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〜文化講演会〜

「リーダーシップと声の力」
と き
ところ
講 師

平成28年11月３0日(水) 14時00分〜15時30分
安城商工会議所 ５階 大会議室
キャスター・アナウンサー
吉川 美代子 氏

※詳しくは、会報10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
販路拡大に人手が足りない…、販路拡大
の方法が見つからない…、新規顧客開拓
に不安…、とお考えの方にオススメ！

今月のみどころ

今月の会員事業所紹介

特集１「写真で振り返る
第63回安城七夕まつり」
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11

次期会頭に沓名俊裕氏を内定！
特集２「安城市のホームチームを応援しよう！」
事務局の人事
折込「商業部会主催セミナー」
折込「優良従業員表彰推薦概要および推薦書」
折込「消費税引き上げ対策セミナー」

和鮨
所在地

安城市朝日町4-17

電

0566-76-7773

話

Life & Body condition
QUALIA
所在地
電

話

安城市小堤町15-3
（中京銀行跡）
0566-93-1788

安城商工会議所 行事予定
10月
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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
安城商工会議所会報誌
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表紙掲載事業所の募集！

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」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
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株式会社フォーユー
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表紙の写真／ © スタジオ RAY 田中克浩

自然の力が詰まった天然波動石「きららの石」販売中!!
株式会社フォーユーでは、身体に良いものをご提供したいという想いから、生命の源でもあ
る水と塩に力を入れ、天然素材にこだわった商品開発を行っています。その中でも「きららの
石」飲水用（1kg2,200円（税別））は、水の中に入れると水が浄化、活性化され長期保存のきく身
体に良い美味しいお水を簡単に作ることができます。
また、飲水用以外に風呂用（2kg3,900円（税別））も販売しており、お風呂に石を入れること
で、ご家庭でミネラル温泉が楽しめ、身体の芯から温まり、疲れた身体を癒すことができます。
ご購入は、店頭またはホームページよりできますので、是非こだわりの天然素材商品を一度
試してみてはいかがでしょうか。
【お問合せ】 株式会社フォーユー
所 在 地：本 社 安城市里町七曲り12-11
事業所 安城市住吉町1-7-7
連 絡 先：0566-97-3132 ホームページ：http://www.4u-co.jp/4u/
あんじょう商工会議所
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第63回

写真で振り返る
第63回安城七夕まつり
８月5日（金）から7日（日）の３日間、
「輪」をテーマに、第
63回安城七夕まつりが開催されました。安城七夕まつり
のコンセプト「願いごと、日本一。」にちなんだ願いごと
三大イベントの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、願いごと短冊が飾られた
「短冊ロ
ード」、願いごとをキャンドルに巻き
付け願いごとを託す「願いごとキャン
ドル」をはじめ、様々な催しが行われ
ました。３日間合計104万人の人出
で賑わっていました。

▲短冊ロード

▲願いごとふうせん

▲願いごとキャンドル

ひととひと、ひととまちがつながって多彩な「輪」が生まれた交流のステージ…。

▲DanSpoミレニアム総踊り

▲安城七夕親善大使市中パレード

▲安城七夕まつり公式キャラクター
「きーぼー」も登場！

〜日本一かわいい女子高生「りこぴん」登場〜 ANJO浴衣コレクション開催!!
高校生や専門学校生が、自作のオリジナル浴衣で出演し、浴衣姿の美しさはもちろん、
ユニークな発想や個性的な着こなしなど、浴衣の新たな可能性をPRしたANJO浴衣コレク
ション。
最終日（7日（日））の16時30分から安城駅前ステージで開催し、今回は、安城市出身の「女
子高生ミスコン2015-2016」グランプリ、日本一かわいい女子高生こと永井理子氏（りこぴ
ん）が登場し、多くの観客で賑わっていました。

− ４−

あんじょう商工会議所

飾り付けコンクール入賞者
★ 飾り付け大賞

【愛知県知事賞】八宝亭

受賞おめでとう！

★ 特選

【愛知県議会議長賞】小林時計店【安城市長賞】㈱ホソイメガネ

★ 準特選

【安城市議会議長賞】㈱アイライフ石川【安城商工会議所会頭賞】㈲吉野屋【愛知県観光協会長
賞】㈲両口屋菓匠【安城市観光協会長賞】㈱金魚屋【中日新聞社賞】桜井屋

★飾り付け大賞
【愛知県知事賞】八宝亭

★ 入選

【砺波市賞】めん処丸長【あいち中央農業協同組合長賞】杉友時計店【安城ロータリークラブ賞】
㈲ナカガワモータース【三河安城ロータリークラブ賞】メガネの杉友【安城ライオンズクラブ
賞】㈱森田屋燃料【安城南ライオンズクラブ賞】碧海信用金庫【安城中央ライオンズクラブ賞】あ
いち中央農業協同組合【安城青年会議所賞】御菓子司枡見屋【明治用水土地改良区賞】㈱博文堂
事務機店【国際ソロプチミスト安城賞】大衆居酒屋じゅーじゅー【安城商工会議所青年部賞】カ
スタムテーラー平野【キャッチネットワーク賞】ベル商店【安城サルビアスタンプ会賞】精文堂
印刷【JR東海賞】大野屋【安城文化協会賞】㈲フットバランス

