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千賀落花生店
〜経済講演会〜

《セミナーのお 知らせ》

「最近の金融経済情勢と展望」
と

き

ところ
講

師

新入社員研修（基礎コース）

平成29年2月10日(金)

14時00分〜15時30分

平成29年4月4日(火)・5日（水）
9時00分〜17時00分

安城商工会議所

大会議室

新入社員研修（製造コース）

５階

平成29年4月12日（水）
9時30分〜16時30分

日本銀行 名古屋支店
支店長

衛藤 公洋 氏

※詳しくは、3月号の折込チラシを
ご覧ください。

※詳しくは、ホームページをご覧ください。

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
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
5

今月の会員事業所紹介

「圧着ハガキ広告掲載事業所 募集！」

6

特集「景況調査」

8

ガンバル事業所、応援します

有限会社ヘアーサロン
スズラン
所在地

安城市朝日町19-8

電

0566-76-2780

話

折込「ITを活用したBCP対策セミナー」
折込「新入社員の教育実践セミナー」
折込「サイバー攻撃と情報漏洩対策セミナー」

株式会社イヨダホーム
所在地

安城市柿碕町宮ノ西
126

電

0566-98-1497

話

安城商工会議所 行事予定
2月
日㈰
日㈫
日㈬
日㈬
日㈭
10日㈮
12日㈰
13日㈪
14日㈫
15日㈬
16日㈭
19日㈰
21日㈫
22日㈬
23日㈭
23日㈭
24日㈮
26日㈰

3月
Anjo創業スクール③
管理職育成セミナー
防災セミナー
商業部会主催視察会
交通運輸部会主催セミナー
経済講演会
珠算検定
ISO内部監査員養成講座
ISO内部監査員養成講座
ISO内部監査員養成講座
ISO内部監査員養成講座
Anjo創業スクール④
青色決算・所得税申告相談会
青色決算・所得税申告相談会
青色決算・所得税申告相談会
商業部会主催セミナー
青色決算・所得税申告相談会
簿記検定

今月号の表紙

９：30〜16：30
13：30〜16：30
14：00〜16：00
７：20〜20：00
14：00〜15：30
14：00〜15：30
19：00〜21：00
19：00〜21：00
19：00〜21：00
19：00〜21：00
９：30〜16：30
９：00〜16：00
９：00〜16：00
９：00〜16：00
19：00〜21：00
９：00〜16：00

日㈭
日㈫
日㈬
日㈭
14日㈫
16日㈭
17日㈮
24日㈮

税務相談
ITを活用したBCP対策セミナー
金融相談（日本政策金融公庫）
警察サイバー対策セミナー
新入社員の教育実践セミナー
法律相談
消費税申告個別相談会
金融相談（愛知県信用保証協会）

安城商工会議所会報誌

13：00〜16：00
14：00〜15：30
10：00〜12：00
14：00〜16：00
14：00〜17：00
13：00〜16：00
13：00〜16：00
13：00〜16：00

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

表紙の写真／ © スタジオ RAY 田中克浩

千賀落花生店

豆のことなら何でも千賀落花生店にお尋ねください！
表紙の写真は桜町にあります「千賀落花生店」の落花生です。
創業50年を越える同店では、豆菓子専門店として専門の焙煎機を導入し、プロの卓越
した焙煎技術によって国産落花生の販売を行っています。落花生は収穫量が少なく、貴
重とされている千葉県産落花生の最高級品種「千葉半立」を使用しています。また、大豆
もこだわっており、産地は店主自らが選択し、今年は新潟産の大豆を使っています。
豆菓子は縁起の良い伝統菓子と言われており、これから迎える２月３日の節分に合
わせて、ぜひ千賀落花生店のこだわり豆を購入してはいかがでしょうか。また、焙煎機
を使用してお客様がお持ち込みになった落花生の焙煎もできますので、
ぜひご利用ください。
【お問合せ】千賀落花生店

所在地：安城市桜町17-2

電話番号：0566-76-3450

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

交通運輸部会主催セミナー

中小企業のための管理者育成
セミナー 受講者募集！

『ドライバー採用・育成・定着セミナー』
受講者募集！
人材確保が困難な状況にある現在、人材の採用や育
成・定着が急務となっています。
今回のセミナーは、運送会社の成功事例をもとに、取
り組み具体策を分かりやすくご説明しますので、人事・
採用担当者の方はこの機会にぜひご受講ください。

今回のセミナーでは、本来管理者が果たすべき役割と
責任、組織の在り方を整理し、「本当にヒトが成長する
会社」に変革するための考え方・戦略をお伝えしますの
で、ぜひご参加ください。

