
経営で迷ったら「バスターズコール
」を発動せよ！MISSION

バスターズコールとは…
ビジネス問題「ビジもん」を解決する最高機密機関「ACCI（安城商工会議所）」の最終
兵器であり、スペシャリスト「ビジもんバスターズ」を事業所が要請することができる。
「無料」「いつでも」「何度でも」の三大特典が揃った「専門家派遣事業」である。

発動無料!!

詳細は
ACCIバスターズ本部
（安城商工会議所）へ連絡!!
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安城商工会議所事業のご紹介

雇用保険・労災保険の手続きってどうすればいいの？
社長も労災保険に入りたいんですけど…？とお悩みの方にオススメ！

おすすめサービス
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『労働保険事務代行サービス』
の活用を！

当所が運営する労働保険事務組合が、事業主に代わって労働保険料の納付や従業員の雇用保険の届け出等、
わずらわしい事務を代行する商工会議所のサービスです。

労働者が業務上の事由、または通勤によって負傷したり、
病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、
被災労働者や遺族を保護する為に必要な保険給付を行うも
のです。

労働者が失業した場合に、労働者の生活の安定を図るとと
もに、再就職を促進するために必要な給付を行うものです。
また、事業主の方には一定要件を満たすと各種助成金が支
給される制度もあります。



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

議員改選に伴う選挙日程概要 決まる！6

安城七夕親善大使 決まる！6

百百ちゃんぎょうざ
　所在地　安城市末広町2-4　
　電　話　0566-77-1510

かふぇシフォンの森
　所在地　安城市福釜町釜ヶ渕2-1
　電　話　080-5104-2762

８月

５日㈮
６日㈯
７日㈰
10日㈬
18日㈭
26日㈮
26日㈮

第63回安城七夕まつり
第63回安城七夕まつり
第63回安城七夕まつり
金融相談（日本政策金融公庫）
法律相談
金融相談（愛知県信用保証協会）
観光サービス部会主催セミナー

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

７月

３日㈰
５日㈫

６日㈬
10日㈰
13日㈬
17日㈰
19日㈫
21日㈭
22日㈮
24日㈰
25日㈪

ビジネス実務法務検定試験
源泉納付個別相談会

ビジネスマナー研修
福祉住環境コーディネーター検定試験
金融相談（日本政策金融公庫）
ビジネスマネジャー検定試験
税務相談
法律相談
金融相談（愛知県信用保証協会）
eco検定試験
ＱＣ入門講座

9：00～16：00
※12：00～13：00は除く
9：30～16：30

10：00～12：00

13：00～16：00
13：00～16：00
13：00～16：00

13：30～16：00

　表紙の写真は和泉手延麺業組合会長の間杉手延製麺所で製造・販売されている「和泉手延長そう
めん」！麺を約３ｍ60㎝程の長さまで伸ばして作り、３ｍ以上の長いままを商品として販売してい
ますので、自分の好きなサイズに切って食べることができる非常に面白いそうめんになっていま
す。麺を長く延ばすことにより、小麦に含まれるタンパク質成分の「グルテン」の並びが麺生地の中
で均一になるため、独特のモチモチとした強いコシになるそうです。
　間杉手延製麺所では「和泉手延長そうめん（半生）」を直販650円で販売しています。ご購入を希望
の方は、品切れの可能性もありますので、事前にご連絡した上でお買い求めください。ツルっと喉ご
しの良い「和泉手延長そうめん」で、これからの暑い夏を美味しく乗り切ってみてはいかが。
　なお、間杉手延製麺所以外で和泉手延麺業組合に加盟されている当所会員事業所は以下のとおり
になります。商品・金額等の詳細は、それぞれの事業所に直接ご連絡ください。

【お問合せ】 間杉手延製麺所
　　　　　 所 在 地 ： 安城市和泉町中北110
　　　　　 連 絡 先 ： 0566-92-2711

これからの暑い夏に「和泉手延長そうめん」をどうぞ!!