★ 準入選

趣味の志ぼりおおた、㈱丸杉、㈲炉ばた赤坂、和菓子処櫻屋、Neo natural bis、㈱梅本、㈱富士
屋呉服店、㈲稲垣カメラ、太田硝子㈱、㈱森田精肉店

★準特選
【安城商工会議所会頭賞】㈲吉野屋

★ 特別奨励賞

TAKOYAまんぷく、安城学園Ｂ、セブンティーンズ、野田公民館絵画教室Ｂ、安城市立錦町小学
校、医療法人安祥会松井整形外科、愛三工業㈱、碧海協力会、安城老人保健施設、安城市立桜井中
学校、安城市立安城南中学校、ボーイスカウト安城1団、Anjo北斗、安城市婦人会協議会、安城市
児童センター、安城学園Ａ、光徳保育園、立正佼成会、日の出町子供会、朝日町子供会、安城市立
安城北中学校、安城市立錦町小学校、ガールスカウト愛知県96団、安城北部幼稚園、新田保育園、
花ノ木花旺会、本通り子供会、御幸子供会、安城保育園、明治本町子供会

★ ロゴ・キャラクター特別賞

【きーぼー賞・個店の部】㈲吉野屋【きーぼー賞・団体の部】医療法人安祥会松井整形外科

★ 飾り付け区域外優秀賞

里町内会、石橋町内会、相生町内会、井畑町内会、西尾町内会、高棚町内会、東栄今本連合町内会、
百石町内会、榎前町内会、根崎町内会

安城「イチオシ」グルめぐり 開催!!

今年も開催！
地元安城の逸品グルメが大集合!!

昨年度に引き続き、今年度も安城七夕まつり期間中の願いごと広場会場内にて、地元安城の人気店のメニューや、話題の商品など
を一堂に集めた『安城「イチオシ」グルめぐり』を開催しました。当所会員事業所を対象に募集を行い、今回は17事業所にご出店い
ただきました。
会場に訪れた来場者は、まだ知らなかったお店やグルメ、一度行きたいと思っていたお店の味を楽しむことができ、猛暑にも関わ
らず、多くの来場者で賑わっていました。

〜出店事業所一覧〜
A&C、OHANA CURRY、Café B+、給食当番、Q-Fuku！、㈱皓介、杉浦製粉㈱、
スミスヤ（㈱L&R）、タージ・ベンガル、とりこ三河安城（にいのみGroup）、
夏目商店、㈱ネクスト、福来源、ふくろう、ふらんす料理ここりこ、
㈱ぼてこアンドぼてじゅう、三河一押し安城魂
【五十音順】

あんじょう商工会議所
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おしらせ

商工会議所からの

「ISO9001・14001 規格改正
のポイントと対応」受講者募集

新入・若手社員フォローアップ
セミナー 受講者募集

本セミナーでは、認証取得支援で豊富な実績を有するコ
ンサルタントが規格改定の概要とポイント、今から何をす
べきかについて解説します。
ISO9001、ISO14001の認証取得済または認証取得を予
定されている企業の経営者、管理者の方は、この機会に是非
ご参加ください。

本セミナーでは、円滑な人間関係を築くためのビジネス
マナーや、報告・連絡・相談といったコミュニケーション、電
話対応等を再確認及び改めて習得していただきます。人と
話すすべてのビジネスシーンに対応したセミナーになりま
すので、ぜひご受講ください。

時 平成28年9月26日（月）9時30分〜16時30分

場 安城商工会議所

場 安城商工会議所

３階

研修室

講 株式会社エイチ・フォー 代表取締役 畑

寛和 氏

内 １．旧規格との差分解説（ISO9001・14001）
２．統合マネジメントシステムの可能性
３．移行審査へのロードマップ
４．内部監査員の育成方法に関する留意点
￥ 安城商工会議所会員 ▶3,240円／人
一般
▶5,400円／人
※消費税・昼食費込み
定 25名（定員になり次第、締め切り）