時 平成29年2月9日（木）14時00分〜15時30分

場 安城商工会議所 ３階 研修室

場 安城商工会議所 ３階 研修室

講 NBCコンサルタンツ株式会社

対 人事・採用担当者

内 1. 中小企業を取り巻く経営環境

物流・交通グループ グループマネージャー
シニア経営コンサルタント 河内谷 庸高 氏

内 全国の運送会社の人材採用・定着化施策の成功事例

をもとにした取り組むべき具体策
￥ 会議所会員：無料

般：5,400 円（税込）

『第24回安城市商業フォーラム
あきんど塾』受講者募集！
今回のセミナーでは、店舗の外観、店内の雰囲気や接
客対応、商品の陳列や説明など、大きく4つの点からど
のようにすればお客様視点の「入りやすい」「買いやす
い」「リピートしやすい」繁盛店になるのかをご説明い
たします。ぜひ、ご参加ください。
時 平成29年2月23日（木）19時00分〜21時00分
講 reface 代表

中村 佳織 氏

内 1. 売上げを増やす4つのポイント

2.
3.
4.
5.

新規顧客が入りやすいお店とは？
リピート客を増やす為に必要なこと
購入金額を増やす店内プロモーション
事例紹介

定 120名（定員になり次第、締切）
￥ 無料

2. なぜわが社の社員は「決めたこと」を
やり切らないのか？
3. 中小企業の社長と社員の価値観の違い
4. 社長のホンネ
5. 管理者の「物の見方・考え方の癖」を知る
6. 管理者４責任
7.社員を燃える集団に変える！労働分配率経営

（税込）
￥ 会議所会員：2,160 円

商業部会共催セミナー

場 安城商工会議所 ５階 大会議室

植田 克 氏

名古屋本部長

講 株式会社船井総合研究所

一

（火）13時30分〜16時30分
時 平成29年2月7日

一

般：4,320 円（税込）

労務セミナー

『ISO内部監査員養成講座』
受講者募集！
今回のセミナーでは、内部監査の概要や、ISO9001・
14001の要求事項の解説など、組織のマネジメントシス
テムを構築し、維持していく上で必要な内部監査員の養
成に役立つ内容を解説します。
ぜひご参加ください。
時 ＜ISO14001内部監査員養成コース＞

平成２9年2月13日（月）・14日（火）
各日9時00分〜17時00分
＜ISO9001内部監査員養成コース＞
平成２9年2月15日（水）・1６日（木）
各日9時00分〜17時00分

場 安城商工会議所 ３階 研修室
対 安城市内に事業所を有する企業の経営者もしくは

ISO担当者

講 株式会社エイチ・フォー

代表取締役

安城警察署より感謝状を受領！
１月11日（水）に安城市
文化センターにて安城警察
署主催の感謝状贈呈式が開
催されました。
その中で当所は平成28
年中に交通安全や犯罪抑止
活動等の協力を行ったとし
て感謝状をいただきました。

− ４−

あんじょう商工会議所

畑

寛和 氏

内 1. 内部監査の概要

2.
3.
4.
5.
6.

規格要求事項
ケーススタディ
内部監査レベルアップの必要性
監査結論の作成
是正処置の評価 など

定 各コースともに25名（定員になり次第、締切）
￥ 1 コースにつき

当所会員 5,000 円 / 人
非会員 10,000 円 / 人

時 とき ■
場 ところ ■
対 対象 ■
講
■

講師

内 内容 ■
定 定員 ■
￥ 受講料・入場料
■

圧着ハガキ広告掲載事業所
募集！
当所および事務受託を受けている諸団体（法人会・青色申告会
など）にて利用している「圧着ハガキ」の製作にあたり、この度、
広告欄を設けることになりました。事業所のＰＲにぜひご利用
ください！
【対象郵便物】 当所及び事務委託を受けている諸団体（法人会・
青色申告会など）の会費納入通知書、領収書の発
行など
【掲 載 料】 100,000円（税込）
※15,000通を製作いたします
【定
員】 2事業所（先着順とさせていただきます）
【そ の 他】 印刷できる広告は15cm×9cmで一色刷り
になります。
当所内部で判断し、掲載内容に不適合と認め
られたものは掲載できません

