５月31日（火）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（水）に指定口座より振替させていただきます。

平成 28年度全期・前期分

　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。

●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時間ごとの枠と希
　望の時間帯を第１～第３希望まで書いてお申込みください。
　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。
●時間枠と時間帯の記入方法
　①－A　10:00～10:30 ①－B　10:30～11:00
　①－C　11:00～11:30 ①－D　11:30～12:00
　ご希望があればＡ～Ｄの時間帯もご指定ください
　※尚、出演者の混雑状況やステージ運営の都合上、ご希望の時
　　間に沿えない場合もありますので予めご了承ください。
●ステージの広さは、およそ縦3.6ｍ×横7.2ｍです。
　（昨年より広くなりました！）
●出演者控え室兼着替えスペースあります！
●備品関係・・・コード式マイク5本、ワイヤレスマイク3本、
　　　　　　 マイクスタンド5本、スピーカー２、ＣＤ、アンプ
●安城商工会議所青年部
　Facebook: https://www.facebook.com/groups/414843371884162/
　ホームページ：http://anjo-yeg.jp/
【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（0566-76-4322）にて安城商工会議所
へお申込みください。
【申込締切】平成28年6月3日（金）必着

申し込み時間枠 8月5日（金）8月6日（土） 8月7日（日）
10：00～12：00
13：00～15：00
16：00～18：00
18：00～20：00

①
②
③
④

⑨
⑩
⑪
⑫

⑤
⑥
⑦
⑧

問 安城七夕まつり協賛会事務局 TEL：0566-76-5175

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2日（月）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。

平成 28年度全期・前期分

会員増強&共済制度加入促進
キャンペーン実施中！

　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株式会
社の推進員がお伺いさせていただき、福利厚生充実のため
の制度「たなばた共済」についてご説明いたしますので、お
時間を賜りますよう、お願いいたします。
　また、今回より新たに当所へご入会いただいた事業所に
ＱＵＯカード（1,000円分）を差し上げます。最近ご商売を始
めた方やまだ商工会議所に入会されていない方をご存知で
したらこの機会にぜひご紹介ください。
【実施期間】５月２日（月）～６月30日（木）
【お問合せ】総務・業務グループ

－５－あんじょう商工会議所



ふくろう

（平成22年4月～6月）

1．調  査  対  象　  対象企業数　会議所役員・会員事業所　75企業
2．調査対象時期　  平成28年1～3月期
　　　　　　　　　 (1)前年同期(平成27年1～3月)と比べた今期の状況
　　　　　　　　　 (2)今期と比べた来期(平成28年1～3月)の先行き見通し
3．企業数内訳

企業数
構成比

製造業

製 造 業

全　産　業

小売・卸業 建 設 業 サービス業

24
32.0%

小売・卸業
12
16.0%

建設業
18
24.0%

サービス業
21
28.0%

計
75

100.0%

　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、△0.1ポイ
ントとなった。全産業において借入難度ＤＩは上昇判断となった。来期につい
ては今期以上に厳しい状態が予測される。特に業況判断については大幅な下降
となる見通しである。

　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。

※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。

凡例▶
△30以上△10超える10～△1010超える30以上

前
年
同
期
対
比

来
期
の
見
通
し

業 況 判 断

売 上 高

売 上 単 価

資 金 繰 り

借 入 難 度

収 益 状 況

雇 用 人 員

業 況 判 断

売 上 高

売 上 単 価

資 金 繰 り
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安城市内景況調査結果（平成28年1月～3月）

＜ 来期も今期以上に厳しい状態が続いていく見通し ＞
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軽減税率対策補助金をご活用ください軽減税率対策補助金をご活用ください

　消費税軽減税率制度（複数税率）への対応が必要となる中小企業・小規模事業者等の方々が、
複数税率対応レジの導入や、受発注システムの改修などを行うにあたって、その経費の一部を
補助する制度です。