時 平成28年9月28日（水）10時00分〜17時00分
３階

講 オフィスPrima 代表 透

研修室

千保 氏

内 １．オリエンテーション
２．円滑な人間関係を築くために
３．コミュニケーション力を高める
４．電話対応に活かす
※研修の進行状況によって内容を変更する場合もございます。
￥ 安城商工会議所会員 ▶4,320円／人（税込・昼食代込）
※（公社）刈谷法人会安城支部および
（一社）刈谷労働基準協会安城支部会員
▶6,480円／人（税込・昼食代込）
上記以外（一般） ▶8,640円／人（税込・昼食代込）
定 35名（定員になり次第、締め切り）

安城市社会福祉協議会
特別会員にご協力をお願いします！
安城市社会福祉協議会では、住民主体の福祉と自分らし
く安心して暮らせる福祉のまちづくりの実現の為、地域の
みなさまにご協力いただく「会員制度」を取り入れ、貴重な
財源として活用しています。

会
１口

費
10,000円

使いみち
●福祉まつり
（毎年10月に開催）
●福祉介助サービス（単独での外出が困難な方の支援及び
病院内での介助が必要な方のサポート）

その他

ご協力いただいた会費は、確定申告によって、所得税法（第37条）
の規定により一定の限度額内で「損金算入」することが可能です

振込先
●碧海信用金庫 本店
普通 口座番号 ０８３１８４５
社会福祉法人 安城市社会福祉協議会
会長 神谷明文
●あいち中央農業協同組合 本店
普通 口座番号００８９９５４
社会福祉法人 安城市社会福祉協議会
会長 神谷明文
みなさまからの
あたたかい支援に
支えられています！

問い合わせ先
安城市社会福祉協議会 企画財務係
電話 77−2941（代表）

− ６−

あんじょう商工会議所

初級複式簿記講座
受講者募集
今回の簿記講座では、簿記の基礎から日商簿記3級検定試
験の合格レベルの内容を取得し、財務面の意識向上及び経
営の一助となりますので、ぜひご参加ください。
時 平成28年10月3日（月）〜11月7日（月）
18時3０分〜21時00分
＜下記の通り14回＞
平成28年10月 3日（月）
・ 4日（火）
・ 7日（金）
・12日（水）
14日（金）
・18日（火）
・19日（水）
・24日（月）
26日（水）
・28日（金）
・31日（月）
11月 2日（水）
・ 4日（金）
・ 7日（月）
場 安城商工会議所

３階

研修室

講 税理士 鳥居 玄倫 氏
（東海税理士会刈谷支部所属）

内 商業簿記（日商簿記検定試験３級程度の内容）
￥ 安城商工会議所会員
▶8,640円／人（消費税・テキスト代込）
法人会・青色申告会会員
▶12,960円／人（消費税・テキスト代込）
一般（上記以外）
▶17,280円／人（消費税・テキスト代込）
定 30名（定員になり次第、締め切り）

赤い羽根共同募金の事業所募金に
ご協力ください！
今年度も10月1日から全国一斉に「赤い羽根共同募金運
動」が展開され、安城市におきましても街頭募金をはじめ、
戸別募金、学校募金等の運動を展開します。事業所の皆さ
まには事業所募金としてご協力いただいています。
安城市共同募金委員会では、事業所募金として担当地区
の民生委員が各事業所を訪問し、募金の協力を呼びかけて
います。平成27年度は1,091事業所から4,041,388円の募
金をいただきました。お寄せいただきました募金は、地域
のボランティア活動、障がい者施設への施設備品等助成、
民間保育所や民間児童クラブへの施設費助成、ひとり親家
庭の子どもへの入学祝い品贈呈、経済的に困難な家庭へ修
学旅行費の一部補助等に幅広く活用をさせていただいてお
ります。
つきましては、事業所募金にご協
力いただきますようお願いします。
下記までご連絡いただきましたら、
募金を受け取りにお伺いいたします。
みなさまのご理解とあたたかいご
支援、ご協力をお願いします。
【お問合せ】安城市共同募金委員会 担当 伊藤
（安城市社会福祉協議会総務課事業係）
TEL 0566-77-2941

〜高値買取あなたのPV〜
安城市観光PR動画コンペ 作品募集！
安城市観光協会では、デンパーク・丈山苑・堀内公園・新美南吉
・安城芸妓・田園風景・農産物・安城和牛・サイクリングロード・
安城七夕まつりなどなど・・・安城市の観光資源を使った、安城に
行きたくなるようなPR動画を募集しています。
審査で選ばれた10作品程度の作品を、100万円を上限に買い取
りますので、ぜひご応募ください。
※応募者制作の未発表の作品に限る

