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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
4
6
7

今月の会員事業所紹介

特集１「安城商工会議所
議員選挙・選任のしくみ」
特集２「安城市内景況調査」
ガンバル事業所、応援します

折込「ISO9001・14001規格改正のポイントと対応」
折込「新入・若手社員フォローアップセミナー」
折込「産学官連携施設見学会」
折込「平成28年度ものづくり講演会」
折込「初級複式簿記講座」

ガッツレンタカー安城店
所在地

安城市日の出町5-7
スワーヴ南安城

電

71-0661

話

整体院 Body Reset
所在地

安城市美園町2-7-5
絆の家８号室

電

0120-60-7740

話

安城商工会議所 行事予定
８月
５日㈮
６日㈯
７日㈰
10日㈬
18日㈭
22日㈪
26日㈮
29日㈪

９月
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
消費税増税対策セミナー
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
安城商工会議所会報誌

10：00〜12：00
13：00〜16：00
14：00〜16：00
13：00〜16：00
14：00〜16：00

表紙掲載事業所の募集！

７日㈬
14日㈬
15日㈭
15日㈭
20日㈫
23日㈮
26日㈪

平成28年度ものづくり講演会
金融相談（日本政策金融公庫）
産学官連携施設見学会
法律相談
税務相談
金融相談（愛知県信用保証協会）
ISO9001・14001規格改正の
ポイントと対応
28日㈬ 新入・若手社員フォローアップセミナー

14：00〜15：45
10：00〜12：00
８：10〜18：00
13：00〜16：00
13：00〜16：00
13：00〜16：00
９：30〜16：30
10：00〜17：00

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

今月号の表紙

第63回安城七夕まつり

「願いごと、日本一。」の安城七夕まつりが今年も始まります！
第63回を迎える今年のテーマは「輪」！８月５日（金）
・６日（土）
・７日（日）の３日
間、ＪＲ安城駅周辺市街地一帯にて開催いたします。安城七夕まつりのコンセプト
に「願いごと、日本一。」を掲げ、願いごとが書かれた風船を一斉に飛ばす「願いごと
ふうせん」や、多くの方々の願いが詰まった短冊を飾る「短冊ロード」、キャンドル
に願いごとを巻きつけて飾る「願いごとキャンドル」の願いごと三大イベントをは
じめ、多くの催しを行います。見どころ満載の第63回安城七夕まつりにぜひお越し
ください。
【お問合せ】安城七夕まつり協賛会（安城商工会議所内） TEL：0566-76-5175

あんじょう商工会議所

− ３−

〜今年は役員・議員改選年です〜

安城商工会議所

議員選挙・選任のしくみ

全国の商工会議所では、本年10月末日の役員・議員の任期満了（3年）に伴い、一斉に役員・議員の改選を行います。役員・議員は
商工会議所会員の代表として、商工会議所の運営について意思決定を行う重要な役割を担っています。そこで、今回は、議員選
挙・選任、役員選任の仕組みについて、分かりやすく解説します。
会員の皆様には、議員選挙・選任、役員選任が円滑に行われますよう、ご協力をよろしくお願いします。

議員とは？

議員選挙・選任の方法とは？

議員は、商工会議所会員の中から代表として選ばれ、最

議員の任期は３年となっており、会員の代表として均衡の

高意思決定機関である議員総会の構成メンバーとして、商

取れた構成となるよう、
１号議員・２号議員・３号議員の３種類

工会議所の運営にあたる100名のことを言います。商工会

が定められ、
３年ごとに選挙・選任が行われます。

議所は、地域総合経済団体ですので、安城経済界の代表的

◆各号議員の定数

役員の選任とは？

１号議員51名、
２号議員25名、
３号議員14名

現在の役員
（会頭・副会頭・常議員・監事・専務理事）
につ
きまして、本年10月末日をもって任期満了になります。新役
員は10月28日に開催する、臨時議員総会において選任さ
れることになります。
【会