詳しくは専用ホームページ（http://www.kzt-hojo.jp）をご覧ください。

複数税率に対応するレジの新規導入や、既存レジの
複数税率対応のための改修を支援

電子的な受発注システム（EDI/EOS等）を利用する
事業者が、複数税率に対応するために必要となる機
能の改修・入替を支援

原則2／3
※導入費用が３万円未満の機器を１台のみ
　購入する場合3／4
※タブレット等の汎用端末は1／2
 （周辺機器とのセット購入のみ補助対象）

改修・入替に係る費用の2／3
※補助対象範囲外の機能を含むパッケージ、製品、
　サービスについては初期購入費用の1／2が補助
　対象経費となります。

レジ１台あたり上限20万円
※新たに行う商品マスタの設定や機器設置（運搬費
　含む）に費用を要する場合は、さらに１台あたり
　20万円まで加算
※複数台数申請等については、1事業者あたりの上限
　は200万円

小売事業者等の発注システム：上限1,000万円
卸売事業者等の受注システム：上限150万円
※両方の改修・入替が必要な場合：上限1,000万円

申請者自身による申請に加え、ホームページで公表
するメーカー、販売店、ベンダーなどによる「代理
申請」等の利用が可能。また、基本的には、申請書
数枚と証拠書類で申請が可能。

専門知識を必要とするシステムの改修のため、申請
者に代わって、あらかじめ事務局が指定したシステ
ムベンダーなどが、原則「代理申請」を行う。

○機器導入・改修後に申請
※申請は随時受付（平成29年5月31日まで）

B－１型：システム改修・入替前と改修・入替後の
　　　　  ２段階の申請
B－２型：システム改修・入替後に申請
※申請は随時受付。ただし、平成29年3月31日まで
　に事業完了が必要

○レジ本体
○レジ機能に直結する付属機器（レシートプリンタ
　・キャッシュドロア・バーコードリーダー・決済
　端末及びリーダー・カスタマーディスプレイ・ルー
　ター・サーバ）
○機器設置に要する費用（運搬費含む）
○商品マスタの設定費用等
※リースによる導入も補助対象
※レジには、POS機能のないレジ、モバイルPOS
　レジシステム、POSレジシステムなどを含む
※具体的な対象機種等は、追ってホームページで
　公表

○複数税率対応に伴う電子的受発注データのフォー
　マットやコード等の改修
○現在利用している電子受発注システムから複数税
　率対応したシステムへの入替
○電子的受発注に必須となる商品マスタ、発注・購
　買管理、受注管理機能のうち、複数税率対応に伴
　い必要となる改修・入替
※電子的受発注システムは利用していないが、取引
　先の要請等により、新規にシステムを導入する場
　合は、補助対象
※受発注等の商品管理や会計システムなどが一体と
　なったパッケージソフトについては、電子的受発
　注システムの機能を含むものであれば、その範囲
　で支援対象
※リースによる導入も補助対象

お役立ち補助金情報！

補助額
上　限

概　要

補助率

補　助
対　象

申　請
支援等

申請の
タイミング

【Ａ型】複数税率対応レジの導入等支援 【Ｂ型】受発注システムの改修支援

－７－あんじょう商工会議所



株式会社日洋工業 シンテック株式会社

【DATA】
株式会社ネクスト
（安城ハム食肉センター）
住所 安城市福釜町
TEL  0566-91-7286

株式会社ネクスト

　ガンバル事業所のコーナーでは、当所会員事業所限定にて
自社の新商品・新製品・新サービス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、当所では、会報誌のガンバル事業所コーナーに掲載す
るだけでなく、会員事業所の新しい情報を報道機関に随時プ
レスリリースするサービスや、報道機関を一堂に集めて担当
者より新しい情報を発表していただく合同プレス発表会等も
行っておりますので、報道機関に取り上げていただきたい内
容がございましたら、ぜひ当所まで併せてご一報ください。

