
「最近の金融経済情勢と展望」
～経済講演会～

と　き　平成29年2月10日(金)　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　日本銀行 名古屋支店
　　　　支店長　衛藤 公洋 氏
※詳しくは、１月号の折込チラシをご覧ください。

60年の実績が物語る
卓越した技術力を見よ！
60年の実績が物語る
卓越した技術力を見よ！

安城商工会議所　E-mail▶info@anjo-cci.or.jp 安城　　商工
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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

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

『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。



安城商工会議所 行事予定

今月の会員事業所紹介

特集２「平成28年度安城商工会議所
　　　　会員大会開催！」 

5

株式会社デ・レーヴ
　所在地　安城市大山町1丁目
　　　　　12-31
　電　話　0566-76-9009

cafe nicori
　所在地　安城市東栄町5丁目
　　　　　14-2
　電　話　0566-91-3970

1月

10日㈫
11日㈬
11日㈬
12日㈭
12日㈭
13日㈮
13日㈮
17日㈫
17日㈫
17日㈫
18日㈬
19日㈭
21日㈯
27日㈮
28日㈯
31日㈫

経営計画作成支援セミナー個別相談会
新春賀詞交歓会
金融相談（日本政策金融公庫）
年末調整個別相談会
経営計画作成支援セミナー個別相談会
年末調整個別相談会
経営計画作成支援セミナー個別相談会
税務相談（記帳継続指導）
経営計画作成支援セミナー個別相談会
税務研修会
経営計画作成支援セミナー個別相談会
法律相談
Anjo創業スクール①
金融相談（愛知県信用保証協会）
Anjo創業スクール②
労務セミナー

14：00～16：00
11：30～13：00
10：00～12：00
９：00～16：00
14：00～16：00
９：00～16：00
14：00～16：00
13：00～16：00
14：00～21：00
14：00～15：30
10：00～16：00
13：00～16：00
９：30～16：30
13：00～16：00
９：30～16：30
15：00～17：00

12月

２日㈮
４日㈰
４日㈰
４日㈰
６日㈫
７日㈬

７日㈬
８日㈭
10日㈯
11日㈰
14日㈬
15日㈭
16日㈮
18日㈰
20日㈫
22日㈭

経営計画作成支援セミナー
安城元気フェスタ2016
ものづくり補助金　攻略合宿
カラーコーディネーター検定試験
経営計画作成支援セミナー
共済還元事業！
日帰り感謝観劇バスツアー
営業力強化セミナー
事業承継セミナー
安城企業説明会「ANJOB」
ビジネス実務法務検定試験
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）
エコ検定試験
経営計画作成支援セミナー
経営計画作成支援セミナー

19：00～21：00
９：00～16：00
９：30～20：00

19：00～21：00
12：30～20：30

14：00～16：00
14：00～16：00
10：00～16：00

10：00～12：00
13：00～16：00
13：00～16：00

19：00～21：00
19：00～21：00

　表紙の写真は、三河安城東町にあるキムラ工業有限会社と新城市のにある田村組が共同開発したワー
クショップテーブルになります。テーブルには通常廃棄されてしまう間伐材を使用し、環境に優しいエ
コなテーブルになっています。お客様のご希望に合わせてオーダーメイドで製作できるため、オリジナ
ルテーブルを作成することができます。（表紙のテーブルの価格：杉タイプ47,000円、檜タイプ48,000円）
　キムラ工業有限会社では、ワークショップテーブルの脚の部分を担当しており、そこには金属パイプ
を「曲げる」ことを得意とする熟練の技術が集約されています。
　自社商品として「曲げ」の技術を活かし、金属廃材を使用した机や椅子の脚の開発や販売も同社のDIY
事業部が行っていますので、各種テーブルや廃材利用のエコ製品を購入ご希望の方は、電話もしくは
FAX、ホームページのお問合せフォームより、ぜひご注文ください。
キムラ工業有限会社
【所在地】愛知県安城市東栄町7-1-5
【連絡先】TEL 0566-97-0807　【ホームページ】http://ameblo.jp/pueo1203/

廃材利用のエコ製品を製造・販売!!

今月号の表紙　キムラ工業有限会社
表紙の写真／©スタジオ RAY 田中克浩

特集１「平成28年度商工会議所からの
　　　　要望書の回答その3」
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「ガンバル事業所、応援します」8

折込「ものコン2017出展企業募集」

折込「建設部会主催セミナー」
折込「消費税引き上げ対策セミナー」

折込「年末調整指導会&税務セミナー」

今月のみどころ

折込「労務セミナー」

－３－あんじょう商工会議所



商工会議所からの要望書の回答
　１０月号およびに１１月号に引き続き、安城市長および安城市議会議長に提出した要望書に対する回答を掲載いたします。今月
号は、要望事項の中から「地域振興・地域活性化」に関する回答になります。なお、１０月号には「インフラ整備」、１１月号には
「産業振興」に関する要望事項の回答を掲載していますので、併せてご覧ください。

商工会議所からの要望書の回答平成28年度 その3

　ＪＲ安城駅前地区につきましては、安城市の都市拠点
にふさわしい魅力・活力あふれるまちづくりの必要性が
あると認識しております。しかしながら現在、南明治土
地区画整理事業、中心市街地拠点施設が事業中であり、
駅南西側の未着工地区の進展を図ることも優先課題であ
ると考えています。また、地域住民や土地建物の権利者
など、関係する多くの方々のまちづくりに対する前向き
な意識が醸成されることも必要と考えております。ＪＲ
安城駅前の一体的整備については、現時点で、検討、方
針策定の予定はございませんが、将来的な課題として認
識しております。