頭】議員総会において、会員のうちから選任します。
会頭は、商工会議所の代表です。

【副会頭】議員総会の同意を得て、会頭が会員のうちから4
名を選出します。副会頭は、会頭を補佐します。

【常議員】議員総会において、議員のうちから33名を選出し
ます。役員として、機動的な意思決定と商工会議

所の事業運営を図ります。
【監

選出方法はそれぞれ異なりますが、議員の資格に違いは
ありません。

な立場にあると言えます。

事】議員総会において、会員のうちから3名を選出し

ます。
監事は、
商工会議所業務や経理を監査します。

【専務理事】議員総会の同意を得て、会頭が選任します。専

務理事は、会頭及び副会頭を補佐し、事務局を

統括します。

1〜3号議員とは？
◆１号議員

会員及び会員以外の特定商工業者が投票によって会員

のうちから選挙した議員で、会員全体の代表です。
◆２号議員

業種別に分類した6部会から、部会ごとの割当数に基づ

き、選任される議員で、業界の代表という性格があります。
各部会の議員割当数は各部会の会員数等によって決めら
れます。
【安城商工会議所6部会】
●工業部会

●商業部会

●観光・サービス部会

●建設部会

●金融部会

●交通運輸部会

◆３号議員

会頭が召集する1号議員及び2号議員の協議会で代表的

な会員のうちから選出する議員です。業種・業態・地域等の
バランスを考慮し、総合的な見地から商工会議所の組織運

役員・議員特別会費基準について

通常の会費基準による会費のほか、以下の金額をご負担

営上、欠かすことのできない議員として選出されます。

いただいています。
会

頭：100万円

副会頭：50万円

監

事： 12万円

議

常議員：12万円

員： 7万円

議員選挙・選任日程表
9月1日
（木）

選挙人名簿縦覧告示、選挙委員会設置、
２号議員の部会割当数の決定

9月7日
（水）
〜9日
（金）

選挙人名簿縦覧

9月13日
（火）

3号議員選任、選挙人名簿の確定

１口

会費の口数

１個

選挙権の個数

２口〜３口 ２個

４口〜６口 ３個

あんじょう商工会議所

７口〜９口 ４個

− ４−

口〜 口 ５個

議員の任期満了

口〜 口 ６個

10月31日
（月）

口〜 口 ８個

役員選任のための臨時議員総会開催

30 25 20 15 10

個

10月28日
（金）

口〜 口

１号議員選挙投票、
１号議員選挙開票

199 149 99 49 29 19 14
個

10月14日
（金）

口〜 口

立候補者辞退退出

（表１）
１号議員の選挙権数

200 150 100 50 30 20 15 10

個

10月7日
（金）

口数表
口〜 口

立候補及び推薦届出書締切

挙人名簿に記載されませんので、お早めにご納入いただき
ますよう、
お願い申し上げます。

個

10月4日
（火）

本年度の会費を納めていない会員の方につきましては、選

口〜 口

１号議員選挙告示

日までに会費が納入されれば選挙人名簿に記載されます。

個

9月23日
（金）

議員選挙日程により、8月31日現在の会員であり、
９月9

口以上

9月14日
（水）
〜16日
（金） ２号議員選任のための各部会開催

会費の納入はお早めに！

おしらせ

商工会議所からの

〜消費税転嫁対策セミナー〜

観光サービス部会主催セミナー
『キャッチコピーでずば抜けろ！』受講者募集
今回のセミナーでは、ウリの見極め方から、あてはめるだけで
す ぐ 書 け る テ ン プ レ ー ト 3 0 種 、強 い 言 葉 を 探 す 方 法 な ど 、
キャッチコピーの知識から書き方の基本などを、数多くのヒッ
ト商品を世に送り出したコピーライターがわかりやすく解説い
たします。
ぜひこの機会に、売れる、集客できるキャッチコピーの書き方
を身に付けましょう。

時 平成28年8月29日（月）14時00分〜16時00分

場 安城商工会議所 ３階 研修室
講 株式会社エスト・コミュニケーションズ代表取締役
コピーライター・マーケティングコンサルタント 弓削 徹 氏
内 １．実際のコピーライターの仕事術
２．キャッチコピーのしくみと役割を知る
３．ウリの見つけ方
４．すぐに使えるコピーの素・30 連発
５．期間別、キャッチコピーの使いどき
６．売れる販促ツールのコピーはこう書く
７．キャッチコピーの選び方
８．よいキャッチコピーを書くために

消費税増税対策セミナー
受講者募集
今回のセミナーでは、自社の商圏の潜在力の簡単な把握及び
発見方法、発見した伸びしろ地域の顧客特性に合わせた商圏へ
のアプローチを可能とし、売上アップに繋げていきます。消費税
増税に向けて対応が必要となる「売上アップ」についてのノウハ
ウを学んでいただく機会ですので、ぜひご参加ください。

時 平成28年8月22日（月）14時00分〜16時00分
場 安城商工会議所 ３階 研修室
講 西川ファイナンス経営オフィス 代表
中小企業診断士 西川 彰紀 氏
内 １．統計局ホームページの統計資料でわかる 商圏の潜在購買力
２．無料地図ソフト「ｊＳＴＡＴ」
「人口統計ラボ」を使うと
商圏の潜在力 がみえる
３．事例で考える 商圏別の顧客特性 の見極め方
４．ハフモデルを使って 伸びしろのある自社商圏
を見つけよう
５．商圏別の顧客特性をふまえたアプローチのポイント