【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

会員事業所の皆様の

新しい情報をお待ちしております！ 碧海の大地「安城」から匠の味をお届け！
「安城ハム食肉センター」オープン！

　赤松町にあるデンパーク内で地元三河地区の素材を使って
レストランの運営や手作りハム・ソーセージ・パン・ジェラー
ド等の製造・販売を行っている株式会社ネクストは、４月１日
にデンパーク近くの安城市福釜町に「安城ハム食肉センター」
を開設しました。
　安城ハム食肉センターでは、食肉卸業として株式会社ネク
ストの新ブランド「安城ハム」の原料や、自社の飲食店の焼肉
原料、安城市の外食産業様を中心に食肉販売をしています。
　同社の経営理念に「地域に根ざした信頼される会社を創る」
を掲げており、安城ハムだけでなく、三河地域の豚肉を使用し
たブランド商品の開発を積極的に進めていき、これまで以上
に安城市を盛り上げていくための第一歩として食肉センター
を建設しました。
　現在は、市内大型店や産直センター等に設置しているデン
パーク安城ハム売り場での販売や市内飲食店への卸売りなど、
市内を中心に事業を行っているが、今後は、より多くの方々に
安城市を知っていただくため、市外も視野に入れた展開を検
討しています。
　今後も地産地活を基本と
した株式会社ネクストの活
動から目が離せません。

【DATA】
シンテック株式会社
代表者 代表取締役社長 石川佳正
住　所 安城市東別所町応 42
TEL 0566-76-5368  URL：http://www.thing-tech.com/

改正ISO9001/14001を東海地方で初めて
同時・統合認定されました！

　「人間工学に基づいた 安心・安全な環境づくり」を合言葉
に、エアーバランサや空調、集塵ダクト等の設備を提供する
シンテック株式会社が、2015年改正版ISO9001/14001を
東海地方で初めて同時且つ統合で取得し、去る平成28年3月
18日に、同社を会場として認証授与式が開催されました。
当日は、ISO認証・審査機関であるBSIグループジャパン株
式会社 代表取締役社長の竹尾氏から登録証が授与されました。
　登録証を受け取ったシンテック株式会社の石川社長は、
「この度の2015年改正版ISOを同時統合的に取得できたこ
とは、リーマンショック以降に社員が一丸となって、改善活
動を積み上げてきた成果です。今後は今回作成したマネジメ
ント体系を当社の【地図】として十分に活用していきたい」
と喜びとともに今後の抱負を語ってくれました。審査の過程
においても不適合ゼロと評価されたことからも、トップから
現場までの意思疎通の良さが垣間見えます。ISOの本質は絶
え間のないPDCA活動とも
言われます。シンテック株
式会社のチームワークは、
多くの企業の範となるので
は？

【DATA】
株式会社日洋工業
代表者 名知康利
住　所 安城市城ヶ入町団戸 173-5
TEL  0566-92-2273
URL：http://www.nichiyou.jp/

効率と安全を両立する
新工場が完成！

　精密板金加工を手掛ける株式会社日洋工業が新工場を完成
させ、5月中旬の稼働開始となりました。これまで金融機関で
使用される端末等の筐体・部品製造を主に行ってきた日洋工
業。顧客からの増産依頼に対応する為、周辺用地に工場を拡張
してきたため、移動効率が向上せず、生産効率を最適化するこ
とを長年の課題としてきました。一方で、大手メーカーからの
BCP（事業継続計画）対応要請に対し、社員一丸となり創意工
夫をもって改善を継続してきました。その改善率の高さは取
引先からも高い評価を得ており、継続的な製品安定供給に関
するノウハウを蓄積してきました。
　このほど完成した1,043㎡の新工場は、生産効率10％向上
を実現できるとともに、経験に基づいたBCP対策を随所に盛
り込んだ設計となっています。中でも組付工程の充実は大手
メーカーも驚くほどの充実ぶり。「今後、生産のユニット化を
図り、顧客の期待に応えてまいりたい」と名知社長は笑顔で語
ります。得意とする精密
加工と、新たに拡充する
組付工程に大きな期待が
寄せられています。

－８－ あんじょう商工会議所

ガンバル事業所、応援します!!