　JR安城駅前の一体的整備（ペデストリアンデッ
キの撤去・駅前再開発事業）への取組みについて
要望します。

中期要望JR安城駅前の一体的整備

　新安城駅周辺につきましては、安城市の北部地域の拠
点としてテーマ性のあるまちづくりの必要性があると認
識しております。駅舎の橋上化や周辺のまちづくりにつ
いて現在、地元の皆様と新安城まちづくり協議会におい
て、協議や地域住民へのアンケートを実施するなどし、
駅周辺の利便性の向上を含め、まちづくりの観点から地
域の方々と模索している最中であります。また、名鉄本
線の高架化につきましても、現時点では、将来的な課題
としての認識を協議会と共有しております。

　駅舎を始め周辺地域の一体的整備と名鉄本線の
高架化を市の将来ビジョンに策定する事を要望し
ます。

中期要望新安城駅周辺の一体的整備と名鉄本線の
高架化

　地方版規制改革会議の早期設置について要望し
ます。

　地方版規制改革会議とは地方自治体が所管している規
制が、地域における産業振興の阻害要因となっているよ
うな場合、企業、関係団体等からの規制改革に係る提案
を受け、規制の見直しを検討する目的で設置するもので
あります。
　そのため設置については、これまでの規制改革に関す
る要望の有無等も考慮し、その必要性について調査、研
究してまいります。

短期要望地方版規制改革会議の設置

　市制施行６５周年、アンフォーレオープン等の
記念事業の一つとして地域経済の活性化策として
のプレミアム商品券事業（商店版・建設版）の実
施について要望します。

　プレミアム商品券及び建設券の発行につきましては、
景気の減衰が予測される際に、地域経済の活性化支援策
としての検討をしてまいりたいと考えます。

短期要望地域活性化策としてのプレミアム商品券
事業の実施

　市街化区域の拡大への早期取組みと、今後のス
ケジュールの明確化について要望します。

　新幹線三河安城駅周辺の南側一体は、安城市都市計画
マスタープランで住居系拡大市街地と位置づけておりま
して、その実現性について地元関係者と協議を重ねてお
ります。事業の実施時期については、地元の方々とまち
づくりに関する勉強会を開催するなど、意識の醸成を図
るなかで、まちづくりの範囲や整備手法などとともにス
ケジュールについても合意形成を図ってまいりますので、
ご理解をお願いします。

中期要望三河安城南地区の市街化区域拡大と指定
時期の明確化

　桜が開花する時期に雪洞等を設置し、市民・観
光客の憩いの場となるよう要望します。

　半場川沿いの桜並木に対する雪洞等の設置につきまし
ては、桜の開花時期にあわせ設置できるよう、愛知県や
デンパークなどの関係部門と調整を図ってまいりたいと
思います。

短期要望デンパーク半場川沿い桜並木への雪洞等の設置

　アンケート結果の公表、事業化の有無の判断及び
事業化する場合の事業の実施時期を早急に明示す
ることを要望します。

　南明治土地区画整理事業の未整備地区につきましては、
昨年度にまちづくりに関する意向調査を実施し、その調
査結果を当該地区の権利者の皆様に通知して周知してお
ります。
現在は、まちづくり勉強全体会や地区別に車座集会を開
催し、意向調査結果を踏まえて作成しました整備方針
（案）について、皆様のご意見をいただきながら、修正等
検討を重ねております。
整備方針がまとまりましたら、国や県など関係機関との
調整や各種の調査業務を行っていく予定です。
　事業の実施時期を早期に示すことができるよう努めて
まいりますので、ご理解をお願いします。

短期要望南明治土地区画整理事業未整備地区の推進

－４－ あんじょう商工会議所



～お楽しみ大抽選会～

平成28年度

～会員マッチング～

～優良従業員表彰～ ～会員交流タイム～

　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（木）に平成28年度安城商工会議所会
員大会を開催しました。
　第1部の「優良従業員表彰式」では、会員事業所30事業所よりご推薦いただいた従業員150名に対し、当所沓名会頭より表彰
状と記念品を贈呈しました。表彰式終了後、来賓としてお越しいただいた安城市長より参加者に対して祝辞が述べられました。
　第2部の「会員交流タイム」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。今年度より希望事業所と１対１で交流できる会員マッチングを実施し、多くの方々にご利用いただきました。
　また、会員交流タイムの中で「お楽しみ大抽選会」を開催しました。今回は、東北や熊本の震災復興支援の一環として、それぞ
れの地域の特産品や名産品をはじめとした28品を景品とし、会場内は当日参加した会員事業所約90名の方々で賑わっていま
した。

安城商工会議所
会員大会 開催 !!
安城商工会議所
会員大会 開催 !!