￥ 無料（どなたでも受講いただけます）

￥ 無料（どなたでも受講いただけます）
定 35名（定員になり次第、締め切り）

新輸出大国コンソーシアムに
加盟しました！
「新輸出大国コンソーシアム」は、商工会議所、商工会、地方自治体、
金融機関、ジェトロなどの支援機関を幅広く集結し、海外展開を図る
中堅・中小企業等に対して、総合的な支援を行う取組みです。現在及
び将来においてＴＰＰ域内市場の獲得を想定している、または、輸出
や投資等の海外展開を計画している中堅・中小企業等の方はぜひご
利用ください。
【内
容】
コンソーシアム参加機関による海外展開支援
企業の皆様の課題や希望される支援内容を踏まえて、コンソーシ
アム参加機関が提供する様々な支援の中から最適な支援をご紹介
し、支援機関の窓口にお繋ぎします。
海外ビジネスに精通した専門家によるご支援
商社ＯＢやコンサルタントなどの海外ビジネスに精通した専門家
が企業を訪問し、ご支援します。支援メニューには、個別分野での
専門家によるスポット支援や、専門家による一貫したサポートな
どがあります。
※支援対象企業やご利用の流れ等の詳細につきましては、
日本貿易振興機構（ジェトロ）ホームページをご覧ください。
＜ＵＲＬ＞
https://www.jetro.go.jp/jetro/activities/support/consortium/
【お問合せ】
安城商工会議所 経営支援グループ

時 とき ■
場 ところ ■
対 対象 ■
講
■

講師

第５回中京都市圏
物資流動調査を実施
中京都市圏総合都市交通計画協議会では、中京都市圏の望ましい
交通体系の実現を目指し、昭和46年以降、人の動きや物の動きに着
目した種々の調査の実施・検討ならびに都市交通体系の計画・提案を
重ねてまいりしました。
その一環として、平成28年度に現況の都市内における物の動き、
事業所の物流施設の立地意向や行政への施策ニーズ等を把握し、今
後の都市内物流の対応方策を検討することを目的として、物資流動
調査を実施することになりました。
【調査事業所】
中京都市圏に立地する事業所のうち、次の業種を対象として、約3
万6千事業所を無作為に抽出しています。
製造業
卸売業
倉庫業
運送業
小売業
サービス業
宿泊業、飲食サービス業
医療、教育 他
【調査時期】
平成28年10月〜11月
【調査方法】
配布：調査票を郵送または訪問により配布します
回収：調査票を郵送で返送する方法、調査員が回収に伺う方法、
または、Webで回答する方法で実施します
【調査内容】
事業所概要（立地場所、機能 など）
搬入、搬出物流量 ※
搬入元、搬出先（住所、業種、施設種類、輸送手段 など）※
事業所意向（立地評価、移転ニーズ、行政施策ニーズ など）
＜※印は一部の業種の方にお尋ねする内容です＞

内 内容 ■
定 定員 ■
￥ 受講料・入場料 ■
問 問合せ
■

あんじょう商工会議所

− ５−

安城市内景況調査結果
（平成28年4月〜6月）
（平成22年4月〜6月）

＜ 来期も今期同様に依然厳しい状態が続いていく見通し ＞
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28年4〜6月期

60企業

前年同期比 前年同期比
（前 回） （今 回）

(1)前年同期(平成27年4〜6月)と比べた今期の状況
(2)今期と比べた来期(平成28年7〜9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

15

16

12

構成比

25.0%

26.7%

20.0%

計

17

60

28.3% 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。

30以上

凡例▶

10超える

10〜△10

△10超える

全
製 造 業
業

況

前 年 同 期 対 比

売
売

判
上

産

業況判断

△0.1

△13.0

△18.5

売上高

△2.7

△27.7

△12.9

売上単価

△6.7

△27.8

△24.1

資金繰り

△1.3

△11.1

△11.1

借入難度

16.0

1.9

△7.4

収益状況 △10.7

△27.8

△14.8

雇用人員 △24.1

△20.3

△24.0

△30以上

業

小売・卸業

建 設 業

サービス業

断

△13.0

△15.4

△7.7

△28.6

0.0

高

△27.7

△23.1

△46.2

△21.4

△21.4

上

単

価

△27.8

△30.8

△30.8

△28.6

△21.4

資 金
ふくろう

繰

り

△11.1

△15.4

0.0

△7.1

△21.5

来 期 の 見 通 し

借

入

難

度

1.9

0.0

0.0

7.1

0.0

収

益

状

況

△27.8

△15.4

△46.2

△14.3

△35.7

雇

用

人

員

△20.3

0.0

△23.1

△50.0

△7.1

業

況

判

断

△18.5

△15.4

△38.5

△14.3

△7.1

高

△12.9

△15.4

△15.4

△14.3

△7.1

売

上

来期の
見通し

売

上

単

価

△24.1

△30.8

△30.8

△14.4

△21.4

資

金

繰

り

△11.1

△15.4

△23.1
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※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!!
防災・エコ設備普及協会
〔㈱庭夢、㈱安城電機、三神設備㈱〕