障がい者雇用型企業として

お客様同士が仲良くなれる楽しい空間
　日の出町の「居酒屋　日向」。一昨年11月に現在の場所に移ってから、1年5ヶ月。宮崎県出身の気
さくな大将との会話も弾む居心地の良いお店です。
　日向では季節の料理と美味しいお酒が存分に楽しめます。お勧めは郷土料理の「宮崎名物チキン南
蛮」。タルタルソースにこだわった田舎の味、絶品です。他にもオーナーの名前がついた京風の「ゆう
ちゃんのだし玉子」。薄味でだしが多いのが特徴。するめイカを丸ごと使った「イカわた焼」。ねぎまの
元祖「ネギマグロ」。
　その他その日限定の旬のもの、市場で厳選した他ではめったに味わえない珍しい料理（鯨のさしみ）
などが堪能できます。
　Facebookを利用して、今日のお勧め料理や新しいお酒の入手情報なども確認できますよ。
　貸切（座敷20名、カウンター10名）可能なので、気楽な飲み会もOK。オードブル（要予約）も予算に応じて作っていただけるの
で、自宅でのパーティーなどで贅沢を味わってみてはいかがですか。

　今回ご紹介するのは、篠目町にある小型モータ設計製造および各種作業請負の「㈱名
古屋モーションコントロール」。同社の主力である小型モータは、お客様の使用方法な
どに応じて最適な仕様を提案し、中国のOEM先で生産するため安価で提供でき、安心の
国内設計で定期便による海上輸送のため、小ロット対応も可能です。
　また、同社の別部門（ＮＭＣワークス）では、自動車産業を中心に検査および組付け作
業を請負いし、独自の簡易の検査器製造技術を持ち、生産効率を高め、お客様のコスト
ダウンに役立っています。企業理念を「人との絆で社会貢献」とし、障がい者就労支援に積極的に取組み、ハンディキャップを

持った人々に対し、同社がアッセンブリ・検査工程で培ってきたノウハウをいかした技術指導を行
うことで、多くの企業に正社員として採用されるためのステップアップの場を提供し続けています。
人手不足による組付け検査工程でお困りの企業は、㈱名古屋モーションコントロールにご相談して
みてはいかがでしょうか。

株式会社名古屋モーションコントロール

居酒屋 日向

●所 在 地　安城市篠目町古林畔104-2
●電　　話　0566-72-4272
●定 休 日　週休2日
●営業時間　http://www.nagoyamotion.com

●所 在 地　安城市日の出町10-16
●電　　話　0566-87-7575
●定 休 日　月曜日
●営業時間　17：00～24：00
　　　　　　（オーダーストップ 23：30）
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ホームページにも掲載中　http://anjo-cci.or.jp/

会員事業所訪問



新入社員研修 製造コース
　製造業事業所に入社された新入社員を対象に、４月１２日
（火）に新入社員研修製造コースを開催しました。
　当日は５７名の方々にご受講いただき、講師の一般社団法
人中小企業支援ナビ講師で株式会社アイリンク代表取締役の
照井清一氏より、５ＳやＱ
ＣＤ、安全管理、報連相など、
これから仕事を行っていく
際に必要な基礎知識につい
てご教授いただきました。

新入社員研修 基本コース
　新入社員を対象に、４月４日（月）から５日（火）にかけて新
入社員研修基本コースを開催しました。
　当日は講師にオフィスPrimaの透　千保氏をお迎えし、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、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77名は、電
話応対の基本や来客応対の
ポイント、報連相の役割、ビ
ジネス文書の書き方等につ
いて学びました。

融資実務者懇談会
　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に出席いただ
き、４月６日（水）に融資実務者懇談会を開催しました。
　当所や日本政策金融公庫、愛知県信用保証協会、安城市役所
商工課の担当者がそれぞれ
の融資制度について紹介を
行い、出席いただいた各金
融機関の融資担当者に対し、
融資に関する協力依頼を行
いました。