会員事業所
PR欄

左から
○○
○○銀行 レストラン 開ける

右から
開ける

商工会議所
使用欄

中小企業みらい設備投資促進
事業補助金申請受付開始！
中小企業者の設備投資の促進および経営基盤の強化を図るため、
安城市内に所在する事業所において設備投資を行う場合に、その費
用の一部を補助します。
【補助対象者】
中小企業者（個人事業者も含む）
【補助対象経費】
平成28年1月2日から平成29年1月1日までの間に取得した資産で安城
市に固定資産税
（償却資産）
の申告を行ったものの取得価格
＜ただし、以下に該当する場合は交付対象外＞
取得価格（償却資産の申告額とイコール）の合計が100万円に満た
ない場合
安城市の他の補助制度の対象となった経費
※普通自動車、軽自動車、フォークリフトなど自動車税、軽自動車
税の対象となる資産は補助対象外となります。
（固定資産税（償却資産）の対象外であるため）
【補助金額】
補助対象経費の5%相当額（上限100万円）
【申請期間】
平成29年度の固定資産税（償却資産）の申告後〜H29.3.31
【申請先】
安城市役所商工課
【お問合せ】
安城市役所商工課工業労政係 TEL 0566-71-2235
詳細は安城市公式ウェブサイト「望遠郷」をご覧ください。
http://www.city.anjo.aichi.jp/zigyo/syoko/chusho/mirai.html

『新入会員ご紹介キャンペーン』
平成29年1月1日（日）〜平成29年3月31日（金）までの間、
安城商工会議所「新入会員ご紹介キャンペーン」を実施いた
します。ご紹介者様、新規入会者様の両者にお得な特典がご
ざいますので、ぜひ新入会員様をご紹介ください。

特典内容
ご紹介者（会員）様
新規入会者1件につき、
500円分のクオカードをプレゼント！
新規入会者（非会員）様
ご紹介を受けて安城商工会議所に入会いただくと平成29年
3月までの年会費無料！

消防団活動にご理解を
お願いします
各市町村ごとに設置されている消防団では、消防訓練や
防火啓発活動、救命講習会等いざという時に備えて、訓練や
講習会を行っています。また、災害時には消火活動や救助活
動など的確かつ迅速に行動し、被害を軽減できるよう活動
しています。
しかし、消防団員に占める被雇用者の割合は7割を占めて
おり、事業所様の御理解と御協力が不可欠な状況です。
事業者の皆様におかれましては、消防団への加入及び消
防団員としての活動が円滑に行われるよう、就業時間内に
消防団活動に従事する場合の勤務の免除や、消防団活動を
行うことがプラスに評価される仕組みを設けていただき、
消防団活動がしやすい環境づくりについて、出来る限りご
配慮していただきますよう、お願い申し上げます。
また、以下の制度についてもご理解いただき、ご支援いた
だけるようお願い申し上げます。
【学生消防団活動認定制度】
真摯かつ継続的に消防団活動に取組み、地域社会に多大
な貢献をした大学生、大学院生又は専門学生等について、市
町村がその功績を認証し、就職活動を支援することを目的
とする制度です。
【あいち消防団応援の店】
事業所に消防団応援の店として登録していただき、愛知
県内の消防団員や、その家族に料金割引などのサービスを
提供することにより、消防団を応援していただく制度です。

あんじょう商工会議所
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安城市内景況調査結果
（平成28年10月〜12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10〜12月期

102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10〜12月)と比べた今期の状況
(2)今期と比べた来期(平成29年1〜3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

20

29

18

構成比

19.7%

28.4%

17.6%

計

35

102

34.3% 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、△5.0ポイ
ントとなった。業況判断の前回実績（△3.3）と比較すると△1.7ポイントの降
下となり、さらに悪化の傾向が見られた。建設業においては、雇用人員が大幅
に下降した。来期について製造業は回復傾向にあるが、全産業において今期同
様に厳しい状態が続いていくことが予測される。
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