株式会社明城

災害用浄水機の販売と
ＰＲ活動を積極的に展開中！！

木のぬくもりを感じる
事務所兼ショールーム、オープン！

㈱庭夢、㈱安城電機、三神設備㈱を中心に構成される「防災・
エコ設備普及協会」では、災害用浄水機の普及活動を積極的に
展開し、災害対策の意識の向上、災害時に飲料水等に使用でき
る水の確保など災害発生時に復旧、避難生活には欠かせない
水の大切さを各方面にＰＲしています。
４月に発生した熊本地震では、大阪赤十字病院より要請を
受け被災地で給水の支援活動を実施し、野外病院のある熊本
県南阿蘇村の中学校で手術用の洗浄水や避難生活者向けの飲
料水の提供を行いました。
今後想定される東南海地震への備えや各種災害時の早急な
対応として、生活に必要となる水、特に飲料用や手術やケガの
処置等に利用するための「安全な水」を供給できる浄水機の販
売、啓蒙活動を通じて災害対策の意識の向上、さらには自ら
（家族）を守る「自助・共助」意識の向上を図っています。現在は
東海３県の自治体、企業を中心に浄水機の販売契約件数が増
加しています。
今後の災害への備えとして、
「水」の大切さを幅広く知る絶好
の機会ですので、ぜひお問い合
わせください。

伝統技術と自然素材にこだわった家づくりを行っている株式
会社明城は、５月に新事務所兼ショールームをオープンしまし
た。お客様が直接肌で無垢材の壁や床に触れ、自然の心地よさ
を体感してもらいたい、仕上がりのイメージや構造を気軽に見
てほしいとの想いから、創業以来初となる事務所の新築を行い
ました。
新事務所兼ショールームでは、自社最大の特徴「国産無垢
材」のみを使用しており、スギ、ヒノキ、カヤ、アカシヤと
いった多くの上質な木材を使用しています。
また、エアコンを一切使用しておらず、「クール暖」と呼ば
れる夏は冷水、冬は温水を循環させ、放熱パネル部から輻射波
を放射する無風、無音、無臭の熱冷暖房システムを取り入れて
います。
そのため、自然な温度環境が可能で、まるで森林の中にいる
ような気分に浸ることができ、身も心もリラックスする効果が
あります。
現在、事務所内の壁は、壁材で使用している漆喰が塗ってお
らず、今後は、お客様に漆喰塗り体験も計画しています。国産
無垢材に対する想いと伝統技術を大切にしている明城に足を運
び、木のぬくも
りを身体で感じ
てみてはいかが
でしょうか。

【DATA】

防災・エコ設備普及協会
（代表：（株）庭夢）

住所 安城市桜井町三度山 61-3
TEL 0566-79-1011 URL http://teim.net

【DATA】

株式会社明城

住 所 安城市城ヶ入町団戸 173-16
TEL 0566-92-0233

株式会社大坪冷熱機器

株式会社ネクスト

人と衣類に断然優しい…
最新型コインランドリー「セレーノ」オープン！

地産地活のレストラン「花車」
ビュッフェ・ソーセージ・焼肉食べ放題スタート！

百石町にある空調設備の株式会社大坪冷熱機器が、コイン
ランドリー「セレーノ」をオープンしました。
セレーノは最新型の洗濯機を取り入れており、その最新機
能としてご紹介いたします。
セレーノの洗濯機は洗剤・柔軟剤は自動投入になっており、
自分で用意しなくていいので洗剤を忘れてしまっても取りに
行く必要はありません。また洗濯から乾燥まで一体となって
いてカーペットから羽毛布団など家庭では洗濯が難しい大き
い物まで清潔に洗濯乾燥が可能です。
さらに、終了５分前に携帯へ連絡が入るので忙しい方でも
安心して利用できます。ダニ・カビ雑菌はアレルギー性ぜんそ
くや鼻炎ガスの原因となりアトピー性湿疹の一因とも報告さ
れています。強力熱風でキレイに洗ってしっかり乾燥させま
しょう。
これから、外出が多くなり洗濯物が多くなってくる季節。
セレーノの最新機能のついた
洗濯機で綺麗かつ清潔に洗濯
した洋服で外出してみてはい
かがでしょうか。
【DATA】

株式会社大坪冷熱機器

住 所 安城市百石町 1-1-7
TEL 0566-75-1280

デンパーク内でハム・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が運営しているレス
トラン「花車」では、より多くの地元の方に地元食材を食べて
いただきたいという同社の目的「地産地活」の想いから、80分
間食べ放題バイキングを始めました。
地元農場からの直送野菜や食材を使用した約45種類の
ビュッフェ食べ放題を大人１人1,480円（税抜）で楽しむこと
ができます。提供しているサラダに使用されているドレッシ
ングも地元食材にこだわった花車特製のドレッシングを使用
しています。
また、ビュッフェと国際コンテスト受賞のソーセージやホ
ルモンを中心とした焼肉が付いた食べ放題コースは大人１人
1,980円（税抜）で味わうことができます。
飲み放題も90分1,600円、120分2,100円で付けることが
でき、炭代（500円）で屋外バーベキュー場の利用も可能です。
通常15時30分が受付終了となりますが、20名様以上のご
予約で夜の営業も行っていただけ
ますので、宴会等でぜひご利用くだ
さい。
地産地活のレストラン「花車」で
地域で生まれた食材を食べ尽くし
てはいかがでしょうか。