応募期間

平成29年1月31日（火）まで

応募資格

個人、団体、プロ、アマ問わず、安城市の観光
をPRしていただける意欲のある人！
※１人（1団体）につき2作品まで

作品規格

応募方法

お問合せ

作品時間：15秒以上３分以内
表現方法（アニメーション、実写、写真スラ
イド、ＣＧ等）は問わない
応募者が作成したオリジナル作品で、他のコン
テスト等に応募していないものに限る。
ファイル拡張子 mov、wmv、mpg（mpeg）、
aviのいずれか（YouTubeにアップロード可能
なファイル形式）
画像比率：16：9
解像度：幅1280×縦720ピクセル以上
インターネットからの応募
インターネット動画共有サイト「YouTube」に
応募作品を投稿後、安城市観光協会ウェブサイト
の申込フォームから申込み
郵送もしくは持参での応募
動画を収めたＤＶＤ等の記録媒体と応募用紙を
併せて郵送または持参にて提出。
※提出された応募用紙及び DVD等は返却しません
ので、ご了承ください。
詳しくは、安城市観光協会のウェブサイトをご覧ください。
安城市観光協会（安城市役所商工課内）
TEL：0566-71-2235

次期会頭に沓名俊裕氏を内定！
当所は、本年10月末日をもって任期満了となる田村 脩
会頭（碧海信用金庫 名誉会長）の後任に、沓名俊裕副会頭
（株式会社東祥 代表取締役会長）を選任する人事を内定し
ました。
会頭の選考は、６月開催の議員総会において会頭選考委
員会（委員長：加賀昭成氏）の設置を承認していただき、
その会頭選考委員会における協議
により次期会頭候補者を決定しま
した。
正式就任は10月28日開催予定
の臨時議員総会で正式に選任され
て就任となり、任期は平成28年
11月１日から３年間となります。
沓名 俊裕 氏

あいち・ウーマノミクス推進事業

女性によるソーシャルビジネスプラン募集！

〜「働く女性 ソーシャルビジネスプランコンテストあいち2016」〜

愛知県では、あいち・ウーマノミクス推進事業を実施し
ており、この取組の一環として、介護・福祉、子育て、地
域コミュニティの形成等、身近な社会問題の解決を促すと
ともに、地域における新たな起業や雇用の創出等が期待で
きるソーシャルビジネス分野における女性の起業を促進す
るため、「輝く女性ソーシャルビジネスプランコンテスト
あいち2016」を実施します。

募集ビジネスプラン
女性起業家や女性経営者等が行うソーシャルビジネスに関
するビジネスプラン。
他のビジネスプランコンテスト等において入賞実績がないこと。
1主体(1個人、1法人、1グループ)につき1件の応募であること。

募集期間
（1）事前エントリー
平成28年8月9日（火）から9月30日（金）まで
※ビジネスプランの応募にあたっては、事前エントリーが
必要となります。
（2）ビジネスプラン
平成28年8月9日（火）から10月7日（金）まで

主な応募要件
（1）創業前の個人・グループ
愛知県内で、ソーシャルビジネスに係るビジネスプランの
事業化を目指す個人・グループ。グループの場合、そのグル
ープの半数以上が女性であり、代表者又は応募プランの責
任者が女性であること。
（2）法人・個人事業主
平成28年11月30日時点で創業後5年未満の法人（法人を
設立する以前に個人事業を営んでいた場合は、その期間も
含めて5年未満）又は個人事業主であること。
法人の場合は愛知県内に本店所在地を有し、個人事業主の
場合は住所地又は事業所所在地が愛知県内であること。
※エントリー用紙等のダウンロードや詳細につきましては、
ホームページ
（http://www.pref.aichi.jp/site/womenomics/womeno
mics-280809.html）をご覧ください。
あんじょう商工会議所

− ７−

安城市のホームチームを応援しよう !
安城市には日本リーグなどで活躍する全国トップレベルの企業チームがあります。そのチームを安城市の「ホーム
チーム」と位置づけ、市民でチームを応援し、盛り上げましょう！
それぞれの試合日程につきましては、その都度、今後の会報誌でご紹介していきます。安城市を本拠地としたクラブ
チームを持っている事業所で紹介して欲しいなどの要望がございましたら、ご一報ください。
女子ソフトボール

デンソーブライトペガサス
デンソー女子ソフトボール部ブライトペガサスチームは1960
年に創部され、日本女子ソフトボールリーグに出場するデンソー
スポーツ4強化クラブの1つです。チーム名は「常に諦めず輝かし
い成績をあげる」という想いが由来となっています。
2015年より活動拠点を本社（刈谷市）から安城製作所（安城市）
へ移転し、新拠点での活動2年目を迎え、日本一を目標に日々練習
に励んでいます。
地域に根ざし、皆様に愛されるチーム作りに励みながら、日本女
子ソフトボールリーグ優勝を目指します。