今月号の表紙　和泉手延麺業組合

　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！

特集「常議員会・通常議員総会 開催！」4～5

折込「理工系大学教授等との情報交換会」
折込「観光サービス部会主催セミナー」
折込「ＱＣ入門講座」
折込「安城市補助金情報」

～和泉手延麺業組合（当所会員事業所のみ）【五十音順】～
・沓名製麺所 TEL 92-0466　・有限会社早川製麺所 TEL 92-4580（株式会社やまと 0120-82-7707、マルヨシ製麺 TEL 92-1784）
・有限会社みどりや麺店 TEL 92-1025　・有限会社みや子製麺 TEL 92-1774　

表紙の写真／©スタジオ RAY 田中克浩

－３－あんじょう商工会議所



【議　　題】
①平成27年度事業報告承認に関する件
②平成27年度各会計収支決算承認に関する件
③要望書提出に関する件
④役員選任に関する件
　株式会社デンソー安城製作所：岩松 正晴 氏
⑤議員選挙に関する件
　議員改選に伴う議員選挙に関する日程については、
　今月号６頁をご覧ください。
⑥会頭選考委員会に関する件

【報告事項】
①議員職をとる者の変更について
　新安城商業開発株式会社：石﨑 勝美 氏
　浜島防災システム株式会社安城支店：大口 哲夫 氏
　株式会社ニッセイ：山田 智之 氏
②新入会員について
　平成28年度新入会員（H28.4～）37事業所が承認さ
　れました。
③補助金申請支援の状況について
　平成27年度補正予算「ものづくり・商業・サービス
　革新補助金」の支援結果について報告されました。

常議員会を６月13日（月）、通常議員総会を６月28日（火）に開催！
全ての議案が原案どおり可決！！

平成27年度事業報告・収支決算承認される
　　　　　　　　　　　常議員会・通常議員総会　開催！
平成27年度事業報告・収支決算承認される
　　　　　　　　　　　常議員会・通常議員総会　開催！

特集

平成27年度 安城商工会議所収支決算

会費
5,673万円

補助金
7,049万円

事業収入
8,104万円
・共済収入
・貸館収入
・事務組合収入
・検定収入
・事務委託収入
　　　　　など

その他
358万円 前期繰越金

3,509万円
事業費
6,803万円

次期繰越金
3,032万円

人件費
8,954万円

その他
4,414万円

※労働保険事務組合特別会計の保険料、特定退職金共済特別会計の掛金・退職給付金は除く（単位：万円）

収入の部（総額：24,693万円） 支出の部（総額：24,693万円）

事務費
1,490万円

－４－ あんじょう商工会議所



　平成27年度の日本経済を振り返りますと、アベノミクスの推進による、雇用・所得環境の改善や、原油価格の下落等に
より緩やかな回復基調が続いているものの、海外経済の減速による需要低迷や円高傾向の定着などから先行きへの慎重姿
勢が見られます。また、人手不足などが地域の中小企業等にも大きく影響を及ぼしています。
　こうした状況の中、当所は地域を代表する総合経済団体として、地域の中小・小規模事業者の経営力強化や持続的成長
のための支援や、地域の活性化に向けた意見要望活動を積極的に取組んでまいりました。
　重点事業として掲げました、中小・小規模事業者支援では、小規模事業者持続化補助金の申請支援において県下でトッ
プとなる高い採択率を得ることができ、経営計画策定、販路開拓支援に繋げることができました。昨年11月に国より「経
営発達支援計画」の認定を受け、伴走型支援推進事業として取組み始めた専門家派遣事業「ビジネス問題バスターズ」では、
多くの事業所から派遣依頼をいただき、事業所における課題解決支援に繋げることができました。ものづくり企業のマッ
チング支援事業として２回目を迎えた「ものづくりコンベンション2016（ものコン）」では、86小間の出展及び約1,800名
の来場と542件の商談を行っていただき、昨年以上の成果を挙げることができました。また、市内商業者の支援策として、
多くの観光客で賑わう七夕まつり会場にて、安城の一押し「グルめぐり」を開催し、市内一円から15の出店があり、広く七
夕まつり来場者へＰＲすることができました。
　その他では、引き続き「安城創業支援ファーム」として創業セミナーの開催による創業者支援に取組むとともに、３月に
は市内の10金融機関との間で、企業の持続発展を連携しながら支援する「事業承継に関する覚書」の締結を行いました。
　会員交流事業では、皆さまから頂いたご意見から「会員大会」や「賀詞交歓会」の開催や、３回目を迎えた「新入会員交流
会」など、会員事業所間のネットワークづくりへの支援にも取組んでまいりました。
　さらに、国・県・市に対する中小企業対策、景気対策などの意見要望活動も積極的に取組み、インフラ整備の推進や市
南部への工業用地の開発へとつなげることが出来ました。
　なお、従来からの経営改善普及事業の推進、会員ニーズに応じた講習会・講演会、検定事業のほか、財政基盤強化に向
けた会員増強・共済キャンペーンを行い、大きな成果を得られました。
　ここに役員・議員各位を始め会員の皆様からの温かいご支援に心からお礼申し上げます。
　今後とも、商工会議所の体質強化に取り組み、会員及び地域の期待に応えられるよう、一層努力してまいりますので、
従前以上のご指導ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