△3.3

△5.0

△9.8

売上高

△6.6

△5.0

△14.6

売上単価

△17.4

△12.7

△9.8

資金繰り

△8.4

△5.9

△10.8

借入難度

6.6

5.9

2.0

収益状況

△3.4

△4.9

△17.6

△29.3

△24.6

雇用人員 △31.3

△30以上

業

小売・卸業

建 設 業

サービス業

断

△5.0

△15.8

△10.4

17.7

0.0

高

△5.0

△31.6

△10.3

17.7

2.9

上

単

価

△12.7

△36.9

△20.7

17.7

8.6

資 金
ふくろう

繰

り

△5.9

△5.3

△13.7

0.0

△2.9

来 期 の 見 通 し

借

入

難

度

5.9

5.3

0.0

5.9

2.7

収

益

状

況

△4.9

△15.7

△3.5

0.0

△2.9

雇

用

人

員

△29.3

△21.0

△10.3

△58.8

△37.1

業

況

判

断

△9.8

10.6

△17.2

△23.6

△8.5

高

△14.6

△5.3

△6.8

△29.4

△20.1

売

上

来期の
見通し

売

上

単

価

△9.8

△21.1

△13.8

△5.9

△2.9

資

金

繰

り

△10.8

0.0

△13.7

△11.8

△14.3

借

入

難

度

2.0

5.3

6.9

5.9

△5.7

収

益

状

況

△17.6

△15.8

△27.6

0.0

△20.0

雇

用

人

員

△24.6

△21.0

△6.8

△52.9

△28.5

※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

あんじょう商工会議所

− ７−

かね宗

おかずや + C A F E

2016 年 11 月に新店舗へ移転オープンし、
よりサービスの充実したきもの専門店に！

自然食材の惣菜販売を通じ、
食育が学べるお店にリニューアル！

成人式や結婚式などのハレきものから色無地や小紋に紬ま
で、きもので過ごす特別な時間を「ラクに 楽しく 美しく♪」
サポートするお店です。2016年11月に安城町広美の新店舗
へ移転オープンし、評判のきもののシミ抜き手入れや、きもの
の保管代行サービスもさらに磨きが掛かりました。
きもののテーマは『ほんまもん』。京友禅の老舗、千總をはじ
めとする、一流の染め織りや、宮内庁御用達国内第1号を誇る
川島織物など、締め心地に優れた帯を揃えています。
また、併設美容室での着付＆ヘアメイクや、最新機材を導入し
たシミ抜きやカビ取り手入、除菌室でのきものの保管代行サー
ビスも承っています。特に着付は「1日着ても苦しくなく、見ず知
らずの方からもキレイだねと褒められた♪」と大好評です。
お陰様で「きものなら、かね宗にまかせて安心」と地元のお
客様に喜ばれ続けて、現在創業65年目です。100年愛される
お店を目指して、より地域の皆さま
に役立つお店づくりに取り組んで
います。きもののことでお困りで
したら、お気軽にご相談ください。
スタッフも募集中です。是非お声が
けください。

名鉄新安城駅北口にある惣菜製造小売の「おかずや+ＣＡ
ＦＥ」は、化学調味料未使用の自然食材にこだわって調理し
たヘルシー弁当の販売に合わせ、子育て世代のお客様を対象
に食育が学べるスペースを店内に設置しました。
今回は店舗２階をお子様連れの母子に居心地のよい空間と
して開放し、同時に学習イベントや自主上映会などの勉強会
ができるよう改装してあります。
原野店長自身が子育ての経験から、安心安全な食材の必要
性を感じ、当店で取り扱う商品やサービスを企画。惣菜はテ
イクアウトだけでなく、日替わりランチや好きな物が選べる
プレートランチも併設のカフェで飲食が可能です。
また、衣食住の安全を求める子育て世代が集まるイベント
会場へも出店し、ヘルシー弁当を販売して店舗の周知を図っ
ていきます。
「おかずや+ＣＡＦＥ」は手作り惣菜の販売を通じ、将来的
には味噌や梅干しなどを自分で作り、
日本の食文化を身近に感じ、そして
子供へ教えていくという、地域で長
年にわたり伝えてきた良いものを一
緒に学び、分かち合える場所作りを
目指していきます。

【DATA】

かね宗

住所 安城市安城町広美 14-1
TEL 0566-75-5298
URL http://www.kanesou.jp
E-mail otegami@kanesou.jp

TRIPLE ARROWS
中古車販売店「TRIPLE ARROWS」
安城市に移転オープン！!
国産車から輸入車まで幅広く取り揃える中古車販売店
「TRIPLE ARROWS（トリプルアローズ）」は、昨年12月に豊田
市より安城市赤松町に移転オープンいたしました。
同店では「高品質をリーズナブルに」をモットーに掲げ、お
客様との長いお付き合いができるように、本当に良い車だけ
をプロの目で厳選して仕入れ、安くて良いものをご予算に応
じて提供しています。
販売車は店舗の前で展示しているほか、室内展示場にも展
示してあり、ご購入いただくお客様の個性とセンスが引き立
つように一見どこにでもありそうでも実は探すとなかなか出
てこない車を取り揃えるように心がけ、店頭だけでなく、注文
販売も受け付けています。
また、室内に商談ルームも設け、ゆったりとくつろいでいた
だける空間の中でご要望に応じた車を探し出し、ご提案を
行っています。
購入者からも最初から最後まで丁寧に接客してくれて優し
い対応をしてくれた、とても親切で細かい気遣いまでしてい
ただけた、などの声をいただいているそうです。
愛車をお探しの方は、高品質でリーズナブルな中古車を幅
広く取り揃えている「TRIPLE ARROWS」にぜひ一度ご相談
してみてはいかがでしょうか。
【DATA】