商業コーディネーター訪問活動
　安城市は、商業者支援を目的に商業コーディネーターを４
月に設置しました。商業コーディネーターには、これまで中心
市街地において商店街の支援をされていた名倉弘二氏が就任。
三河安城、新安城、桜井エリアを中心に事業所を訪問し、事業
所概要や個店の課題、安城市への要望などを把握し、今後の施
策に反映させていきます。
　当所職員も同行し、個店の課題解決に対し、専門家派遣制度
である「ビジネス問題バスターズ」や販路開拓に対する補助金
「小規模事業者持続化補助金」などを紹介し、課題解決の支援
を行っています。

創意工夫功労者賞 受賞者
　平成28年度創意工夫功労者賞の受賞者が決定し、４月20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６事業所22名の方々が受賞されました。おめ
でとうございます。
【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
　浅井孝一、加藤拓也、神田賢伸、熊倉孝紀、鈴木悟史、
　橋本秀樹、宮田大資　計７名
★アイシン辰栄株式会社　内藤雅仁　計１名
★アイシン精機株式会社
　松本祐二、水野勝也、吉村嘉勝　計３名
★アンデン株式会社　渡邉富美男　計１名
★株式会社浅賀井製作所　近藤健治　計１名
★株式会社デンソー
　伊藤雄治、井上功ノ介、浦上嘉奈恵、岸田　卓、竹林隆行、
　筒井春喜、鶴田　弘、信田真司、渡辺章二　計９名

交通安全啓蒙活動
　当所およびテナントのアクサ生命保険株式会社は、４月６
日（水）および８日（金）に春の交通安全市民運動に合わせて、
朝の通勤・通学時間帯に安城商工会議所前（桜町交差点）にお
いて街頭啓発活動を実施しました。 
　この活動は、地域の安心・
安全の一環として、朝の通
勤・通学時間帯に、自動車利
用者へ交通ルールやマナー
の遵守を呼びかけ、自動車
に係る交通事故の防止の促
進を図ることを目的に行い
ました。

－10－ あんじょう商工会議所

活動報告ダイジェスト版



　新緑の候、温かさを感じる季節となりました。
　27年度は20周年記念を中心とした1年であり、沢山の人・物・場所での縁に出会う機
会でした。また、会長職として多くの会員の方々とお話する機会に出会えたのも大変う
れしく思っています。そして皆さんの声をもっと聞きたいとの思いから、3月28日に
27年度最後の教養サロンを開催し、沢山の貴重な意見を頂きました。それらの意見を
基に、28年度は各委員会での対策、改善等に力を入れ、頑張っていきたいと思っていま
す。昨年同様ご指導の程よろしくお願いいたします。
　20年間の女性会の歴史の中で、歴代会長方が継続して会員の協力のもと頑張ってこ
られた交通安全キャンペーンで昨年は、愛知県知事より、また先月4月には愛知県警察
本部長より、初めて感謝状を頂きました。皆様に御礼申し上げます。
　最後に、フラガール部会世話役の近藤さんの挨拶にもありましたが、いろいろな趣味
を持つ会員の皆さん、是非フラガール部会と共に趣味を披露する機会を増やしません
か。2年目の会長職ですが、人間的にも、会長的にもまだまだ未熟者です。更に成長出来
るよう皆様のご指導、ご協力よろしくお願いいたします。

平成28年度 会長あいさつ 会長 弓場てる子

　先日の定時総会では、皆様のご協力のお
かげをもちまして、滞りなく終了する事が
できありがとうございました。なにぶん未
熟者ではありますが総務・広報委員会一同
で頑張って参りたいと思いますので、女性
会だよりの作成にも皆様のお力添えをよろ
しくお願い申し上げて、ご挨拶と代えさせ
て頂きます。

総務・広報委員会紹介
委員長 本多真由美

　新たな年度を迎え、この度、さんかく21
定期総会に出席させて頂きました。テーマ
≪つながる≫から「私の活動と思い」で、弓
場会長より女性会の活動内容を発表して頂
き、市内でご活動されている方々に女性会
をご理解頂く貴重なお時間を頂きました。
その中で、相互関係や資質向上の為の勉強