＜短期的要望事項＞
１．インフラ整備
⑴豊田安城線の事業推進
⑵名古屋岡崎線バイパスの事業推進
⑶国道23号名豊道路のICの渋滞解消

２．産業振興
⑴安城市体育館の機能性向上と使用料に関する条例の改正
⑵ISO等更新支援事業の継続と認証取得事業への対象拡大
⑶中小・小規模事業者の雇用促進のための支援について
⑷企業立地用地の進捗状況と支援措置の実施について
⑸「アンフォーレ」のオープンに伴う中心市街地商業者
　の活性化支援
⑹空き店舗補助制度の対象地域の拡大について

３．地域振興・地域活性化
⑴南明治第2地区区画整理事業の推進
⑵地域活性化策としてのプレミアム商品券事業の実施
⑶地域版規制改革会議の設置
⑷デンパーク半場川沿い桜並木への雪洞等の設置

＜中期的要望事項＞
１．インフラ整備
⑴国道23号名豊道路のIC周辺の取付道路における渋滞
　緩和整備
⑵新池箕輪線の早期整備
⑶物流拠点施設用地の整備
⑷衣浦ポートアイランド産業廃棄物最終処分場の建設
　促進

２．産業振興
⑴（仮称）産業振興センターの建設
⑵小規模事業者持続化支援補助金の設置について

３．地域振興・地域活性化
⑴三河安城南地区の市街化
　区域拡大と指定時期の明
　確化
⑵JR安城駅前の一体的整備
⑶新安城駅周辺の一体的整
　備と名鉄本線の高架化

平成28年度 安城商工会議所からの要望書 提出！
安城市長および安城市議会議長に対して要望書を提出しました。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●会員の皆様へ

－５－あんじょう商工会議所



議員改選に伴う議員選挙に関する日程概要決まる！

　当所の役議員の任期は３年となっており、平成28年10月31日（月）をもって任期満了となります。
　当所の定款に基づき議員の選挙及び選任に関する規約により、１号議員・２号議員・３号議員で構成され、１号
議員につきましては、通常選挙にて議員の任期満了の日から30日以内に行うことになっています。

商工会議所からのおしらせ

安城七夕親善大使 決まる!!
～ 安城七夕親善大使オーディション開催～

第63回

岡本 英里子
　　　　　　さん

杉浦 佑佳
　　　　　　さん

田中 実稀
　　　　　　さん

野山 愛友
　　　　　　さん

森田 菜摘
　　　　　　さん

　安城七夕まつり協賛会では、安城七夕まつりの魅力を多くの方々にＰＲしていただく安城七夕親
善大使を決めるオーディションを５月２９日（日）に安城産業文化公園デンパークにて開催しました。
　全国より合計５１名の方々が応募し、１次審査を通過した２４名が公開審査に臨み、岡本 英里子
さん（豊橋市）、杉浦 佑佳さん（知多郡東浦町）、田
中 実稀さん（安城市）、野山 愛友さん（名古屋市）、
森田 菜摘さん（安城市）【五十音順】の５名が安城
七夕親善大使の座を射止めました。
　選ばれた親善大使５名は研修を経て、６月３０日
（木）から始まる七夕まつりのＰＲキャンペーンを皮
切りに、８月５日（金）～７日（日）に開催される第６
３回安城七夕まつりを盛り上げます。

安城七夕
親善大使
のみなさん
【五十音順】

９月１日（木）

９月１2日（月）～14日（水）

９月23日（金）

10月4日（火）

選挙人名簿縦覧告示

選挙委員会

部会長会議
（２号議員の部会割当数の決定）

選挙人名簿縦覧

１号２号議員協議会
（３号議員選任）

選挙人名簿の確定

各部会開催
（２号議員選任）

１号議員選挙告示

立候補及び推薦届出締切

立候補者辞退届出

１号議員選挙投票

１号議員選挙開票

臨時議員総会

役議員の任期満了

10月7日（金）

10月28日（金）

10月31日（月）９月１4日（水）～16日（金）

９月１3日（火）

10月14日（金）

－６－ あんじょう商工会議所



～63回安城七夕まつり～　安城「イチオシ」グルめぐり 出店者決定！

　今回のセミナーでは、新入・若手社員を対象に、
お客様満足の考え方や接遇のマナー、来客応対、電
話応対など、あらゆるビジネスシーンで必要となる
ビジネスマナーの基本について学んでいただきます。
　社会人として必要なプロ意識や恥ずかしくないビ
ジネスマナーを体得することができますので、ぜひ
この機会にご受講ください。