▲表彰式の様子 ▲交流タイムの様子 ▲安城商工会議所なんでも相談コーナー

▲抽選会の様子 ▲当選者のスピーチ ▲会員マッチングの様子

－５－あんじょう商工会議所



－６－ 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・入場料時 場 対 内講 定 ￥

　新しい年のスタートにあたり、当所では「新春賀詞交歓
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。

安城商工会議所新春賀詞交歓会
参加者募集！

営業力強化セミナー
『相手の納得を獲得する！交渉
上手になる“秘訣”』受講者募集

　今回のセミナーでは、社内外に対し自信を持って交渉
に臨み成功へと導くノウハウについてご教授いただきま
すので、ご参加をお待ちしております。

当所では、

まで業務を休止させていただきます。

時 平成28年12月7日（水）14時00分～16時00分

￥ 安城商工会議所会員　　　1名 2,500 円（税込）
刈谷法人会安城支部会員　1名 3,500 円（税込）
一般（上記以外）　　　　　1名 5,000 円（税込）

内 １．交渉の目的は「勝つ」ことではない！
２．相手の納得を獲得する上手な交渉の進め方・
　 テクニック
３．交渉の上手い人、下手な人
４．ちょっとした心理テクニック

場 安城商工会議所 ３階 研修室
講 ナレッジフォース・パートナーズ
代表 藤原 敬行 氏

安城商工会議所
年末年始業務のご案内！

平成28年度納税表彰式

　本セミナーでは、各社さまざまな事業承継の事情に焦
点をあてつつ、事業承継上の課題を見つけ、会社をより良
くすることで「継ぎたくなる会社」づくりの方法や次世代
も会社が伸びる事業承継方法をお伝えします。

事業承継セミナー
『次世代も伸びる事業承継』
受講者募集！

時 平成28年12月8日（木）14時00分～16時00分

対 ・これから事業を引き継ぐことを検討中の経営者
・事業を引き継いで間もない後継者
・事業を引き継ぐことを予定している若手経営管理者層など

場 安城商工会議所 3階 研修室

講 佐原経営支援パートナー　代表 佐原 啓泰 氏

￥ 無料

内 １．新たな組織体制づくり
２．前社長と後継社長の役割
３．社長と後継者との対話から方向性を決める
４．後継者の夢を叶える経営計画
５．新たな人事評価。報酬制度
６．後継者が中心となって収益を生み出す営業戦略
７．後継者による収益と資金管理、財務戦略

時 平成29年1月11日（水） 11時30分～13時00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 150名（定員になり次第、締め切り）
￥ 1人2,000円（税込）

　平成26年11月10日（木）に刈谷市総合文化センターにて、平成2８年度納税表彰式が開催され、当所会員事業所が受賞さ
れました。おめでとうございます。
　今回、表彰された役議員の方々は以下のとおり。
<平成28年度刈谷税務署長表彰> <平成28年度刈谷税務推進協議会長表彰>

神杉酒造株式会社　
杉本  多起哉  氏

株式会社東祥　
沓名  俊裕  氏

石川左官店　
石川  日出子  氏

株式会社安城電機　
齋藤  光正  氏

ジャパンピアノクリニック
田村　誠　氏

平成28年12月29日（木）
　　　　　　　～平成29年1月3日（火）

ご迷惑を
おかけしますが、
よろしくお願い
いたします。

－６－ あんじょう商工会議所

商工会議所からのおしらせ



　平成2８年秋の叙勲（11月
３日発表）において、当所会
員事業所のサイクルショッ
プ二藤代表の近藤 啓氏が受
章されました。おめでとうご
ざいます。

秋の叙勲を受賞！

雇用保険適用拡大のご案内

○平成29年１月１日以降、新たに65歳以上の労働者を
　雇用した場合
　雇用保険の適用要件※に該当する場合は、事業所管轄
　のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を
　提出してください。
○平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し、
　平成29年１月１日以降も継続雇用している場合
　雇用保険の適用要件※に該当する場合は、平成29年
　１月１日より雇用保険の適用対象となります。事業所
　管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得
　届」を提出してください。
※適用要件とは、１週間の所定労働時間が20時間以上
　であり、31日以上の雇用見込みがあることをいいます。

あんじょう企業ガイドブック
掲載企業募集

　安城商工会議所ならびに安城市では、地元企業の積極
的な雇用の促進と企業のPRを行うため、「あんじょう企
業ガイドブック」を発行しています。
　３月以降の合同企業説明会で来場者に配布するため、
新卒学生等の採用や企業PRの手段として活用できます。
また、西三河地区合同企業説明会開催時期に合わせて発
行しますので、多くの就職希望者の目に触れるツールと
なります。
【掲載費用】無料
【発 行 日】平成29年3月上旬
【用　　途】３月以降の合同企業説明会で来場者に配布、
　　　　　　商工会議所や市役所に設置
【申込期限】平成28年12月19日（月）

「男女雇用機会均等法」・「育児介護休業法」
が改正されます！

「男女雇用機会均等法」及び「育児・介護休業法」が改
正され、平成29年1月1日から施行されます。
　これにより、育児休業・介護休業の申出ができる有期
契約労働者の要件が緩和されたほか、介護休業の分割取
得や子の看護休暇・介護休暇の半日単位の取得ができる
ようになるなど、法律で定める制度はさらに充実したも
のとなります。
　改正法の詳細は、厚生労働省ホームページでご確認い
ただけます。