【DATA】

株式会社ネクスト（レストラン 花車）
住 所 安城市赤松町梶１ デンパーク内
TEL 0566-92-5439

あんじょう商工会議所
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活動報告ダイジェスト
版
源泉納付個別相談会

ビジネスマナー研修

7月5日（火）に平成28年分源泉所得税にかかる源泉納付個
別相談会を開催しました。
当日は、東海税理士会刈谷支部安城部会の税理士や、安城青
色申告会役員、当所経営指導員らが平成28年1月から6月ま
でに支払われた従業員や専

新入・若手社員を対象に、7月6日（水）にビジネスマナー
研修を開催しました。
当日は、人材育成プロジェクトNEUE（ノイエ）の飯島 敬子
氏を講師にお迎えし、接遇マナーや来客応対、電話応対等につ
いてご教授いただきました。

従者等の給与に係る源泉所

受講者は、社会人として

得税納付手続き及び相談を

必要なプロ意識や恥ずかし

行い、会員事業所をはじめ、

くないビジネスマナーにつ

多くの方々にご利用いただ

いて学ぶ良い機会となりま

きました。

した。

安城七夕親善大使一行来訪
8月5日（金）から7日（日）までの3日間開催される「第63回

ＱＣ入門講座

安城七夕まつり」のPRを行うため、7月7日（木）に安城七夕親
善大使の皆さんが当所を表敬訪問されました。
当日お越しいただいた親善大使3名は、田村会頭をはじめ、
副会頭、筆頭常議員に表敬

市内中小製造業の工程管理・監督に携わる方を対象に、7月
25日（月）に製造リーダー＆スタッフ向けのＱＣ入門講座を
開催しました。

を行い、今年の安城七夕ま

当日の講師には、元アイシン・エィ・ダブリュ株式会社ＴＱ

つりの特徴やイベント等に

Ｍ推進部部長の和田敏行氏をお招きし、ＱＣの基本やＱＣ的

ついて紹介をいただきまし

なモノの見方・考え方、実務面における課題解決の進め方など

た。

についてご教授いただきま
した。
品質保証、現場改善の手

交通安全啓蒙活動

法を「マーケットイン」で捉

当所および当館テナントのアクサ生命保険株式会社は、7月
11日（月）に夏の交通安全県民運動に合わせて、朝の通勤・通学
時間帯に桜町交差点前にて交通安全啓蒙活動を実施しました。

えることにより、顧客の信
頼を勝ち取るための手法を
学ぶことができました。

今回の活動は、地域の安心・安全の一環として、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
係る交通事故防止の促進を
図ることを目的に行ってい
ます。

桜井駅周辺の保留地宅地分譲のご案内！
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、その中から一番面積が大きい先着による保留地をご紹介いたします。

35.294

5.185
8.701

【申込期間】
随時、受け付けます（土日祝日を除く）

12.000

36.086

都市計画道路20m

あんじょう商工会議所

32.127

公道6m

− ８−

都市計画道路20m

35.291

【保留地（先着分譲）】
所在地：「小川町金政」交差点
面 積：1719.22 ㎡（520.06 坪）
価 格：263,384,000 円
・坪当たりのおよその価格：50.6 万円
・用途地域：第１種住居地域
・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。

【申 込 先】
安城市役所北庁舎 3 階 区画整理課
ＴＥＬ：0566-76-1111（代表）
0566-71-2246（直通）
※詳しくは安城市公式ウェブサイト「望遠郷」を
ご覧ください

会員事業 所 訪 問
ホームページにも掲載中

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

ガッツレンタカー安城店
レンタカーはガッツレンタカーでOK牧場！
今回は、今年5月に日の出町に新しくOPENした「ガッツレンタカー安城店」をご紹介します。フラン
チャイズで全国展開している「ガッツレンタカー」を里町にある「株式会社エクシオ」が新事業として
安城店を開業しました。イメージキャラクターには事業所名にも入っているとおり「ガッツ石松さん」
が務めています。
ガッツレンタカー安城店では、約100台の軽自動車を保有しており、一般の方から企業の方までどな
たでもお客様の様々な用途で車をレンタルすることができます。過去には、緊急ですぐに車が必要な
方や、学生でドライブに行きたいけど車が無いからレンタルしたい方、海外までの出国の間の期間だ
け必要な方などといったお客様もいたとか。
ガッツレンタカーの一番のウリは、なんといっても「安さ」にあります。レンタカーは1ヶ月29,800円（税込）。1週間レンタルは9,800円（税
込）、1日レンタルは2,500円（税込）になります。いずれもメンテナンス不要で保険付きですが、車両保険には入っていないため、事故を起こし
た場合に別途料金が発生します。オプションとして有料でETCやカーナビ、スタッドレスを付けることもできます。
レンタル予約も24時間対応のインターネット予約をはじめ、電話予約や来店予約を受け付けています。また、レンタカーが空いていれば来店
してすぐに借りることもできます。また、1ヵ月レンタルのお客様のみ特典として指定場所まで車をお届けするサービスも行っているそうです。
返却の際はガソリン満タンは必要ですが、その他の手続きは一切必要ありません。別途料金を支払えば指定場所まで取りに行くことも可能です。
ガッツレンタカー初の女性店長が最高の笑顔とガッツで迎えてくれる格安レンタカー「ガッツレンタカー安城店」をぜひご利用してみては。
名鉄西尾線