ビジネスマナー研修
受講者募集

時 平成28年7月6日（水）9時30分～16時30分

内 １．お客様満足の考え方
　　・CSとは　・CSの3要素　・10－１＝０である
２．接客マナーのポイント
　　・接遇マナーの重要性
３．来客応対のポイント
　　・訪問時の応対　・席次　・名刺交換
４．電話応対のポイント
　　・基本と事例紹介

場 安城商工会議所  ３階  研修室
講 ノイエ　代表　飯島 敬子 氏

￥ １名5,400円（税込・昼食代込）
※但し、安城商工会議所会員
　　　　▶１名2,700円（税込・昼食代込）
　　　（公社）刈谷法人会安城支部会員
　　　　▶１名4,000円（税込・昼食代込）

　日本商工会議所では、中小企業の皆さまをはじめとする
事業者さまならびに関連する皆さまが、自主的に行う地球
温暖化対策への取組みを支援するためのサイトを開設して
います。下記サイトよりぜひご登録ください。
【コンテンツ（一部紹介）】
●CO2チェックシート
　CO2排出量や対策等について把握することができる　　
　チェックシートになります。
●地球温暖化対策行動宣言
　環境への取り組みをPRすることができます。
【URL】日商エネルギー・環境ナビ：http://eco.jcci.or.jp/

日商エネルギー・環境ナビを
ご利用ください！

　6月23日（木）に名鉄ニューグランドホテルにて開催され
た「（一社）愛知県法人連合会 第4回通常総会」にて当所の役
員事業所が受賞されましたので、報告いたします。

受賞おめでとう！

　安城市集客力No.1イベント「安城七夕まつり」において、今年度も逸品グルメエリアを設置いたします。この
ブースには、当所会員事業所の飲食店や食品製造、小売事業者の皆さんが出店されます。
　安城「イチオシ」グルめぐりの設置エリア「願いごと広場」では、各ステージや願いごと短冊が飾られた「短冊
ロード」など、集客力のあるエリアになっています。
　ぜひ安城七夕まつり当日は、安城「イチオシ」グルめぐりに足を運び、美味しい逸品グルメを堪能してください。

【開催日】
平成28年８月５日（金）～７日（日）
午前10時 から 午後９時 まで
【出店エリア】
安城駅西駐車場野外（右記参照）
【出店者＜五十音順＞】
●A&C　●OHANA CURRY　●CafeB＋
●給食当番　●Q-Fuku!　●㈱皓介
●杉浦製粉㈱　●スミスヤ　●タージ・ベンガル
●とりこ三河安城　●夏目商店　●㈱ネクスト
●福来源　●ふくろう　●ふらんす食堂ここりこ
●三河一押し安城魂

桜町
小学校

所
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市
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公
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駅東駐車場

朝日公園
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末広町末広町
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明治本町

市民交流
センター

市民市民
花ノ木商店街
ゾーン
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へきしん市民スクエア安城村へきしん市民スクエア安城村

JA広場JA広場
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みゆき
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JR安城駅前
ゾーン
JR安城駅前
ゾーン

タクシープール

商工会議所

本部

⑩

中部小学校

大東町南

万能工業株式会社
小西 紀久雄 氏

株式会社サンワ
竹内 裕恭 氏

新英金属株式会社
金子 功男 氏

〈全法連功労表彰〉 〈愛知県連会長表彰〉

－７－あんじょう商工会議所



時局講演会
　時事通信社特別解説委員の田﨑史郎氏を講師にお招きし、
６月14日（火）に時局講演会「日本は良くなるか～揺れ動く内
外情勢と今後の政局～」を開催しました。
　当日は、216名の方々にご聴講いただき、講師の田﨑氏より
現在の日本の政治や経済に
ついて、自身の人脈と取材
力にもとづいた今後の展望
を詳しくご紹介いただきま
した。

クレーム対応セミナー
　クレームを冷静・迅速に対処したい、クレーム対応スキルを
身に付けたい方を対象に、６月２１日（火）にクレーム対応セ
ミナーを開催しました。
　当日は、株式会社プロカレントの古橋由紀氏を講師にお迎
えし、クレームが起こるメカニズムや、クレームの基本スキル
と流れ等について、事例を交えてご教授いただきました。
　受講者は、顧客ニーズの多様化により、様々な業種において
増加傾向にあるクレームに
対し、その後の状況が大き
く変わるクレーム対処のテ
クニックについて学びまし
た。