【ＵＲＬ】
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya
/0000130583.html

平成２９年１月１日より６５歳以上の方も
雇用保険の適用対象となります

サイクルショップ二藤▶
近藤  啓  氏　

【瑞宝単光賞】

　アンフォーレのオープン日（平成29年6月1日）から安城
七夕まつりの最終日（平成29年8月6日）までを「アンフォー
レオープンニングイベント期間」とし、オープニングを盛り
上げるために自らイベントを実施していただける企業等を
募集します。
【募集するイベント】
　アンフォーレ内のホール、広場等を利用したイベント
※不特定多数の来館が見込めるもの
※周辺商店街と連携したものなど、まちなかの賑わいを創出す
　るもの
※営利・非営利は問わない
※政治・宗教が目的であるもの、公序良俗に反するものは対象外
【募集するイベント日時】
　平成29年６月５日（月）から７月31日（月）の9時～21時まで
※半日・1日・数日間のイベントなど、開催日数は問いません。
【応募期間】
　平成28年12月１日（木）から平成29年１月13日（金）まで
【応募方法】
　下記２点を、安城市中央図書館まちなか連携係まで
メール、FAX、郵送、持参のいずれかの方法で提出してく
ださい。
（１）オープニングイベント参加申込書
（２）イベント内容のイメージ写真・過去のチラシ等の補足資料
【そ の 他】
●イベント内容の確認や事業調整のため必要に応じてご
　連絡させていただく場合があります。
●応募期間終了後、２月上旬までにイベント実施日時の
　調整結果をお伝えします。
●内容によって調整・お断りする場合があります。
●イベント実施に係る会場使用料等の全ての経費は実施
　者でご負担ください。
●イベント利用できるスペースや料金等の詳細は、安城
　市公式ウェブサイト「望遠郷」のトップページ「注目情
　報」から「アンフォーレオープニングイベントの企画実
　施者募集について」のページをご覧ください。
【お問合せ】
　安城市中央図書館まちなか連携係
　住　所：〒446-0043　安城市城南町2-10-3
　電　話：0566-76-1400／FAX：0566-77-6066
　電話の場合は、平日の9時から17時までの間でお願いします。
　メール：nigiwai-project@city.anjo.aichi.jp

アンフォーレオープニング
イベントの企画・実施者募集

－７－あんじょう商工会議所



株式会社1丁目カンパニー

精文堂印刷

【DATA】
Ｄ→START 安城（サロンブランシュ）
住所 安城市横山町毛賀知 39-5
TEL  0566-71-3400
URL http://www.d-start-anjo.com

Ｄ→START安城
〔サロンブランシュ〕

美容に特化したシェアサロン、
女性の就業サポート事業を始めました！

　横山町にあるサロンブランシュが、シェアサロン事業
「D-START安城」をスタートしました。
　オーナーが多くの美容業界への就業希望者と出会う中で、
「美容の仕事をしたいけれどどうしたらよいか分からないま
ま立ち止まっている」「ノウハウが無いまま開業し、早期に閉
店を余儀なくされる」「経験はあり、美容ビジネスに復職した
いが時間が足りない」等、意欲があっても女性の就業への道は
ハードルが高く、美容業界でも復職や開業に消極的にならざ
るを得ない就業希望者が多いことを知りました。
　そこで、実際に店舗運営を経験しながら美容業のノウハウ
を習得し、また同じ志を持つ仲間とのネットワーク形成を行
い、将来的に美容業での開業までを可能、成功できる場所を作
ろう、というオーナーの思いからD-START安城をスタートさ
せました。
　店舗の２階を改装し、エステ、ネイル、ヘアメイク、セミナー
ルーム＆スタジオを用意。各種の技術習得に加え、利用者同士
のネットワーク形成のスペースを提供し、美容スクールやイ
ベント、交流会を開催し美容
ビジネス成功のサポートを
しています。
　今後の発展も期待される
サロンブランシュに注目！です。

【DATA】
精文堂印刷
住　所 安城市朝日町 22-2
TEL 0566-76-2522

10月より新工場稼働!!

　製本、加工の更なる充実を図るために作られ、スペースが広
くなったことで効率よく作業ができ、機械化された工程もある
そうで、納期の短縮はもちろん、より仕上がりの安定性が計れ
るようになったとのこと。
　創業当時は、名刺、封筒、挨拶状、伝票などの事務用印刷か
ら始まったが、近年はチラシ、ポスターなどの広告宣伝印刷物、
書籍、記念誌、情報誌などの需要も多い。デザインから印刷、
加工、製本にいたるまでワンストップで行うことが出来るとい
うことは、顧客の要望にしっかりと対応できる精文堂印刷の強
みでもある。
　さらにデジタル部門にも力を入れており、ＡＲアプリも社内
で制作している。紙媒体は必要な情報量を載せる限られたス
ペースしかないが、アプリでデジタルによる情報の追加が可能
となる。紙とデジタルによるクロスメディア戦略が、顧客の要
望を期待以上に叶えてくれそうだ。
 「想いをカタチにするサービスで地域を元気に！」と理念を
掲げ、私たちはお客様の縁の下の力持ちにならなければ、と話
す代表の杉山さん。商店街にあることから個人の来店も多く、
地域の情報交換、情報発信の場となっていくのではないだろう
か。

【DATA】
株式会社 1丁目カンパニー（大衆酒場 御幸本町八丁目 花れ）
住　所 安城市御幸本町 8-1
TEL  0566-95-2270/090-9025-7771

宴会100席の昭和レトロな
新店舗オープン！

　ＪＲ安城駅前にある魚貝居酒屋「海の集まり処　南朝日町
１丁目　花れ」を運営している株式会社１丁目カンパニーは、
昭和の夕焼けとランニングシャツのおじさんが集う立ち飲み
屋をコンセプトにした新店舗「大衆酒場　御幸本町八丁目　
花れ」を12月８日（木）にオープンします。
　昔懐かしい路地が再現されている店内は、入口に立ち飲み
スペースが10ブースとカウンター５席があり、２部屋に分割
可能な12名が入れるスナック風個室を挟み、その奥は100名
の宴会もできるテーブル席が広がっています。
　当店は午後４時から開店しており、串カツを始め定番メ
ニューの他、880円で１時間飲み放題コースもあり、仕事帰り
や電車の待ち時間にちょいと立ち寄れる気軽さが魅力の居酒
屋です。
　また、株式会社１丁目カンパニー
では、この夏から新規事業として
法人向け弁当販売「やどかり弁当」
の取り扱いを開始しました。
　忘年会や新年会を計画している
幹事の皆様、駅から近くてご利用
しやすい当店を候補に加えてみて
はいかがでしょうか。

ガンバル事業所、応援します!!