の大切さを改めて感じました。何かしたいと思う気持ちは誰にでもあるかと思います。
さんかく21に参加すると視野が広がるのでは？と思いました。

さんかく21定期総会
元気フェスタ委員長 加藤淳子

・ 第1回教養サロン開催
　6月6日（月） 午後より　
　詳細は後日お知らせします。

行事予定

「あいち健康づくり応援カード！～MyCa（まいか）～」協力店 大募集!!
　安城市では、愛知県と協働して市民の自主的な健康づくりを応援する「あんじょう健康マイレージ事業」を実施しています。健康づくり活動を
継続してポイントを貯めることで愛知県下にて様々なサービスを受けられる「あいち健康づくり応援カード～Ｍｙｃａ（まいか）～」が付与され
る事業です。
　ぜひ趣旨にご賛同いただき、様々なサービスを提供していただける協力店への登録をお願いします。
安城市、愛知県と一緒に市民の健康づくりを応援しましょう。
【申込方法】 愛知県のホームページからダウンロードしてください。安城市保健センターの窓口でも
　　　　　 お渡ししています。必要事項を記入の上、安城市保健センターに提出してください。
　　　　　 内容を確認後、愛知県から認定通知および認定ステッカーを送付します。
【お問合せ】 愛知県衣浦東部保健所　TEL：0566－21－4778
　　　　　 安城市保健センター　　TEL：0566－76－1133

▲定時総会の様子 教養サロンの様子▼

▼交通安全
　キャンペーン

▲愛知県警本部長
　から感謝状を
　いただきました
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★講習会・イベント最新情報
★事業所ＰＲ
★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。

安城商工会議所メールマガジン購読者募集中！！

申込み

当所ホームページ→　http://anjo-cci.or.jp

購読無料!!

左下

よりお申込みいただけます。

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



ー ５月例会・通常総会 ーー ５月例会・通常総会 ー

○日　時　平成28年５月16日（月）　19：00～21：00
○場　所　安城商工会議所
○会　費　3,000円
○内　容　平成27年度の事業報告並びに収支決算報告を行い、

平成27年度の締めくくりとします。懇親会には三
味線奏者の山口晃司さんをお呼びし、参加者と料理
を囲みながら親睦を深め、今後の安城YEGの活動に
役立てて頂きます。

５月例会・通常総会を下記のとおり開催します。
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４月例会・親睦交流会

　４月18日（月）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、デン
パーク内の花車にて平成28年度安城商工会議所青年部４月例会が開催されました。
松本会長率いる安城商工会議所青年部の第一回目の例会ということもあり沢山の皆様に参加して頂きました。
冒頭で松本会長、弓場女性会会長に挨拶をして頂きました。
　28年度の方針と各委員会の事業計画を知って頂くための余興が催され、出席者を楽しませてくれました。各々が委員会の枠
を超えて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。
　最後に今回の例会を運営して頂き他委員会の活
動予定等を詳しく知る機会を与えて頂きました交
流委員会の皆様に感謝申し上げます。

（文／広報委員会）

▲会場の様子 ▲弓場女性会会長の挨拶

▲松本会長挨拶

▲交流委員会によるクイズアトラクション ▲豪華な料理に行列

安城商工会議所青年部

安城ＹＥＧだよりYEG
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　40歳を過ぎる頃から、誰もが自覚する「体力がなくなった…」
「無理がきかなくなった…」。
そんな、疲れやすいからだを卒業したい！