平成28年度産学官連携勉強会
　安城市内のものづくり企業経営者および開発担当管理者を
対象に、６月17日（金）に第15回がんばる企業経営セミナー
「平成28年度産学官連携勉強会」を安城市と共催にて開催し
ました。
　当日は、元中部大学客員教授コーディネーターの杉山 聰氏
を講師にお招きし、大学・公的支援機関で10年以上の連携支
援活動に携わった経験をもとに、大学側と企業側の産学連携
に対する狙いの違いや、研究者との上手な付き合い方などに
ついてご教授いただきました。
　参加者は、新たな事業展
開で産官学連携を取り組ん
でいきたいと考えた際の大
学との上手な付き合い方や
コーディネーターの活用方
法等について理解を深めま
した。

ものづくり人材育成研修会（ベーシック編）
　安城市内のものづくり企業の現場管理者、現場リーダーお
よび社長から指名された方を対象に、６月23日（木）から24
日（金）までの２日間にて「ものづくり人材育成研修会（ベー
シック編）」を安城市と共催で開催しました。
　当日の講師には、デンソー技研センター技能研修部部長の
大石小次郎氏、主管講師の水野清美氏、担当係長の浦壁利恵氏
の３名をお迎えし、工場運営の管理をはじめ、若者の育成・職
場に定着させるための監督者向けの現場管理、現場改善の基
礎などについてご教授いただきました。
　本研修会は、昨年度も実
施し大変好評を得た研修会
となり、受講者は、実験体験
を通じて、リーダーシップ
の重要性や、ものづくり現
場で発生する問題点把握と
改善ができる能力を学ぶ良
い機会となりました。

高校進路指導担当者との情報交換会
　雇用対策事業の一環として、６月７日（火）に高校進路指導
担当者との情報交換会を開催しました。
第１部では、株式会社アドプランナーコンサルティング事業
部の植松 精氏を講師にお招きし、「人材確保定着を目指す！
高卒採用の現状と育成のポイント」をテーマに講習いただき
ました。
　第２部では、高校と事業所による名刺交換・就職情報交換を
行い、採用に関する積極的な意見交換や相互のパイプ作りに
役立てていただきました。
　当日は、高校生の採用を予定している安城商工会議所会員
事業所の人事担当者22名と近隣高校の進路指導担当教諭２
７名が参加し、「今後の高校
卒業者採用への第一歩とな
る機会で非常にありがた
い。」「先生方の生の声を聞
けるのは滅多にないので、
大変貴重な場となった。」等
のご感想をいただきました。

－８－ あんじょう商工会議所
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外はカリッと中はジューシー！餃子女子必見のコラーゲンぎょうざ！

木のぬくもり感じる店内で、至福の一時を
　今回は、６月29日に福釜町にOPENした「かふぇシフォンの森」を取材しました。
　外観はオレンジ色の看板が目印で、暖かみのある照明と落ち着いた雰囲気で木を基調とした
インテリアの店内に入ると様々な種類のシフォンケーキが並んでいるテーブルが一番に目に
入ります。
　シフォンケーキは、地元の食材を使って製造されており、常時７種類の味（ピーナッツ、チョ
コ、チーズ、抹茶、珈琲、ラズベリーなど）を10ｃｍでカットされた食べ切りサイズで用意しております。中に生クリームと果物
を添えて提供されるシフォンケーキは甘さが控えめで男性の方にも食べやすいケーキになっています。
　他にも、「モーニング」や20ｃｍのシフォンケーキをカットして中に野菜などを入れた「サンドウィッチ」といったメニューも
用意しており、今後はお食事メニューも展開していく予定です。
　地域の人との繋がりを大切にしていきたいという想いをもったオーナーは地産地消にこだわっています。
　家族でお出かけ・女子会・デート・・・・。様々なシーンに楽しい時間を「かふぇシフォンの森」でシフォンケーキと共に過ごして
みませんか。