ぺっとはうすぐりーと

【DATA】
ぺっとはうすぐりーと
住　所 安城市古井町町北芝崎 8-2
TEL  0566-74-1133

犬や猫のたくさんの小さな命が消えて
しまう事のないように動物保護活動に参加
　古井町にあるトリミングサロン ぺっとはうすぐりーとは、
「ワンちゃんと飼い主様の笑顔のために」をコンセプトにして、
犬の美容室・犬のホテル・犬のグッズ販売などを行っています。
　家族の一員として、幸せな生活を送っているワンちゃんが
いる反面、国内では毎年何十万頭の犬や猫が、人間の勝手な都
合で捨てられ保健所に収容され殺処分されている現状があり
ます。
　大山町にある「NPOアニマルレスキュー　Miki Japan」は、
そんな犬や猫たちをレスキューして、里親探しを行い、動物愛
護に関する啓も活動を精力的に続けています。ぺっとはうす
ぐりーとでは、その活動に賛同し保護犬のトリミング、里親探
し、保護犬の一時預りのお手伝いをしています。
　そして、多くの方にこの現状を知っていいただくため活動
の輪を広げようと支援をしています。「アニマルレスキュー　
Miki Japan」の活動を詳しく知りたい方は、下記のHPをご覧
いただくか、ぺっとはうすぐりーと
へお問い合せください。
NPOアニマルレスキュー Miki Japan
TEL 090-8338-1051
HP http://www.animal-rescue-
miki-japan.com/

－８－ あんじょう商工会議所



食べるたびに幸せを感じるスイーツを！
　クリスマスが迫るこの時期にお伺いしたのは、大山町の人気洋菓子店「パティスリーデレー
ヴ・タカハシ」さん。神戸生まれ、名古屋育ち、フランス仕込みのパティシエ・高橋さんが皆さんを
笑顔にするために2010年11月にオープンしたお店です。
　店内はまるでテーマパークを思わせる空間。「5年間修業したフランスの洗練された空気を、安
城でも気軽に感じていただきたい」という想いから、店舗づくりにも力を入れてきました。目に
も鮮やかなスイーツが並び、見ているだけで心が躍り、選ぶのも一苦労しそうではあります（笑）。
お店のオススメは、甘すぎないクリームが口の中でふわっととろけ、綿菓子のような食感とナッ
ツのアクセントが特徴の「TAKAHASHIプレミアムロール」と、シェフ厳選3種のチョコレートで
作ったガナッシュをたっぷり使用した、濃厚でとろけるようなトワショコラ「koi-チョコ」の2つ。
　自身の夢であった店舗を、なぜ安城に構えたのかと質問してみると、「安城は洋菓子に必要な質の高い食材が手に入る最高の立地」だ
と笑顔で語ってくれました。それと同時に、「心を込めて作った洋菓子が食卓に並んでくれるためには、安城が元気でなくてはいけな
　　　　　　　　　　　　　　　　い！」との想いも強いのだとか。共に安城を盛り上げたいと願う経営者・ビジネスマンの皆様、甘く
　　　　　　　　　　　　　　　　て幸せな時間をTAKAHASHIのスイーツで感じてください！

パティスリー  デ・レーヴ  タカハシ

●所 在 地　安城市大山町1-12-31
　　　　　 （南50mに第２駐車場あり）
●電　　話　0566-76-9009
●営業時間　9：00～20：00
●定 休 日　毎週水曜日、隔週火曜日
●Ｈ 　 Ｐ　http://des-reves.com 二村

国道１号線沿いに佇む、癒し空間cafe
　今回は、６月に東栄町にOPENした「café nicori」を取材しました。
「公園に遊びに来たかのように年代問わずくつろげるような空間を。」オーナーのコンセプ
トのとおり、「café nicori」は、国道１号線沿いで車通りの多い立地ですが店内に入るとそ
のことを感じさせない、落ち着いた内装と多様の観葉植物、壁は自らが塗装を施したとい
うこだわり。カウンター席・テーブル席・ソファー席があり、どの席からでも緑を感じられ
るようになっております。
　メニューはバランスよく野菜を多く使用した本格的なイタリアンとフレンチを取り入れた料理や、自家製スイーツ、軽食など
を提供しております。
　月替わりのランチメニューは季節のものを取り入れており、珈琲は高浜市のスギコーヒーさんの豆を使うなど、珈琲にもこだ
わっています。ディナー営業では事前予約で飲み放題付のコースや、酒類なども用意しており、昼間の時間帯とは違った雰囲気
を感じることができます。
　ご夫婦二人で営んでいるアットホームな「café nicori」。素敵な空間で、素敵な時間を過ごしてみませんか。

cafe nicori

●所 在 地　東栄町5-14-2（共用駐車場あり）
●電　　話　0566-91-3970
●営業時間　ランチ　11：30～14：00（LO 13：30）
　　　　　　カフェ　14：00～18：00
　　　　　　ディナー　18：00～23：00（LO 22：00）
　　　　　　※ディナー営業は金・土・日・祝日のみ
●定 休 日　水曜日 三村
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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