なぜ、年を重ねる毎に疲れやすくなっていくか？
　最近、疲れやすさの正体・仕組みが明らかになってきたとい
う。ズバリ、疲れやすさを左右するのは、ミトコンドリアという
物質に原因があった。ミトコンドリアは細胞の中にある器官で、
その働きは「からだを動かすエンジン」に当たる。30代以後、年
とともにミトコンドリアが衰えたり減っていくから、若い頃の
ような馬力がきかなくなってしまうという。
　ミトコンドリアの役割とは、食事から得た栄養と呼吸から得
た酸素を使って、ＡＴＰというエネルギーを放出する物質を
作っている。ＡＴＰは、体を動かす生物のエネルギー通貨と呼
ばれ、手足や心臓の筋肉、脳の活動など私たちが生きていくた
めに欠かせないエネルギーとスタミナの源である。
　ＡＴＰ（スタミナの源）がいかに多く作られるか？ スタミナ
があるとは、ミトコンドリアのＡＴＰを作る働きのスイッチが
どれだけオンになっているかに尽きる訳である。
　通常のウォーキングなどの場合は、それほどエネルギーを使
わないため、ＡＴＰが不足することはない。しかし、少しキツイ
運動をすると、ＡＴＰが不足し、より多くのＡＴＰを作ろうと
して、ミトコンドリアの働きにスイッチが入る。
　つまり、「スタミナ＝持久力」をアップさせるポイントは、細
胞の中のミトコンドリアの働きを増やすこと。少しキツイ運動
をして、「エネルギ－不足の状態」をわざと作ってあげることが、
ミトコンドリアを増やす細胞のスイッチがオンになって、活力
や持久力を向上させる決め手だったのである。
暮らしの生活の中で、どのようにしてミトコンドリアを増やす
か？
　一つには、ミトコンドリアを増やす“スイッチ”は、“ちょいキ
ツの運動”を数分続けるだけでＯＮになるという。暮らしの中
に「ややキツイ有酸素運動」を取りいれることで、ミトコンドリ
アの量を増やすことができる。
　“ちょいキツの運動”の例として、まずご紹介したのは「イン
ターバル速歩」である。たとえば、「早歩き３分間 ⇒ ゆっくり
歩き３分間」×５回（計30分）を週に４日以上行うトレーニン
グ法である。これは、老化防止の“筋力アップ”の方法としても
役に立つ。 

　通勤や買い物の合間に、小まめに数分ずつ早歩きをしたり、
エレベーターを使わず階段を上ったりするだけでもスイッチ
はＯＮになる。ポイントは「少しだけ、しんどいな！」と思うく
らいの負荷を体にかけること。スポーツ選手のようにヘトヘト

になるほどキツイ運動は必要ありません。外に出るのが面倒な
ら、家の中でスクワットを10回するだけでもＯＫです。
この“ちょいキツの運動”を小まめに繰り返すことで、ミトコン
ドリアが着実に増え、スタミナアップ＝疲れにくい体を手に入
れられるという。
　信州大学の能勢博教授の研究では、１週間に合計６０分間積
み重ねられれば、以下のような効果があることが分かってきて
いるという。
１週間後 ････汗をかき安くなって夏バテしにくくなる
２週間後 ････２週間で体重が１キロ減少（※．太り気味の人）
１ヶ月後 ････歩くのがラクになる
２ヶ月後 ････体が疲れにくくなる
もう一つは、食事でミトコンドリアを増やす方法である
　さらに信州大学の能勢博教授の研究によると、ミトコンドリ
アはカロリーを制限したり、“空腹感を感じる”ことでも増やす
ことができるという。
　それは「長寿遺伝子（サーチュイン遺伝子）」というものが働
くためだと考えられている。長寿遺伝子とは、体内の細胞内に
ある遺伝子をすべてスキャンし、壊れたり・傷ついた遺伝子を
修復するというもの。平たくいえば、老化や病気を食い止める
働きをする遺伝子であり、空腹時にスイッチが入るという特徴
がある。この長寿遺伝子は、特別な人でなくても誰もが持って
いるというから、面白い。
　飢餓（きが）状態になると目覚め、細胞中のミトコンドリアを
活性化させてエネルギー効率を上げ、免疫力が高まるというか
ら、毎日、少しだけ空腹状態を作ればいい。ランチの前や夕食の
前、または朝食の前の「ああー、お腹がすいた」という習慣の積
み重ねである。
　このように中高年のスタミナＵＰは、“ちょいキツの運動”に
心がけ、 “空腹感を感じる暮らし”を少しだけつくる生活の中
にあった。

司法書士　矢田良一

疲れやすいからだを卒業
～中高年のスタミナＵＰはこれだ！～
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