　今回ご紹介するのは、末広町の桃色看板が目印「百百（もも）ちゃんぎょうざ」。安城では
珍しいぎょうざ専門店の同店は、カウンターのみの店内でアットホームに溢れ、オーナー
百百ちゃんとの会話も弾む。
　当然、オススメするのは自慢の一品「つゆだくコラーゲンぎょうざ」。完全手作りなのは
言うまでもないが、「つゆだくコラーゲン」の秘訣は、国産鶏がらを４時間煮込んでとった
スープをゼラチンで固めているから成せる業。食材にもこだわり、愛知県産の市ばん豚や
国産高菜漬け、つゆだくスープを閉じ込める特注もちもち皮とこだわった逸品に。さらにニンニク不使用なのが餃子女子やビジ
ネスマンの心をくすぐるところ。
　定番のぎょうざ定食は、コラーゲン餃子５個にご飯とスープがついて500円とワンコインが嬉しい。テイクアウトも人気の一
つで、焼きぎょうざ一人前（５個）330円から。生冷凍ぎょうざは（30個）1,680円、（60個）3,240円で店頭と下記ＨＰからのネッ
ト注文も可能。忙しいママさんには、ネット注文がありがたいですね。
　その他にも、時間問わず、持ち帰りOKの「ぎょうざ弁当（500円）」も。安城でぎょうざと言えば「百百ちゃんぎょうざ」。ぜひ一
度、ぎょうざでは体験したことのない、あのジューシーさを食してもらいたい！

百百ちゃんぎょうざ

かふぇシフォンの森

●所 在 地　安城市末広町2-4
●電　　話　0566-77-1510
●営業時間　11：30～14：00／17：00～20：00
●定 休 日　日曜（月１回、月曜休み）
●Ｈ 　 Ｐ　http://momochan-gyouza.com/

●所 在 地　安城市福釜町釜ヶ淵2-1
●電　　話　080-5104-2762
●営業時間　7：00～16：00
　　　　　　（ラストオーダー 15：30）
●定 休 日　火曜　第3月曜

クーポン付

吉田

三村

★

桃源楼

でんまぁと

釡ヶ淵西

高棚町井池

福釡町釡ヶ淵

23

碧信本店

UFJ
市営
駐車場 光徳

保育園
大垣共立
銀行

御幸本町

★

ホームページにも掲載中　http://anjo-cci.or.jp/

会員事業所訪問



みんなの広場

●県連総会　７月13日（水）
●七夕まつり全体会議（太っ腹）
　着崩れ直し講習会
　8月1日（月）13：30～
●フラ部会　７月７日（木）
　小川の里　13：55～14：50

　６月６日（月）安城市民会館２Ｆ講座室において、平塚市から講師坪井和子氏、助
手佐藤ふみこ氏を迎え、会員29名が受講しました。絵手紙は①へたでよい、へた
がいい②線に心が出ます③彩色はあなたの心の色で④文は送る相手を思いなが
らと心得を学び、各々割り箸で画仙紙に線の練習をした後、葉書に野菜や果物、花
等をモチーフにして描きました。会員が真剣に線を引き彩色、言葉を添えて完成、
自分の一番の出来を発表し合いました。会員相互の情報交換や親睦を深め、おか
みさんの心意気を学ぶことができた素晴らしい講座であったと思います。

　若いとき、お年寄りの方に“商いは牛
のよだれ”と教えられました。現在、歳を
重ね、夫93歳、私84歳になりましたが、
夫は病気のため今までどおりに働くこ
とは出来なくなりました。私は、夫を励
ますどころか、泣きたくなってしまいま
した。しかし夫は、さすが海軍の生き残
りだけあるのか泣き言は言いません。い
つも「なんとかなるがや。」と言うだけで
す。それで私も「よし」と気合いを入れて、
今日の安城商工会議所「女性会だより・
みんなの広場」のテーマを「競いあいよ
り励ましあい」としました。

第1回教養サロン「心を伝える絵手紙講座」 交流・研修委員　白谷　隆子

愛知県立東三河高等技術専門校では、離転職者を対象として募集しています。
●募集科・定員：住宅インテリア・住宅エクステリア　各30名
●訓練期間：10月4日（火） ～ 3月15日（水）
●申 込 み：8月19日（金）までに管轄の公共職業安定所に入稿願書を提出（申込期間を延長する場合あり）
●見 学 会：7月27日（水）13時 30分～
●試 験 日：9月2日（金）／筆記試験及び面接
●所 在 地：豊川市一宮町上新切33-4
●費　　用：受験料・授業料は無料。ただし、教科書代など約2万円必要
●特　　典：雇用保険受給資格者には失業給付の支給など（公共職業安定所に相談・確認をしてください）
詳しくはホームページをご覧いただくか、お電話（TEL：0533-93-2018）にてお問合せください。

愛知県立東三河高等技術専門校職業訓練生 募集中!!