女子バスケットボール

アイシンＡＷウィングス
アイシン・エィ・ダブリュ㈱女子バスケットボール部は1979年
に創部し、2000年にはWJBL（日本最高峰のバスケットボール女
子日本リーグ機構）に昇格しました。
安城を本拠地に構え、青少年育成に力を注ぎ、地域の皆様から愛
されるチームを目指しています。
今年は若手中心のフレッシュなチームになります。若い力を思
う存分に発揮して、リーグの台風の目となり、日本一を目指して頑
張ります。

男子軟式野球

GTRニッセイ
ニッセイ軟式野球部は、1947年に愛知県の軟式野球連盟の創立
と時を同じくして誕生した、歴史と伝統のあるチームです。
軟式野球2大全国大会の「天皇賜杯全日本軟式野球大会」では優
勝1回、
「国民体育大会」では優勝3回しています（2011年・2012年
は連続優勝）。
今年、チーム名を全社員から募り「GTRニッセイ」という新たな
チーム名になり、今後も市民の方に愛される強いチームとなって
安城市を盛り上げていきたいと思っています。
− ８−

あんじょう商工会議所

会員事業 所 訪 問
ホームページにも掲載中

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

和鮨
伝統鮨を握り続けて36年！醤油のない鮨屋

所 在 地
電
話
営業時間
定 休 日
Ｈ
Ｐ

朝日町4-17
0566-76-7773
17：30〜22：30（OS 22：00）
※完全予約制
毎週木曜日、第3水曜日
www.kazuzushi.jp

JR安城駅

神杉酒造

線
名鉄西尾

今回訪問したのは、朝日町にある上質な雰囲気のお店「和鮨」。他にはないこだわり
を持つ完全予約制の「握り鮨専門店」。四季の素材をお任せで握ってもらうスタンスで、
素材のおいしさを味わって欲しいとの想いから、店内には醤油が置いていない。それ
は素材の旨味を最大限に引き出す特製のシャリがあり、自信があるからである。
最高の状態の料理を提供するために、握った後１秒でも早く口にできるカウンター
席にご案内しており、一番美味しく食べられる環境づくりも徹底。そして最も驚くべ
きは、ネタの保管方法である。冷蔵庫を使わずに、氷の上に置くという昔ながらの手法。これによりネタの旨味成分を飛ば
すことなく鮮度を保てるとのこと。また、シャリも『いずみ』と呼ばれる藁でできた容器で保管することで旨味を逃さない。
鮮度を保つために自然界にあるものを利用する大将のこだわりに驚くばかりである。
市外からのお客様も多く、大将が握るこだわりの握り鮨に県外のリピーターもいるほど。特別な日や自分のご褒美の為
に、贅沢な時間を味わってみてはいかがでしょうか。
安城電機

UFJ

北明治
稲荷社 稲荷北

ヤマハ

★

朝日町北

杉山

コメダ

Life & Body Condition QUALIA

クーポン付

町の駆け込み保健室、OPEN！
今回は小堤町の中京銀行跡地にあります、
「QUALIA（クオリア）」をご紹介します。こちらは
鍼灸院、理学整体など東洋医学・西洋医学を融合させた、健康に関する複合施設です。
QUALIAでは理学療法士や保健師、鍼灸師といった西洋と東洋に精通する専門家が、お客様
の身体に関するお悩みや症状を、様々な方面からアドバイス、施術してくれます。医療機関と
の連携もあり、何科にかかればいいのかな？といった病院に行く前の相談などにもおすすめ
です。また、カウンセリングのうえ体質別に健康茶を提供してくれるＣＡＦＥがあるのも嬉し
いですね。
この度9月12日に、新たに機能訓練スペース「G-FORCE（ジーフォース）」をオープン。こちらでは、カウンセリングを経て一
人ひとりに合ったプログラムを組んでくれるほか、介護予防運動として日本舞踊の動きを取り入れたエクササイズ、NOSS（ノ
ス）教室を行っていくそうです。
そんなQUALIA のメニューを体験できるイベントが、G-FORCE のオープンに伴い9月10・11日に開催されます。NOSSの体
験会や、鍼（はり）体験、ミニお灸教室などのイベントを行うそうなので、この機会にぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。
所 在 地 安城市小堤町15-3（中京銀行跡）
電
話 0566-93-1788
営業時間 10：00〜18：30
定 休 日 日曜
facebook https://www.facebook.com/qualia2016

安城学園

至刈谷

西松屋
すき家

★ 小堤町東

すき家

錦町小南

田中

錦町
小学校

48

活動報告ダイジェスト
版
雇用労働委員会
8月22日（月）に雇用労働委員会を開催しました。
当日は、6月7日（火）に開催しました「近隣高校進路指導担
当者との情報交換会」の結果について報告いたしました。
また、協議事項として、11月の会員大会の中で開催する会
員事業所優良従業員表彰の内容および新規イベント「安城
企業転職説明会ANJOB」、シルバー人材センターの派遣
事業について協議し、全て承認されました。
会員事業所優良従業員表彰の概要と推薦書につきまし
ては、今月号の折込みチ
ラシをご覧ください。
会員大会の概要および
申込書につきましては、
来月号の会報誌にてチラ
シを折込みいたします。