がんばる企業経営セミナー
　安城市内のものづくり企業の経営者・情報管理責任者を
対象に11月11日（金）にがんばる企業経営セミナーを開
催しました。
　当日は講師にNGS代表、元アイシン・インフォテックス
株式会社社長の川勝　務氏をお招きし、ご自身のＩＴ業界
での経験や、情報化の持つ意味についてご教授いただきま
した。
　受講者は、情報化とも
のづくりについて学び、
今後のものづくり企業の
方向性を考えていく良い
機会となりました。

　経営者や経営幹部、経理実務担当者等を対象に11月21
日（月）に消費税軽減税率対策セミナーを開催しました。
　当日は講師に小野内宣行税理士事務所の税理士小野内
俊彦氏をお招きし、消費税増税に向けて、消費税の基礎知
識と節税についてご教授いただきました。
　受講者は、消費税の仕
組みや、様々な節税方法
について学び、再度自社
の経営状況や業務体系等
を見直す良い機会となり
ました。

　安城市内の小学校および中学校より習字と作文をそれ
ぞれ募集し、優秀な成績を修めた生徒・児童に対して表彰
する『税の表彰式』を11月14（月）に開催しました。
　今回の表彰式は、刈谷納税貯蓄組合連合会が税を考える
週間の事業の一環として開催し、当日は、刈谷税務署長お
よび安城市長をお迎えし、
表彰状ならびに副賞の授
与を行い、学校関係の皆
様や、保護者の皆様とと
もに受賞者を祝福しまし
た。

　助成金の活用を考えている事業主および人事担当者を
対象に10月26日（水）に人材育成における助成金活用セ
ミナーを開催しました。
　当日は講師に愛知県地域ジョブ・カードサポートセン
ター訓練コーディネーターで社会保険労務士の三浦 太介
氏および企業開拓推進員の奥田　敏夫氏をお招きし、人材
育成における助成金の活用事例についてご教授いただき
ました。
　受講者は、助成金を活用
した契約社員・パート等の
非正規社員の教育方法や、
正社員の知識・技術レベル
の向上につながる人材育
成方法などを学びました。

消費税軽減税率対策セミナー

税の表彰式

人材育成における助成金活用セミナー

　安城市議会議員との意見交換会を11月25日（金）に開
催しました。
　当日は、安城市議会議員の方々にお集まりいただき、現
在の安城市政の取り組みについてご説明いただきました。
また、当所より提出しました28年度の要望事項に対し回
答いただき、当所の正副
会頭、筆頭常議員、各部会
長ならびに委員長との積
極的な意見交換を通じて、
相互の理解を深めました。

市議会議員との意見交換会

　当所広報委員会は11月21日（月）に広報視察研修会を
開催しました。
　今回は、一宮商工会議所を視察し、会報誌の作成方法や
記事掲載のポイント、
ホームページ等の広報活
動について情報交換を行
い、当所の広報活動にお
いて有益な情報を得まし
た。

広報視察研修会

－10－ あんじょう商工会議所

活動報告ダイジェスト版



　元気な店づくりでお客様を引き込もう！
　このタイトルで聞く耳を持たない店主はいないでしょ
う。私も創業35年の今年、少々マンネリで過ごしていた
自分に「喝」を入れられた気分です。
　先日11月2日（水）に開催された中小企業診断士の上岡
実弥子女史の講演は実に目からウロコの斬新な話でし
た。お店を見れば「想い」がわかる。想いとはＱ・Ｓ・Ｃのこ
とでＱは品質（西日に商品があたっていて劣化していてはだめ）、Ｓはサービス（接客態度）、Ｃはモラル（清涼感、店が綺麗）です。接客態
度については親しみやすい、商品知識が豊富、お客様の話をよく聞いてくれるといったことが挙げられ、店が綺麗については、店の飾り
に季節感を出し、お客様にいつもと違うという「サプライズ」でプチ感動を生むことです。今なら紅葉の葉の造花、冬にはクリスマスツ
リーやリース飾り、新春には花餅のしだれ梅などがあります。この機会に、自分もワクワクする店づくりを頑張りたいと思います。

～安城警察署からのお知らせ～
年末の安全なまちづくり県民運動の実施年末の安全なまちづくり県民運動の実施

　今年一年の締めくくりとなる師走がやってきました。この時季は、年
末特有の経済の動きにあわせて、何かと多忙で、つい心に隙が生じ、思
わぬ事件・事故に遭遇します。また、高齢者を対象とした振り込め詐欺
や女性を狙ったひったくり事件、子どもを対象とした声掛け・つきまと
い事案等の発生が懸念されます。
　こうした事件や事故を防ぐため、愛知県、愛知県警察では、
○12月1日（木）～12月20日（火）までの20日間
○「犯罪にあわない」「犯罪を起こさせない」「犯罪を見逃さない」を
　スローガンに年末の安全なまちづくり県民運動」を行います。
≪運動の重点≫
①住宅を対象とした侵入盗の防止（年間取組事項）
②特殊詐欺の被害防止
③自動車盗の防止
④ひったくり等街頭で発生する犯罪の防止