お知らせ

第63回 安城七夕まつり第63回 安城七夕まつり第63回 安城七夕まつり
8/5金 6土 7日

・榎本　里美　まりふく寮

新 入 会 員 紹 介
・七夕まつり委員会
  7月18日（月）10：00～（MILK）

「平成28年熊本地震」災害義援金
女性会11事業所より総額

￥140,000

競いあいより励ましあい

みんなの広場

総務・広報委員　林　恭子 84歳

画材提供 ありがとうございました
委員長　稲垣 三枝子

委員会からのお知らせ

皆さんの力作勢揃い！

6/13 株式会社イノアックコーポレーション
安城事業所より七夕まつり

おむつ交換所用ウレタン頂きました

今年のテーマ （輪）
女性会開設運営  「授乳所」
　　　　　　　  「浴衣着崩れ直し」
　　　　　　　  「おむつ交換」　　　　　　　  
●場所　へきしん天の川テラス
　　　　（旧市民スクエア）

－12－ あんじょう商工会議所

★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 7月例会『専門講師によるビジネスマナー講習会』 ーー 7月例会『専門講師によるビジネスマナー講習会』 ー

○日　時　平成28年7月19日（火）　19：30～21：30
○場　所　安城商工会議所
○内　容　ビジネスにおいて名刺交換やマナーはとても大
　　　　　切なものです。ビジネスに必要なマナーを学ん
　　　　　でいただき、より会社の発展に役立ててもらい
　　　　　ます。

7月例会を下記のとおり開催します。
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６月例会 「その報道、鵜呑みにしていませんか？」

　6月20日（月）、安城商工会議所3階会議室に於きまして、平成28年度安城商工会議所青年部6月例会が行われました。
今回の例会は『その報道、鵜呑みにしていませんか？』と題しまして、青年経済人として報道される事柄を正しく読み取
る力を身に着ける事を目的として開催しました。
 　[メディアリテラシー]という言葉を初めて耳にするメンバーも多くいましたが、講師に大西五郎氏をお招きし、メディ
アの裏側を交えて勉強をさせて頂きました。営利団体である報道機関が数字を上げる為に不安を煽り、不都合な事実は
「報道しない自由」を行使し偏向報道を行っている可能性を考えなければならない事は残念なことです。事実は一つです
が立場によって様々な見方をする事があり、それぞれの立ち位置によって正義と真実は沢山あるという事を知った上で
メディアに触れる必要性を感じました。今後、ニュースを見聞きするたびに報道機関の意図が何処にあるのか？情報操
作に惑われていないかを考えて正しい事実を読み取る力を養うきっかけとなったと思われます。
　われわれ中小企業の経営者やその社員にとって、知識や情報を得る場が大企業と比べ多くあるわけではありません。
この団体を通じ多くの知識を深め、情報交換ができたらよいと考えております。　

　６月例会終了後に、岡崎YEGの皆様が９月２、３日に開催されます「東海ブ
ロック大会岡崎大会」のPRにみえました。今回の岡崎大会においては安城YEG
としても分科会を一つ受け持ちます。内容は安城文化の一つであります「安城
芸妓」。「安城芸妓」を東海三県だけではなく全国のYEGのメンバーに堪能して
いただく為、渉外委員会を中心に計画しております。参加側だけではなく設営
側にまわるのでより多くのメンバーに岡崎の地へ足を運んでいただけたらと
思います。

東海ブロック岡崎大会キャラバン隊

安城商工会議所青年部

安城ＹＥＧだよりYEG
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　大学院の留学生から、中国にも人、とりわけ社員を大切に
する企業があると聞き、先般、訪問調査をしてきた。企業の
名前は「双童日用品有限公司」、従業員数は約400人であ
る。場所は浙江省の省都・杭州市から車で１時間半ほど走っ
た、世界最大の軽工業市場である「義烏の福田市場」近くに
ある。
　同社の創業は1994年、現会長の楼氏が奥さんと２人でス
タートしている。創業当初さまざまな事業を行ったが、その
中でも「ストロー」に着目し、今や売り上げの大半はスト
ローである。苦労と努力が実り、ストローの年間生産量はな
んと２００億本、売上高は38億円、中国どころか世界最大級
の企業にまで成長、発展している。
　同社のストローは、価格競争に飲み込まれないよう、高付
加価値のアイデア・ストローに特化していることもあり、従
業員一人当たりの売上高は900万円とかなり高い。ちなみに
同社は、ストロー分野で、世界の特許の57％を保有している
という。
　同社の成長、発展の要因は多々あるが、その最大のきっか
けは、楼会長が、この10年、業績追求から社員重視の経営に
大きく舵（かじ）を切ったからである。楼会長は創業から10
年、がむしゃらに業績を追求し、業界ではトップ企業に躍り
出たが、従業員の離職率は年間50％、会社内に年々増幅して