所 在 地 日の出町5-7 スワーヴ南安城
電
話 0566-71-0661
営業時間 9：00〜19：00
定 休 日 祝日
Ｈ
Ｐ https://guts-rentacar.com/shop/aichi/anjo/

● バロー

日の出町

日の出町南

南安城駅北

★

柴田

南安城駅

南安城駅

整体院 Body Reset
ただ痩せるだけじゃない

姿勢も良くなるダイエット

今回は、美園町にあります「整体院ＢｏｄｙＲｅｓｅｔ」をご紹介します。店内に入ると観葉植物が
多くならび、木のぬくもりが溢れる温かい空間が広がります。整体と聞くと一般的には「痛い！」とい
うイメージが多いですが、ＢｏｄｙＲｅｓｅｔは「ボキボキしない」
「痛くない」むしろ気持ちのいい
整体です。痛みやコリを楽にするだけではなく「痛みの出にくい体」
「コリの出にくい体」を作ります。
施術後は整体の効果を持続するために、カンタンにできる体操や正しい姿勢など、優しく指導してく
れるのもうれしいポイント。
『頑張っている人のお役に立ちたい！』と、22時まで営業しています。
整体師として10年近く、子供からお年寄りまで様々な人の体の悩みに向き合ってきた院長の徳山さん。その中でダイエット
の相談も多く、整体だけでは解決できない筋肉の弱さからくる、骨格のアンバランスの問題が多かったそう。そこで整体師とマ
ンツーマンで行う「Ｂ３ダイエット」を考案。ただ体重を落とすだけではなく、筋力トレーニングによる筋力アップと姿勢改善、
太らない食事法が身に付く３か月間のダイエットプログラムです。状態に合わせて３つのコースがあり、トレーニング、整体、毎
日の食事の写真報告、Ｂ３食事法が盛り込まれています。専属トレーナーによるマンツーマン指導なので、簡単に挫折できない
ので心強いです。一生ダイエットにふりまわされない、本物のダイエットを３か月で身につけてみませんか。無料カウンセリン
JR東海道
グも行っていますので、お気軽にお問い合わせください。
新幹線
所 在 地 安城市美園町2-7-5 絆の家8号室
電
話 0120-60-7740
営業時間 9：00〜22：00
定 休 日 日曜
Ｈ
Ｐ BodyReset⇨http://www.b-reset.net/
B3ダイエット⇨http://b3-diet.com/

美園町

ローソン
サンドラッグ

美園
郵便局

二本木
幼稚園

★
美園公園前

丸山

JR東海道本線

愛知県連総会に参加して

交流研修委員長

稲垣

三枝子

７月１３日
（水）
名古屋観光ホテルにて、
県内１９女性会出席で、
県連総会が開催されました。
総
会議案は全会一致で承認され、
その後、
日本舞踊西川流四世家元 西川千雅氏による
「自分の身
体にみつける日本の文化」
のお題で講演会がありました。
家元として伝統芸能を後世に伝えたい、
次の世代がどう受け継いでいってくれるのかとの思いを熱く語られ、
古典芸能になじみがない
人にも楽しめるように新作舞踊劇で観客層を広げようと
「ＮＯＳＳ」
という踊りを使って筋力を
鍛える運動を創られ、
より踊りに近づいてもらうことが重要だとおっしゃっていました。
出席者
全員もＮＯＳＳを組み入れた美しくみえる立ち振るまいを実践交え教えていただき、
家元の弛
まない努力されてる姿に感銘を受けました。
「ＮＯＳＳ」
とは、
日本
（Ｎ）
踊り
（О）
スポーツ
（Ｓ）
サイ
エンス
（Ｓ）
の頭文字を取ったものです。

桜井縫製様より 七夕まつり
着くずれ直し用腰ひもを頂きました

夏の交通安全キャンペーンに
参加しました

みんなの広場
中日新聞第５回フォトコンテスト
「幸せの黄色い旗のある風景」で
グランプリを受賞されました
鈴木あき子さんの作品です。

新一年生おめでとう

さんかく楽集会に参加して

行事予定
●七夕まつり反省会
8月29日（月）（新富）
●元気フェスタ2016
12月4日（日）
今年のテーマ「感謝・発見安城元気フェスタ」

委員会からのお知らせ
・元気フェスタ委員会
8月28日（日）9：30〜（MI L K）

会長

弓場

てる子

６月25日
（土）
市民交流センターにて、
平成２８年度男女共同参画週間イベント
が行われました。講師に㈱グローバルマ
お知らせ
マ・ゲートウェイの創立者である矢上清
フラ部会より
乃様を迎え
「一緒に考えよう!!〜自分らし 8月23日（火）10：00〜 ポテトハウス
い生き方〜」
をテーマにお話を聞きまし
た。仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・
新入会員紹介
バランス）
を考えながら自分らしく生き
・上條 敏（福来源）
るとは何かを考えさせられる話しでした。

安城商工会議所メールマガジン購読者募集中！！

購読無料!!