TRIPLE ARROWS（トリプルアローズ）
住 所 安城市赤松町広久手 43-4
TEL 0566-68-2323

− ８−

あんじょう商工会議所

【DATA】

おかずや + CAFE

住 所 安城市東栄町 2-7-1
TEL 0566-97-1933

会員事業所の皆様の
新しい情報をお待ちしております！
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
T E L 0566-76-5175
FAX 0566-76-4322

会員事業 所 訪 問
ホームページにも掲載中

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

ヘアーサロンすずらん

クーポン付

日々のヘアカット・スタイリングお任せください！
今回は、朝日町にある「ヘアーサロンすずらん」をご紹介します。場所は、朝日町交差点の角に
あり、みなさんもお目にしたことがある方は多いと思います。
当店は、創業70年と3世代続くヘアーサロン店です。現在は、2代目と3代目が活躍しており、月
･火曜日は2代目、水〜日曜日は3代目が担当しています。お客様の中には、何十年も通っている方
や親子2世代で利用している方もおり、老若男女問わない地元に愛されたヘアーサロン店です。
3代目ご夫婦により店内は、アットホームでオシャレな作りになっています。現在ではヘア
カットだけでなく、ヘッドスパやリンパマッサージにも力を入れており、お客様からも好評であ
る。昨年末からは、専用の半個室もご用意し、人目を気にせずに施術も行えます。モットーは、お
客様の満足度向上に努め、オンリーワンを目指すこと。日々のヘアカットやカラー、スタイリン
グはお任せください。
今回、当店利用ご新規の方を対象に1,000円OFFのクーポン券を
いただきました。是非、ご利用してみてください。
安城市朝日町19番8号
0566-76-2780
9：00〜19：00
年中無休（不定休）

東海

道本

線

安城駅

へきしん
本店

★

朝日町
デイリー

コメダ
バロー

鈴木（雄）

名鉄西尾線

所 在 地
電
話
営業時間
定 休 日

JR

JA

南安城駅

株式会社イヨダホーム
「家」と「そこに暮らす人」のことを考えた究極の空間を提案！
今回は柿碕町にある「株式会社イヨダホーム」をご紹介します。
同社は従業員一同が「本気で住み心地の日本一」をモットーに、家の構造や性能に徹底的にこ
だわり、自然素材を多用し、安心・安全で永く住める家づくりを目指しています。
現在、入浴関連死で多くの命が失われ、床暖房など温度差を一定に保つ器具に注目が集まって
います。しかし、床暖房は初期費用や運転コストが高い、無垢材の床ではできないなど、多くの問
▲ハイブリッド住宅「なごみの家」
題がありました。
そこで同社では、遮熱材、断熱材、自社製床暖房を組み合わせた高効率のオリジナルシステム「超省エネ暖房住宅なごみの家」を開発
しました。既存住宅の温水床暖房に比べ、初期コストが最大で約50％、運転コストは約60％の削減ができるそうです。
「なごみの家」で建てられた御施主様からは、家中の空気がさわやかで、この1月の寒さでも室内はやわらかい暖かさでとても住み心
地が良いと喜びの声を頂きました。また、居住空間の快適性に加え、高気密・高断熱の家に発生しやすい壁内結露や構造部の「蒸れ腐り」
を抑え、住宅寿命の延伸にも繋げています。1年を通して超省エネで快適に過ごせる空間を実現しています。
岡崎市に展示場がありますので、家の健康を守り、快適空間を実現している株式会社イヨダホームの家づくりをぜひご体験ください。

所 在 地

JR東

事務所：柿碕町宮ノ西126
岡崎展示場：岡崎市昭和町木舟59

海道

至安城

48

（岡崎中日ハウジングセンター北道路向かい）
話 98-1497
（いつでもお電話をお待ちしております）

電
営業時間
▲岡崎展示場

H

P

岡崎展示場：毎週土・日曜 10：00〜17：00
※平日でもお電話を頂ければ見学可能
http://iyodahome.com/

西岡崎

★

岡崎中日
ハウジング
センター

柴田（真）

本線

岡崎
展示場

昭和町北

鹿乗川

活動報告ダイジェスト
版
税務研修会
経営者、経営幹部、経理担当者、青色申告を実施する個人
事業主を対象に、１月17日（火）に税務研修会「マイナン
バー制度の税務申告時のポイントと平成28年税制改正」
を開催しました。
刈谷税務署個人課税部門の鈴木啓泰氏を講師にお迎え
し、マイナンバー制度の
税務申告時の利用および
ポイントや、平成28年の
主な税制改正についてご
解説いただきました。