いくギスギス感に困惑する毎日であった。
　こうした中、楼会長は日本に「人本経営」を実践し、多大
な成果を実現している中小企業があることを人づてに知り、
北海道から九州まで「人本経営」実践企業を調べて歩いた。
これら企業はいずれも５Ｓ（整理、整頓、清掃、清潔、しつ
け）が行き届き工場内は美しく、ギスギス感がなく従業員も
生き生きと、楽しそうに働いていることに驚嘆したばかり
か、いずれの企業もその業績は安定的に高いことを知った。
帰国し、この10年、日本で学んだ「５Ｓ経営」や「人本経
営」を愚直一途に実践してきた結果、従業員の離職率は限り
なくゼロに近くなり、その業績は右肩上がりになったとい
う。
　当日は、本社や工場内をくまなく見せていただいたが、企
業内は５Ｓが行き届き、ごみ一つなかったばかりか、企業内
で出会う従業員が全員、明るい声で私たちに会釈をしてくれ
た。より驚かされたのは、本社の３階から７階のフロアが従
業員の社宅であった。しかもその３分の１の部屋は、３世代
同居の家族世帯であった。もっと驚いたのは本社の屋上階に
はなんと畑があり、そこには四季折々の野菜が植えられてい
たのである。

法政大学大学院政策創造研究科
教授　坂本　光司

　経営者は経営者同士、部長は部長同士。仕事上やお付き合
いの上においても自分の役職に合った人と社交をする機会が
多いものです。
　あなたが経営者であるなら、取引先や営業先に足を運んだ
際には、先方の経営者が応対する機会が多いのではないで
しょうか。応対される側の経営者としても、相手がトップで
あるが故、敬意を表し、何らかの手土産を用意してから訪問
するでしょう。
　お土産は気持ちのものとはいえ、ここでもマナーに留意し
つつ、相手の方やその周囲の抱く印象がグッと良くなるよう
に気を配らなくてはなりません。そこで今回は、経営者とし
て知っておきたい「手土産のマナー」をご紹介します。
　まず、手土産を用意する際のポイントは、直接顔を合わせ
る先方の経営者の好みではなく、その奥さまや家族、あるい
は先方の従業員の方々、とりわけ女性社員の方々が喜ぶもの
を選ぶことです。経営者は、自分自身のことよりも会社を盛
り立ててくれている従業員や自分を支えてくれている家族の
ことを日ごろから考えているものです。また、接待されるこ
となどにも慣れているので、よほどの品を贈らなければ喜ん
ではもらえません。とはいえ、手土産にそこまで費用を掛け
るわけにもいきませんよね。そこで、持参する手土産には、
相手が喜ぶものではなく、その周りの人たちが喜ぶものを贈
ることにより、先方の経営者の顔を立てることを企図すると
良いでしょう。おいしいお菓子や評判のスイーツなどを手土
産としてお渡しし、従業員や女性社員が大喜びして職場が

パッと明るくなったり、帰宅後に奥さまがご機嫌になれば、
先方の経営者もうれしいものです。
　一流の経営者は、他社の従業員や経営者の家族の心をもつ
かんでいます。ぜひ、この考え方を実践してみてください。
　ところで、手土産をどのタイミングで渡していらっしゃい
ますか？　正式には、先方に訪問し、あいさつを済ませた後、
会話が始まる前に渡すのがマナーです。会話の後で渡すのは
ＮＧである、と心掛けてください。そして、土産物が紙袋に
入っている場合は、出入口側の下手で袋から出してお渡しし
ます。風呂敷に包んでいる場合も、下手側でほどき、風がた
たないように小さく開きます。
　先方に謝罪する際にも手土産は欠かせませんが、このとき
は相手の心情を見極めることが重要です。相手がまだ腹を立
て、こちらを許していない様子でしたら、「会話が始まる前
に渡す」のがＮＧとなります。モノで解決しようとしている、
と捉えられる可能性があるからです。まずは誠心誠意をもっ
て謝罪をし、会話を交わして相手に納得していただいた上で、
許しを請うてから、気持ちばかりの品を渡すようにします。
　今や、手土産一つで、贈り手のセンスや信頼性、メッセー
ジ性まで判断される時代です。手土産とは、こちらのことを
相手に知ってもらうための、良い機会につながる媒体の一種
であると考え、ぜひマナーに気を配りながら贈ってみてくだ
さい。

人財育成コンサルタント
美月　あきこ

中国にもあった社員第一主義企業『双童』

手土産のマナー
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