★講習会・イベント最新情報
申込み
★事業所ＰＲ
当所ホームページ→ http://anjo-cci.or.jp
★会員の皆さんからの口コミ情報
左下
★公的融資や助成金情報
メールマガジンの配信
★各種経営情報 など
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
役立つ情報をメールでお届けします。
よりお申込みいただけます。

あいちワーク・ライフ・バランス推進運動2016 賛同事業所募集！

愛知県では、県内企業等の皆様を対象に、県内一斉ノー残業デーを始めとした定時退社、有給休暇の取得推進、育児・介護との両
立支援などの取組みを呼びかける「あいちワーク・ライフ・バランス推進運動2016」を実施しています。

【内
容】
・愛知県内一斉ノー残業デー（11月16日（水）） ・11月中の定時退社（11月16日（水）を除く）
・ノー残業デーの設定・実施（特定の日付や曜日） ・年次有給休暇取得推進
・多様で効率的な働き方
・育児や介護との両立支援
・メンタルヘルス対策
・管理職や働く人の意識改革
【申込期間】
平成28年7月1日（金）〜11月30日（水）
※申込み・詳細等につきましては、
専用ホームページをご覧ください。
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YEG

安城ＹＥＧだより

安城商工会議所青年部

７月例会「ビジネスマナーについての講習会」
7月19日（火）、安城商工会議所5階会議室に於きまして、平成28年度安城商
工会議所青年7月例会が研修委員会設営にて開催されました。講師に鈴木幸代
先生をお招きし、社会人として一歩進んだビジネスマナーの習得とビジネスマ
ナーの概念を学びました。メンタリングマナーセミナーを受講するのは初めて
のメンバーが殆どでしたが自分自身だけでなく社員に対してどのようにモチ
ベーションを上げていく事ができるのかを学び、大変為になる例会だったと思
います。自分自身のモチベーションを上げ、社員のやる気を引出し、商工会議所
活動の一翼を担う商工会議所青年部員として地域の健全な発展に貢献する為に会員及び会員企業の従業員は熱心に参加
頂けました。7月例会に出席するだけでなく今日から実践し、結果を出すことによって例会は完成します。青年部がこれ
から大きく躍進するものと思います。われわれ中小企業の経営者やその社員にとって、大企業に比べ研修を受ける機会が
多くはありません。この団体をもっと活用し成長する事が地域の活性化に必要と信じ、安城七夕まつり及び元気フェスタ
に繋げていきたいと思います。

砺波から安城 会員で繋ぐリレーマラソン
砺波YEGの皆様が7月16日から7月18
日の3日間で富山県砺波市から安城商工
会議所事務所までをゴール地点としたリ
レーマラソンが行われました。最後の区間
で は 、砺 波 Y E G の 寺 島 正 浩 会 長 と 安 城
YEGの松本尚己会長の両会長が並走し
ゴールを目指しました。ゴール地点の会議所前では、安城YEGメンバーがお出
迎えし、更に友好が深まった。

トーク

願い宿して 今空へ
きーぼー︵ 才・ 町︶

？

元気ノ助のメールで投句

風船群

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

？

ー 8月例会『第63回安城七夕まつり』ー
8月例会を下記のとおり開催します。
○日

時

○場 所
○内 容
○その他

平成28年８月４日（木）〜７日（日）
※８月４日は前日準備です。
碧海信用金庫本店駐車場
第63回安城七夕まつりへの参画
各所属委員会で担当が決まっていますので、
担当の物販ブースでの設営・販売・ステージ管理
などを行います。
あんじょう商工会議所
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柏屋の地域社会への貢献
福島県郡山市に「柏屋」という名の、和洋菓子の製造小売店が
ある。創業は嘉永５（1852）年で、現在、社員数は約420人であ
る。現社長は５代目の本名善兵衛氏である。
企業は継続のために正しい手を打たなければ消滅してしま
うが、同社は、全社一丸となってさまざまな困難を乗り越えた、
なんと164年という長寿企業である。また、５年前には、東日本
大震災や福島原発問題で大きな被害を受けたが、めげずに頑張
り続けている。
柏屋の魅力は、１日に約12万個、年間で計算すると約4400
万個も売れている、あの「薄皮饅頭」をはじめとしたお菓子のお
いしさにあるが、より魅力的なことはその経営姿勢と思われ
る。創業以来、好不況を問わず、顧客・社員、そして地域社会への
思いが、とりわけ強いのである。ここではその全てを紹介する
ことはできないので、筆者が高く評価している「朝茶会」につい
て紹介しよう。
この「朝茶会」は、早朝にお菓子を食べる会のことである。も
う少し具体的に言うと、毎月１回（除く１月）、一日（ついたち）
の朝６〜８時まで、つくり立ての「薄皮饅頭」や「季節のお菓子」
をお茶を飲みながら味わい、参加者同士が気軽に会話を楽しむ
会である。代金は無料で、お茶出しの接待は柏屋の心優しい社
員さんたちである。
「朝茶会」が開催されている場所は、ＪＲ郡
山駅前商店街の一角にある「柏屋本店」の２階の「善」である。