消費税引き上げ対策セミナー
経営者、商品開発担当者、広報担当者を対象に、１月24
日（火）に消費税率引き上げ対策セミナー「小さな店・企業
がメディア取材を呼び込む方法」を開催しました。
当日の講師にものづくり工房アンテナショップ代表で
有限会社ジュントオル代表取締役の谷田貝孝一氏をお招
きし、店舗や企業が取材
される理由や取材される
ための企画づくり、取材
の際に失敗しないために
必要なポイント等につい
て自己体験の話を交えな
がらご教授いただきまし
た。

常議員会
当所常議員27名の出席を得て１月24日
（火）
に常議員会を
開催しました。
＜議題＞
●第1号議案 役員選任に関する件
役員選任に関する件が承認されました。
●第2号議案 生命共済リニューアルに関する件
平成29年７月１日よりリニューアルとなる当所生命共済
制度
「たなばた共済」
の内容について承認されました。
現在ご
加入の皆様には、
平成29年3月頃に通知させていただきます。
●第3号議案 新入会員承認に関する件
平成28年10月から12月までの３ヵ月間にご入会いただ
いた新入会員18事業所が承認されました。
＜報告事項＞
２月10日
（金）
に開催す
る
「経済講演会」
の案内や、
５月に開催する
「ものコン
2017」に関する内容、
ANJOB開催報告など、
計
８項目が報告されました。

年末調整個別相談会
1月12日（木）および13日（金）の2日間、当所にて年末調
整個別相談会を開催しました。
当日は、当所委託税理士ならびに経営指導員が個人事業
所の従業員および専従者
等の平成28年分源泉所得
税にかかる年末調整手続
きの相談を受け、会員事業
所をはじめ、多くの方々に
ご利用いただきました。

新春賀詞交歓会
新しい年のスタートにあたり、１月11日（水）に新春賀詞交歓会を開催しました。新春賀詞交歓会の開催は会員事業所
から多くの要望を受けたことにより実現したもので、今年度で２回目の開催となりました。
当日は当所会員事業所をはじめ、安城市関係者や衆議院議員、愛知県議会議員、安
城警察署長などが一堂に会し、総勢160名の方々にご参加いただきました。
当所沓名会頭および安城市長、来賓の方々よりご挨拶を頂戴した後、福田副会頭
より乾杯のご発声をいただき、交流会に入りました。
交流会では、各テーブルにおいて親睦や交流が行われ、会員事業所同士の連携を
図るとともに、和やかにご歓談いただきました。
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あんじょう商工会議所

第3回教養サロン

交流・研修委員

山口

美重子

１月13日（火）に安城市民会館にて知立弘法山遍照院、横井紫光氏による「生きると生かす」の講話で、人が一生を生きる上で大切なこ
とについて有難いお話しをお聞きしました。
中でも一番印象に残ったのは「一生」の意味は「人が一回生きる」ということであり、その一生の中には自分では思うようにならない
四苦八苦が必ずあるということで、四苦とは死、病、老、生。八苦とは愛別離苦、怨憎会苦、求不得苦、五蘊盛苦で四苦八苦です。要素に分
けると生、五躰、五感、食、住、衣、家族、友人、仕事、心であるということ。これら全てが生きることに作用するが、中でも最後の心が上手
く行かず、苦労する人が多いというお話しでした。
これら苦から救われる方法は、全ての事柄は当たり前ではないことを認識し、足るを知り感謝することであると説かれ、私自身も我
が身を振り返り、日々感謝の気持ちで過ごしたいと思いました。

臨時総会
1月13日（火）に臨時総会を開催し、平成29年
度新役員が承認されました。

▲「生」について話される紫光 氏

▲真剣に傾聴する会員

● 安城商工会議所女性会（団体）
⇒ 安城署より
● 会員 稲垣美保子さん（個人）
⇒ 愛知県警より
● 会員 山口美重子さん（個人）
⇒ 安城署より

行事予定

感謝状を頂きました

（1月11日（水）文化センターにて）

第2回愛知県後継者育成事業講習会
2月15日（水）13：30〜15：00 安城市民会館 ２階 視聴覚室
「勝ち組、負け組の差は何だ」
コミュニケーション・マナー講師 川島 育子 氏
日帰りバス研修
3月12日（日）
奥山高原昇竜しだれ梅と女城主直虎ゆかりの名刹龍潭寺を訪ねて