●交通安全キャンペーン
　12月7日（水）16：00～
　市役所前
●元気フェスタ反省会
　12月11日（日）11：00
　新富
●臨時総会
　平成29年1月13日（金）13：00～
●第3回教養サロン
　平成29年1月13日（金）13：30～

お知らせ

アイシン・AW バスケットボールチームを
応援に行こう！

男子バスケットボール「AREIONS」【B. LEAGUE B3】

女子バスケットボール「Wings」【WJBL2016-2017】★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

12月
10日（土）

2日（土）
日　程 時　間 対戦相手 開催都市 体育館名

19：00
14：30
19：00
16：00

羽　田
3日（日）

11日（日）

14：00
17日（土）

新　潟

18日（日）
山　梨

東京都

新潟県

碧南市

緑区スポーツセンター

アオーレ長岡

碧南市臨海体育館

12月

10日（土）
14：00
17：00

3日（金）
日　程 時　間 対戦相手 開催都市 体育館名

16：00 豊田合成
4日（土）

11日（日）

14：00
18：0017日（土）

金沢

18日（日）
24日（土）
25日（日）

埼玉

名古屋市

石川県

埼玉県

千種スポーツセンター

松任総合運動公園体育館

さいたま市記念総合体育館

14：00 八王子 名古屋市 緑スポーツセンター

後継者育成講習会「元気な店づくりでお客様を引き込もう」 総務広報委員　遠山　松枝

　11月8日（火）に行われました愛知県商工会議所女性会
連合会理事会にて以下の事項を決定いたしましたのでご
報告します。
●愛知県商工会議所女性会連合会総会幹事女性会について
　今まで愛知県商工会議所女性会連合会総会の幹事女性
　会を名古屋→三河地区→尾張地区→名古屋の順で地区
　ごとに女性会を選んで行っていましたが、来年度より
　名古屋→三河地区→尾張地区→三河地区→尾張地区→
　名古屋の順で行うこととなりました。

平成29年度女性企業家大賞募集
全国商工会議所女性会連合会では、女
性企業家の挑戦を後押しし、表彰する
「女性企業家大賞」の応募者を募集します。
【表彰対象】創業から10年未満の女性経
営者で他の模範となる実績を挙げてい
る方
【表彰種類】
・スタートアップ部門（創業5年未満）
・グロース部門（創業5年以上10年未満）
【応募方法】所定の応募用紙がございま
すので事務局までご連絡ください。
※商工会議所会員以外でも応募可。

愛知県商工会議所女性会連合会理事会の決定事項について
会長　弓場　てる子

　本年度においても他の女性会の周年記念式典が多く行われました。
　最後をしめたのは、瀬戸商工会議所女性会の11月11日（金）に瀬戸信用金庫本店内で行われ
た創立40周年記念式典および記念祝賀会でした。
　瀬戸市のゆるキャラ「せとちゃん」に出迎えられて会員による抹茶の接待で心温まるおもて
なしをうけました。
　地元出身のピアノ・ヴァイオリンの演奏で始まった式典は「成人式2回」の会頭の言葉通り歴
史を感じる式典で、会場を移しての祝賀会は、アーサー・マレー大高ダンススクールの方々によ
るアトラクション等で会場が楽しく盛り上がり心温まる会でした。

瀬戸商工会議所女性会創立40周年記念式典 会長　弓場　てる子
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ー 12月例会「安城元気フェスタ2016」 ーー 12月例会「安城元気フェスタ2016」 ー

○日　時　平成28年12月4日（日）　終日
○場　所　安城市総合運動公園一円
○内　容　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。

12月例会を下記のとおり開催します。
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11月例会

新入会員オリエンテーション

　11月21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11月例会が行われました。
　今回の例会は『地域コミュニティ。情報発信に求められること』と題しまして、伝えたい事をどのように伝えていくの
か？相手から聞きたい事をどのように引き出すのかを勉強しました。ピッチＦＭのＴｅｓｈｉ様を講師としてお招きし
地域コミュニティの大切さから情報発信の注意事項、そして伝えやすい話し方から相手が話しやすい状況を作る事の大
切さを学びました。会員の事業に活かすことの出来る例会になったと思われます。講演の中で教えて頂いた4つのポイン
ト　①たくさんの人と話をする事。②積極的に話しかける事。③ポジティブに話を聞く事。④ちょっとした疑問も質問す
る事。このポイントを習慣にすることが青年経済人として大きく成長する事に繋がると思われます。
　例会の後半にはピッチＦＭで放送中の「碧海はたらきびと」のコーナーを疑似体験させて頂きました。地元にケーブル
テレビ局とラジオ局があり、月に一度出演させて頂ける環境は大変恵まれていると思います。
　これからも「碧海はたらきびと」に商工会議所青年部メンバーが出演させて頂きます。木曜日19：30にはFM83.8に合
わせて頂くと安城商工会議所青年部からの出演者が楽しそうに伝えたい事を話しているかもしれません。

（記事／長田　和人）

　11月18日（金）に安城商工会議所3階研修室において、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、商工会議所青年部の心得や年間事業計画、組織図等の説明があり
ました。また、プロジェクターを使用して、青年部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、懇親会として新入会員と交流を深めました。