参加資格・条件は、
「おはよう」
「いってきます」の元気なあいさ
つだけである。
「朝茶会」は昭和49年から42年間、欠かさず開
催されている。毎回、本店の前には朝６時のはるか前から長蛇
の列ができ、商店街の一大名物になっている。なお、参加者の大
半は地域住民であるが、たまたま出張や旅行で商店街を通りか
かった人もいるという。
本名社長は「朝茶会」の開催の目的を、
「日本の家屋に縁側も
井戸端もなくなってしまった今、地域の人々のコミュニケー
ションの場が提供できたら……という思いで開催しています」
と話してくれた。
こうした柏屋の「朝茶会」開催の思いは、すでに十分すぎるほ
ど地域住民に伝わり、そして住民の声に応えていると思われる
一つのエピソードを、本名社長から伺った。それは、一人暮らし
の高齢のご婦人の話だ。
「ここに来ると、皆と話ができる。皆が
優しい声を掛けてくれる。月に１回のこの『朝茶会』を、今か今
かと心待ちしながら生きています……」と、深々とお礼を言わ
れたという。
いやはや、地域住民にとって、なくてはならない良い企業で
ある。
法政大学大学院政策創造研究科
教授 坂本 光司

叱り方の心掛け
「褒めて育てる」という考え方が、世の中に広く定着して久し
いです。確かに、子育てにおいてもわが子を叱らない親が増え
ていますし、少年スポーツなどにおいても指導者が選手をやた
らと褒めるようになったと感じます。
ですが、仕事においては、経営者や上司が社員・部下を叱る場
面がどうしても出てきます。
「褒めて育てる」の考え方が良いか
悪いかはさて置き、厳しいビジネスシーンでは褒めてばかりも
いられません。叱る行為はビジネスに必須といっても過言では
ないでしょう。
だからこそ、叱る側にある経営者や上司は「叱り方」に気を配
る必要があります。同じ「叱る」でも、良い叱り方と悪い叱り方
があることに留意しましょう。
たとえば何かのお店で、お客であるあなたの目の前で上役が
店員を叱るシーンに出くわしたことはないでしょうか。あれは、
最悪の叱り方です。その店員がどのようなミスを犯したにせよ、
客前で叱ることは店員のプライドを傷つけ、モチベーションを
奪うだけです。ともすれば、人格否定といえる行為ですらあり
ます。それに場の雰囲気も最悪になります。こうなると、叱る上
役の人格や器の小ささ、そのお店・会社の社風などが疑われて
しまうだけです。
叱られる側の気持ちや立場、それに、叱られた後のモチベー
ションまで考えた上で、叱る。感情のまま、憂さ晴らしのように
は叱らない。これらは、叱る側である経営者・上司に求められる
叱り方であると心得るようにしましょう。
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このような心得がある経営者・上司は、失敗をしてしまった
社員・部下を長々と叱り続けたりはしません。失敗の内容や原
因を理解している相手には、長々と叱り続ける必要がないから
です。むしろ、長々と叱っても相手の反発心をあおり、負の連鎖
を招くだけです。何のメリットもありません。経営者・上司の座
に就くような人であれば、言わずもがな、そんなことは分かっ
ているはず。それなのに長々と叱り続けてしまうのは、自分の
感情をコントロールできていない証拠です。
「はい、叱るのはここまで」
「次から気を付けてな」。そんな風
に、端的にサッパリと叱られれば、叱られる側としてはきちん
と反省をした上で、前向きな気持ちになれます。私の元上司の
大阪出身の方は、よく叱ってくださいましたが、その後に「な、
あとは頼むで」と期待の言葉と笑顔で締めてくださったもので
す。それ以降は、何も無し。翌日になって「昨日の件、反省した
か」などと言ってきたりもしません。おかげで、私も前向きな反
省ができたものです。
良い叱り方には、愛情が感じられます。愛情を受けて育った
部下は、愛情をもって次の部下を育てます。そんなポジティブ
な連鎖を生むためにも、感情をコントロールし、愛情を込めた
叱り方を心掛けてみてください。
人財育成コンサルタント
美月 あきこ