西三河交流圏推進協議会 要望書提出！
西三河エリア６商工会議所（安城・豊田・岡崎・刈谷・碧
南・西尾）で構成する西三河交流圏推進協議会は、8月10日
（水）に名四国道事務所、愛知県建設部、中部地方整備局を
訪問し、西三河地域の幹線道路網整備促進に関する要望書
を提出しました。
当所の関係では、安城高浜線、名古屋岡崎線、小垣江安城
線の早期事業化等について要望しました。

− 10−

あんじょう商工会議所

ベストウィズクラブ商工会議所視察
全国の商工会議所とアクサ生命保険株式会社により運
営されるベストウィズクラブが主催する第32回優良商工
会議所群馬県連視察に参加しました。
今年度は、7月28日（木）に前橋市のベイシア文化ホール
にて開催され、全国514の商工会議所から218会議所280
名の方々が参加しました。
共済制度推進事例として館林商工会議所の取り組みと
共済制度推進活動について発表され、今後の共済制度事業
運営の参考となりました。

消費税増税対策セミナー
平成31年の消費税増税に向けて、経営者、経営幹部、総
務、営業担当者を対象に、8月22日（月）に消費税増税対策
セミナーを開催しました。
当日は、西川ファイナンス経営オフィス代表で中小企業
診断士の西川 彰紀氏を講師にお招きし、自社商圏の把握
方法や顧客に対してのアプローチ方法などについてご教
授いただきました。
参加者は、再度自社の
経営状況を見直す良い機
会となり、消費税増税に
向けて対応が必要となる
「売上アップ」のノウハウ
について理解を深めまし
た。

第63回安城七夕まつり

今年のテーマ「輪」

七夕まつり特別委員会副委員長

筒木

麻三子

今年は8月5、
6、
7日に七夕まつりが行われ、
3日間とも好天に恵まれ、
たくさんの来
場者で賑わいました。
私たち女性会は青年部の配慮をいただき、
賑やかな表通りから
離れ、
少し奥まった場所へテントを移動しました。
メイン通りからは見えにくい場所
でしたので来場者が減るのではと懸念され、
宣伝媒体としてのぼりを新たに制作し
たり、
きーぼーのオブジェもきれいに補修しました。
いざ当日を迎えてみると、
長年継
続して行ってきた会員皆様の努力の賜物か、
大勢の方に周知されており、
例年と変わ
らぬ来場者に恵まれました。
延べ人数は昨年よりわずかですが増加しております。
今
年もたくさんの会員の方にお手伝いをいただき3日間を終えることができました。
あ
▲8月1日（月）七夕まつり事前説明会
りがとうございました。
浴衣着崩れ直し講習会

▲多くの子どもたちにきーぼー顔ハメ看板
を利用いただきました

▲田村会頭も着崩れ直しに！

三河商工会議所女性会サミットに参加して

副会長

鬼頭

▲育Menさんのおむつ交換

絹江

7月30日
（土）
刈谷のシャインズにて三河商工会議所女性会サミットが開催されま
した。
10女性会が参加、
各女性会の活動内容が発表されました。
参考になる所が随所
に見られ、
とても有意義なサミットでした。
懇親会に入る前に刈谷の奇祭で有名な万
燈祭一斉舞を見物させていただき、
とても素敵なサミットでした。
今後、
安城で開催される時は参加された方々に喜んでいただける様なサミットに
全員で盛り上げられたら素敵だと思いました

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

よりお申込みいただけます。

デンソーブライトペガサスを応援に行こう！
９月より日本リーグの後半戦が開始となり、地元大会は下記の日
程になります。
９月24日
（土）
は
「地域応援ＤＡＹ」
として安城市民の
応援者は入場無料になります。
この機会にデンソー女子ソフトボー
ル部ブライトペガサスの応援に行きましょう！
節
７節

日 時

9/24
（土） 15：00
9/25
（日） 14：30

対戦相手

会 場

日 立

豊橋市民球場

トヨタ自動車

※当日はブライトペガサス応援入り口にて安城市民を証明できるもの
（免許
証や学生証など安城市民と分かるものならOK）
をご提示いただきます。

愛知の働き方改革 〜「働き方改革」でワーク・ライフ・バランスの実現を進めましょう〜

愛知労働局では、
「働き方改革」を多くの企業・事業所の皆様に進めていただけるよう取組を展開するために、平成27年1月9日、
愛知労働局「働き方改革推進本部」を設置し、情報の収集・発信や企業・事業所に対する支援など様々な取組を進め、
「働き方改革」
に対する気運の醸成を図っています。
＜働き方を見直す取組の例＞
＜「働き方改革」参加企業・事業所募集！＞
１．時間外労働の削減
１．
「愛知『働き方改革』に向けた共同宣言」賛同団体
２．年次有給休暇の取得促進
２．
「働き方改革」宣言企業・事業所
３．その他の多様な働き方
３．企業・事業所での取組事例
※詳しくはホームページをご覧ください。
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/riyousha̲mokuteki̲menu/jigyounushi/jigyounushi̲jouhou/hatarakikata.html
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あんじょう商工会議所