フラ部会からお知らせ
2月9日（木）14：00〜

老人介護保健施設さとまち

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。

〜安城警察署からのお知らせ〜
サイバーテロの脅威

〜貴社の基幹システムが、サイバー攻撃を受けないために〜
１．OSやウェブサイト等のソフトウェアを最新の状態にする。
２．ウィルス対策ソフトは、最新の状態に更新し、定期的に全
データをウィルスチェックする。
３．不正侵入に備えたパスワード管理、ファイアウォール・不正
侵入検知システムを導入する。
４．顧客データなどの管理を徹底する。
５．情報漏えいに備えたユーザ権限、パスワード管理を徹底する。
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あんじょう商工会議所

新入会員
神谷幸子

書道研究芳墨曾

YEG

1月例会

安城ＹＥＧだより

安城商工会議所青年部

スポーツ交流会

1月16日（月）、ぴなくる２安城店に於きまして、平成28年度安城商工会議所青年部1月例会が行われました。今回の例

会は、
『スポーツ交流会』と題しまして、スポーツクライミングボルダリングを体験しました。初めて体験するメンバーが

殆どでしたが、インストラクターの方に説明を頂き、スタートの仕方からゴールに進む方法を学びました。壁を登る前に
自分の進むルートを確認し、正しい手順で進むことにより、安全にゴールを目指す事は、我々青年経済人にとって業務に
通ずるものがあると思います。

ルートの確認が大きな意味を持つことを学び、ルートから外れた時には周りの仲間から助言を頂き、状況に合わせて進

むことの大切さを学べたことは、大きな意義があったと思います。後半には、メンバーがくじ引きで決まったそれぞれの
ルートで競争しましたが、チームの皆がルートを指示したり声援を送り大いに盛り上がりました。

20歳〜50歳までで構成されている安城商工会議所青年部ですが、若い力に羨望を覚えた者もいれば年齢を感じさせ

ない卒業生の力強いクライムに感動する者など、非常に楽しい例会でした。年齢にあった楽しみ方が出来るスポーツです
ので興味のある方は是非、体験して頂きたいと思います。

▲会長挨拶

▲新入会員紹介

トーク

元気ノ助のメールで投句

いくつもの 夜越え辿り 着いた今
ゆず大好き︵ 才・錦町︶

︻宛先︼Ｅメール atsuya
＠ katch.
ne.jp
Ｆ Ａ Ｘ ９９ー２７７６
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▲インストラクターによる指導

ー 2月例会「話し方接客マナー研修」ー
2月例会を下記のとおり開催します。
○日
○場
○内

時
所
容

平成29年2月18日（土） 10：00〜12：30
安城商工会議所 5階 大会議室
日常からビジネス面まで、コミュニケーションが一番の
基本となります。その中でも会話・敬語は、大切なもので
あり、ビジネスの場ではいっそう欠かすことができませ
ん。相手・場面・言葉の調和と心遣いを見直し、使いこな
していただき魅力ある会話で皆様の会社の役に立てて
もらう。
あんじょう商工会議所
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障がい者に寄り添い、生かす
『サンアクアＴＯＴＯ』
福岡県北九州市・小倉駅から車で20分ほど走った産業用地
の一角に、壁にカラフルな塗装を施した美しい工場がある。こ
の企業はサンアクアＴＯＴＯ株式会社といい、1993（平成５）
年に第三セクターとして設立された企業である。一般的に第三
セクターというと、まちづくりや地域活性化を目的に行政主導
で設立され、そのトップも役所からの天下り人事が多い中、同
社はこれらとは全く異なり、価値があるといえる。その特長は
おおむね４点ある。
第１は、その設立が「地域に住み、働きたいが、働く場所のな
い障がい者の就労の場」を目的にしている点である。全国に第
三セクターは多々あるが、地域の障がい者に働く喜び、働く幸
せを提供することを目的に設立・運営されているところはほと
んどない。
第２は、同社が行政主導ではなく、弱者に優しい一民間企業
が主導して設立された点である。一般的に第三セクターという
と、行政が中心となり、その出資比率も圧倒的という企業が多
い中、同社は資本金６０００万円のうち福岡県が1200万円、
北九州市が1200万円であり、残り3600万円は北九州市に本
社を有するＴＯＴＯ株式会社が出資している。それ故、現在同
社の社長は３代目であるが、全て最大株主であるＴＯＴＯ出身
である。
第３は、これぞ同社の最大の特長であるが、障がいの度合い
によらず多くの障がい者が雇用されているという点である。現
在、同社にはＴＯＴＯからの出向者やプロパー社員を含め128