安城商工会議所青年部

安城ＹＥＧだよりYEG
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　アメリカの大統領選挙が、いよいよ迫ってきました。共和党
候補のドナルド・トランプ氏と民主党候補のヒラリー・クリン
トン氏の一騎打ち。果たして、どちらがアメリカの次期大統領
になるのか、日本でも注目の的になっています。
　その両氏による３回目のテレビ討論会が、先日行われまし
た。１回目の討論会では互いの印象を世間に植え付け、２回目
では人間性など内面の魅力を伝え、３回目では満を持して政策
を披露する。そんな流れが、大統領選のテレビ討論会としては
理想的なのでしょうが、現実には両候補のおとしめ合いといっ
た様相を呈してしまい、アメリカ国民にも不満や失望感が広
がっているようです。
　アメリカの大統領選挙は長期戦であるため、イメージ戦略が
非常に重要な意味を持ちます。そこで思い出されるのが、アメ
リカ大統領選で初めて行われたジョン・F・ケネディ対リ
チャード・ニクソンのテレビ討論会です。メークで顔色を細工
し、ネクタイの色にもこだわったケネディ。ニクソンから「口
撃」されているにもかかわらず、笑みを浮かべて余裕すら見せ
たケネディの振る舞いは、リーダーとして求められる資質があ
ると、当時話題になったそうです。政策にたどり着く前にク
ローズアップされた「見た目の印象」。これは、人が外見の印象
から相手の心理や本音、資質などを探ろうとしていることの証
しではないでしょうか。
　私たちのビジネスシーンにおいても、同様のことは行われて

います。部下は上司に対して、上司は部下に対して、また、取引
先とも、互いに心の内やポジションにふさわしい人物かどうか
を探るべく、相手の外見をじっと見ているものです。服装や髪
型、表情、しぐさなどから、その人の人間性や品格、生い立ちに
至るまで判断しようとするのです。
　もちろん、重要なのは話の内容や、実際の行動であることは
言うまでもありません。しかし、どのように話すか、どのような
行動を見せるかといったことを構築する前段階の印象づくり
の準備を怠ると、どんなに良いことを言っても、良い行いをし
ても、その評価は正当なものとはならないかもしれません。逆
に評価を下げてしまい、仕事に支障を来すことも十分にあり得
るでしょう。
　新入社員や若手社員なら、見た目の印象で失敗しても笑って
済まされるかもしれませんが、職位が上がるほど、そうはいか
なくなります。経営者ともなれば、見た目の印象ひとつで取り
返しがつかないことにもなりかねません。
　見た目の印象が悪くても、「人間味があって良いじゃないか」
「仕事はできるから良いじゃないか」という言い訳は、残念なが
ら通用しません。それくらい、見た目の印象の力とは大きなも
のであると、ぜひ心得ておきましょう。

人財育成コンサルタント
美月　あきこ

　栃木県小山市の郊外にメルテック株式会社という中小企業
がある。主事業は焼却灰の溶融リサイクル事業で、人工骨材や
メタルの再生販売などを手掛けている。現在、社員数は42人、
売上高は約18億円である。業績もすこぶる順調で、わが国の中
小企業の約70％が赤字経営に悩まされている中、同社の直近
の売上高経常利益率はなんと15％超である。
　同社の前社長で、現在は顧問である山内利秋氏から熱いメー
ルをいただき、先般、社会人大学院生数人と一緒に同社を訪問
してきた。同社に到着しまず驚いたことは、焼却灰の処理工場
とは思えないほど、敷地全体に５Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔・し
つけ）が行き届いた美しい工場であったことだ。また駐車場か
ら本社事務所の玄関までの通路の両サイドには、美しい花が咲
き誇った花壇が多数設置されていた。
　より驚かされたのは、玄関に入ったときで、ごみ一つ落ちて
いない５Ｓの行き届いた事務所であることはもとより、私たち
全員の名前が記された手書きのウエルカムボードがあったこ
とだ。私たちが玄関に入るや、事務所スタッフ全員が立ち上が
り、ニコニコ顔で私たちを迎えてくれたのである。筆者のこれ
までの7500社以上への企業訪問研究の結果からあえて言え
ば、「『いい会社』は入った瞬間、空気で分かる」「社員の顔つき・

目つきはうそをつかない……」であり、同社は詳細を聞かなく
ても『いい会社』であった。
　それから２階の会議室で、有瀬豊彦社長や山内顧問をはじめ、
管理職の方々から興味ある話を聞かせていただいた。それは同
社が８年前まではほぼ毎年赤字、もしくは１％以下程度の利益
率の会社であった。敷地内も現在とは真逆の５Ｋ（危険・汚い・
きつい・暗い・臭い）状態。職場内もアットホームとは程遠く、ギ
スギス感が漂う、まさにブラック企業であったというのだ。
　こうした状況であったこともあり、前株主は見切りをつけ、
現株主に事業を売却したのである。そして、現株主企業から再
建社長として派遣されたのが、現顧問の山内氏であった。山内
氏は、社長に就任するや、「家族や友人に誇れる会社づくり」を
基本方針に掲げ、そのために、まずは「社員とその家族を最重視
した経営の実践」と「美しい６Ｓ（５Ｓ＋習慣）職場づくり経営
の実践」を率先して進めていく。その詳細をここで述べる紙面
的余裕はないが、その結果を言えば、それ以来、増収増益を続け
る企業に変身したのである。こうした現実を見ると、企業の盛
衰は全て経営者の考え方・進め方次第といえる。

法政大学大学院政策創造研究科
教授　坂本　光司

おろそかにできない『見た目の印象』

家族や友人に誇れる会社づくりで変わった
『メルテック』
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