YEG

安城ＹＥＧだより

安城商工会議所青年部

8月例会 ・第63回安城七夕まつり
去る、８月５日、６日、７日に第63回安城七夕まつりが開催されました。
日本三大七夕まつりの一角をなし、63回を数える地域最大級のこのまつりに皆さんもお出かけになられたことと思います。
しかし、年々天候が灼熱化するなか、日本一の七夕ロードの長さを誇るこのまつりに気後れを感じておられる方もみえるので
はないでしょうか。
今年、我々青年部はそんな方々のために、より充実した憩いのスペースを提供することに奔走いたしました。例年、碧海信用
金庫様本店駐車場をお借りしまして市民の皆様によるステージの運営や各種団体の皆様の活動発表の場を整えさせていただ
いております。
まずはそのスペースを天の川テラスと改名し織姫と彦星が待ち合わせ場所に使ったように市民の皆様の待ち合わせ場所、く
つろぎの場所としてのスペースを目指しました。それに加え、300余名もの皆様を収容する休憩エリアと、おくつろぎの一助に
飲食の提供、子供たちを対象にしたフェイスペイント等のブースをご用意させていただきました。
また、重度のハンデを抱える子供たちを招待することによって日ごろイベントに参加できない皆様を家族単位でまつりにア
テンドできましたことは我々青年部にとっても大いに勉強させていただくところでありました。ステージイベントもおのずと
強化されチアダンスや吹奏楽をはじめ、ありとあらゆるジャンルの皆様に盛り上げていただきました。ご家族だけでなくご友
人ご親族総勢でステージイベントに歓喜乱舞していただく様はまさに市民の皆様によるまつりを具現化したものであったと
感じております。
場所を移し駅前ロータリーでは約40,000羽のおり鶴飾りが昨年と同様安城駅に降り立ったお客様を歓迎いたしました。伝
統ある まつり も親から子へまた孫へ受け継がれて成り立つものであろうと思っております。我々青年部が提供させていただ
いた 天の川テラス が家族単位親族単位で、共に楽しみ、受け継ぎ、語り継いでいただく一助になることができたとしたら幸い
「豊かな郷土を築くために創意と工夫、勇気と情熱を傾ける」という文言があります。来年もさらなる
です。青年部の行動指針に、
充実をご期待ください。
最後になりましたが今回ご協力をいただきました協賛会の皆様、各テントブース、ステージにご参加いただきました団体の
皆様、共に運営の一助をお願いしております女性会の皆様、本当にありがとうございました。ご協力に感謝いたします。
そして共に苦楽を共にした青年部メンバーに心からの敬意と感謝を。
皆様、来年の七夕まつりが今から待ち遠しいですね。
安城商工会議所青年部七夕まつり特別委員長

トーク

台風台風 また台風
暴風雨警報︵ 才・桜井町︶

元気ノ助のメールで投句

恐ろしや

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

52

近藤

実

ー 9月例会『第29回東海ブロック大会 岡崎大会』ー
9月例会を下記のとおり開催します。
○日 時 平成28年９月３日（土）
○場 所 岡崎中央総合公園 他
○内 容 式典・講演・懇親会
○その他 安城YEGから「西三河でつなぐ！『安城芸妓の
おもてなし』でGo to the TOP! team 安城
YEG」の分科会が開催されます。
あんじょう商工会議所
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見事に再生した食品スーパー
『マックスバリュ東海』
静岡県内を中心に、神奈川県、山梨県、そして愛知県内に計