人いるが、そのうちの83人、割合にすると64.８％が何らかの
障がいがある。より驚くのは、83人の障がいのある社員のうち
44人、つまり障がい者の半数以上が重度障がい者である。余談
ではあるが、障がい者の法定雇用率の算出は重度障がい者はダ
ブルカウントされるので、この式に従えば同社の実雇用率は何
と99.２％となる。
そして第４は、ここで働く障がいのある社員が担う仕事であ
る。現在の最大の仕事はＴＯＴＯブランドの水洗金具や給排水
金具など約１５０種類の高度な機能部品の組み立て・調整であ
る。聞くところによると、ＴＯＴＯブランド商品の大半は同社
で生産されているという。そのほかにも、ＴＯＴＯの社員向け
名刺や商品のチラシ、取り扱い説明書などをレイアウトから印
刷まで一手に引き受けている。
先般、機会があって全国各地の中小企業経営者約25人と久
方ぶりに同社を訪問させていただいた。職場環境もさることな
がら、障がい者一人一人の特長に合わせた生産ラインは見事で
あり、身体・知的・精神の障がいの度合いを問わず、全ての障が
い者が自信に満ち満ちた顔と態度で私たちを迎えてくれた。
筆者はこれまで数多くの障がい者雇用企業を調査している
が、これほど障がい者に寄り添い、生かしている企業はそうざ
らにはない。多くの読者に訪問してほしい企業の一つである。
法政大学大学院政策創造研究科
教授 坂本 光司

経営者のコートマナー
寒い冬の外出時に欠かせないのがコートです。ビジネスシー
ンでは、スーツに合わせてコートを選ばれることも多いのでは
ないでしょうか。そこで今回は、
「経営者のコートマナー」をご
紹介します。
まず、コートを脱ぐタイミングについてですが、訪問先では
オフィスに入る前にコートを脱いでいることと思います。しか
し、自社オフィスではどうでしょう。コートを着用したまま入
ることが多いように思います。コートは外で着るもので、自社
オフィスであれ自宅であれ、本来は建物の中に入る前に脱ぐの
が周囲への配慮でありマナーです。
脱いだコートは、裏表にして袖畳みに。利き手の逆の腕に掛
けて持ちます。このとき、ストールやマフラーも一緒に外して
手に持つか、かばんに入れます。よく、手に持ったマフラーやベ
ルトが床へずり落ちてしまっている方を目にしますが、だらし
のない印象です。さっと脱いでコンパクトにするのがスマート
です。自社の場合は、ハンガーに掛けてロッカーやコート掛け
にしまいます。襟やポケットのフラップ（ふた）も整えましょ
う。そうすることで、シワ残りや襟・ポケットのフラップの浮き
などが避けられ、コートの傷みを防げます。また、コートをハン
ガーに掛けたら、ポケットにごみが残っていないか、ホコリや
糸くずが付いていないかなどもチェックします。最後に、一番
上のボタンを含めて２カ所ほどボタンを留め、コートの型崩れ
を防ぎます。
訪問先では、コートは畳んで自分が座る場所の近くに置きま
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あんじょう商工会議所

す。自分が座る椅子に浅く腰掛けてその後ろに置いたり、床に
置いたかばんの上に置くなどします。くれぐれも椅子の背もた
れに置かれませんよう。また、訪問先にコート掛けがあったと
しても、何も言わずに勝手に使うのはマナー違反です。先方か
ら「どうぞ」と声を掛けられてから、お礼を述べて使います。
自宅に戻ったら、脱いだコートはすぐにクローゼットにしま
わず、一日陰干しをしてからしまいます。コートは、臭いがこも
りやすいためです。毎日着ていくコートでしたらクローゼット
にはしまわずに、玄関や部屋につるしておきましょう。
コートの選び方についてですが、その職位にふさわしい落ち
着いた色やデザインのものを選びたいところです。ダッフル
コートは若々しくてかわいらしく、親しみも感じられますが、
カジュアル過ぎるため経営者が着るコートとしてはＮＧです。
お薦めは、背の高い方ならロング丈のシックな色のトレンチ
コート、背が低めな方ならショート丈のコートです。見栄えも
良く、おしゃれでスーツに合います。経営者の品格を演出でき
るでしょう。購入の際に背丈などのバランスを第三者に見ても
らうべきです。
寒さをしのぐためのコートではありますが、その扱い方や着
こなしから、経営者の品格が問われる重要なアイテムです。寒
い冬、ぜひ、
「経営者のコートマナー」を意識してみてください。
人財育成トレーナー
美月 あきこ