返った。

140店舗を展開する食品スーパーがある。社名は「マックスバ

そして、何よりもうれしかったこととして、
「裁判所で会社更

リュ東海」といい、今から約20年前の1997年、膨張・放漫経営

生法の適用会社として認めるか否かの審議中、
『このお店を残

により実質倒産してしまった「ヤオハン」の残留社員が、その

してあげてください……』と、１週間でなんと９万人以上が嘆

後、イオンなどの支援を受け、見事に再生した企業である。

願書を裁判所に提出してくれたことです。仕入先やお客さまの

全社一丸となっての経営努力が実り、今や正社員は1400
人、パートなど非正規社員は１万3600人の計１万5000人。売

ありがたさがしみじみ分かりました。ですから、この20年間
ずっと、お返しの経営をしてきました」と、話してくれた。

上高は2121億円の企業にまで、成長発展している。業績もす

お返しの経営は、あらゆる活動に見ることができるが、とり

こぶる順調で、2005年当時750億円であった売上高は、年々

わけ、筆者らを感動・感激・感嘆させたことは、隣町の障がい者

右肩上がりに増加し、今や約３倍の2121億円と、全て黒字経

就労支援施設からの農産品（水耕栽培のレタス）の仕入れであ

営である。

る。その施設は障がい者が約50人就労しているが、同社は年間

先般、その快進撃の訳をお伺いするため、本社（静岡県駿東郡

契約で安定的に仕入れているほか、つくり過ぎや売れ残ってし

長泉町）を訪問し、代表取締役社長の神尾啓治氏から多くの示

まった場合でも、全量引き取っている。そればかりか、その仕入

唆をいただいた。

単価も、あえて高く取引しているのだという。加えて言えば、月

神尾社長は「当社は一度倒産した会社です。現場の多くの社
員は青天の霹靂（へきれき）でした。うれしかったのは、存続が
危ない会社と分かっていたにもかかわらず、これまでお世話に
なったからと、商品を納入し続けてくれた仕入業者の方々がい

に１回のチラシ広告も新聞に折り込まず、あえて施設で働く障
がい者の方々が戸別配布するよう仕事も提供している。
なぜ同社がかつて倒産したのか、また、その後見事に再生し
たのかが、一目瞭然である。

たことです」と語る。また、
「売り場の棚には、ほとんど商品が陳

法政大学大学院政策創造研究科

列されていないのに、店員さんが親切にしてくれたからと、多

教授

坂本

光司

くのお客さまがわざわざ買い物にいらしてくれました」と振り

リーダートーク術
今回の原稿を執筆している時点では、世間のもっぱらの話題
は東京都知事選挙です。原稿の配信時にはその選挙結果がすで
に出ていますが、もしかしたら、今回ご紹介する「リーダートー
ク術」が勝敗を分けたかもしれません。それくらい、リーダーに
とって話し方とは重要なものといえます。
今回の都知事選には21人の方が立候補しましたが、中でも
クローズアップされたのは３人の有力候補者でした。その３人
はメディアにも連日取り上げられ、テレビのスタジオトークな
どでも頻繁に目にしましたが、その話し方から、私は３人のう
ちの１人に「都政をお任せしたい！」と思いました。
正直なところ、私はその人が生理的に嫌いです。しかし、私の
勝手な好き嫌いと、公の仕事を任せるか否かは同じ次元で語る
べきことではないでしょう。能力か、好き嫌いか。その候補者の
話し方は、決して饒舌（じょうぜつ）ではないのですが、都知事
としての能力を感じさせるものがありました。
具体的には、まず視線です。その候補者はスタジオトークで、
真っすぐ前を見据え、手元の原稿にはたまにチラリと視線を落
とす程度で、自分の言葉でしっかりと受け答えをしていました。
必要な勉強を常に怠らず、スタジオトークで話すべきことも頭
に入れた上で臨んでいる証拠です。
「これから勉強します」など
とは、決して言いません。分からないことを分かったふりをし
て話すのも良くないですが、普段から各方面の勉強をしていれ
ば、それなりには答えられるはずです。その姿勢は、リーダーに
必要不可欠でしょう。
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あんじょう商工会議所

声が大きいのも、その候補者の特徴です。今回の都知事選で
注目された３人は、声量にもはっきりとした違いがありました。
地声の問題ではなく、リーダーになろうとする人間の意志や気
概が声に現れていたように思います。
といって、大声でまくしたてるようなこともしません。ゆっ
くりと、穏やかに話しつつ、主義主張をする際には、やや早いス
ピードで話す。この強弱も見事に思えました。また、自らの主義
主張をきちんと持ち、きちんと伝えている点にも好感を抱きま
した。
それから、手の位置ですが、その候補者だけは必ずテーブル
の上に置いていました。手は膝の上に置くのが行儀が良いと日
本ではいわれていますが、世界標準のプロトコール・マナーに
おいては、実はＮＧとされています。何より、この場合、手を膝
の上に置くことはテーブルの下に手を隠すことになるので、政
治家の姿勢としても感心できません。常に、堂々とテーブルの
上に手を置くその候補者には、クリーンな印象が感じられまし
た。
選挙立候補者の振る舞いや話し方は、ビジネスリーダーにも
大きな参考を与えてくれました。さて、今回の都知事選に当選
した方の話し方は、いかがだったでしょうか。
人財育成コンサルタント
美月 あきこ

