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映像

実物

〜平成29年度新入社員研修をご利用ください〜
当所では、新入社員研修基本コースと製造コースをそれぞれ開催いたします。
新入社員研修基本コースでは、社会人として必要となる仕事に対する心構えや、ビジネスマナー、コミュニケーション
能力等の基本事項を学習・習得していただきます。
新入社員研修製造コースでは、製造業事業所に入社する新入社員を対象に、仕事を行うために知っておきたい基礎知識
や生産業務の内容、改善の重要性等について学習・習得していただきます。
詳しくは、今月号の折込チラシをご覧ください。お申込みにつきましては、当所窓口のほか、ホームページでも受け付
けております。

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
5

商工会議所からのお知らせ
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商工会議所からのお知らせ

今月の会員事業所紹介

「安城企業ガイドブック2017発行」
「安城商工会議所検定試験日程表」

11 情報ファイル

建築worksナベプロ
所在地

安城市東端町天白
113-4

電

0566-55-3346

話

「入学祝金の請求をお忘れなく」

折込「新入社員研修 基本コース」
折込「新入社員研修 製造コース」
折込「思いやり運転 賛同事業所募集中！」
折込「交通安全スリーS運動」

NAKAO HOME
（中尾建設工業株式会社）
所在地 安城市安城町社口堂75
電

話

0566-76-5321

安城商工会議所 行事予定
3月

4月

日㈭ 税務相談

13：00〜16：00

日㈫ 新入社員研修（基本コース）

９：00〜17：00

日㈫ ITを活用したBCP対策セミナー

14：00〜15：30

日㈬ 新入社員研修（基本コース）

９：00〜17：00

日㈬ 金融相談（日本政策金融公庫）

10：00〜12：00

12日㈬ 新入社員研修（製造コース）

９：30〜16：30

12日㈬ 金融相談（日本政策金融公庫）

９：30〜16：30

日㈭ サイバー攻撃と情報漏洩対策セミナー 14：00〜16：00
10日㈮ 新入会員Welcome交流会

14：00〜16：00

20日㈭ 法律相談

13：00〜16：00

13日㈪ 常議員会

14：00〜16：00

28日㈮ 金融相談（愛知県信用保証協会）

13：00〜16：00

14日㈫ 新入社員の教育実践セミナー

14：00〜17：00

16日㈭ 法律相談

13：00〜16：00

17日㈮ 消費税申告個別相談会

13：00〜16：00

24日㈮ 金融相談（愛知県信用保証協会）

13：00〜16：00

27日㈪ 通常議員総会

14：00〜17：00

今月号の表紙

安城商工会議所会報誌

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

KAKA合同会社

表紙の写真／ © スタジオ RAY 田中克浩

新築・リフォームの悩みは3Ｄバーチャルシステムで解決！
表紙は福釜町で住宅の新築設計・リフォームを手掛けている「ＫＡＫＡ合同会社」が昨
年１月に導入した「３Ｄバーチャルシステム」になります。
従来の設計図やパソコン上のイメージ画像では想像し辛い建物のサイズ感や窓の位置
関係をはじめ、住空間の奥行や広がりを等身大のサイズで体感でき、部屋と部屋のつなが
りや日常生活の導線を確認することができます。
また、
床材などの色の設定をその場で変更できるため
「サンプルの小さな木材を見ても広
い面積の床になった時の想像ができない」
といった要望にもお応えすることができます。
「イメージと違ったらどうしよう」などの不安を解消することができる「３Ｄバーチャ
ルシステム」を提供しているＫＡＫＡ合同会社に新築設計・リフォームのご相談をしては
いかがでしょうか。同サービスは仮契約時のサービスになります。
【お問合せ】KAKA合同会社 所在地：安城市福釜町猿町41-1 電話番号：(0566)55-6608
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

新入社員の教育実践セミナー
受講者募集！
今回のセミナーでは、「新入社員が定着しない・育たな
い」「そもそも新入社員を育てる仕組みがない」などの悩
みを持つ企業の教育担当者を対象に、新入社員を定着さ
せるためのポイントや新入社員教育の方法等について学
べる参加型のセミナーになります。ぜひご受講ください。
時 平成29年3月14日（火）14時00分 〜 17時00分
場 安城商工会議所 ３階 研修室

ITを活用したBCP対策セミナー
受講者募集！
今回のセミナーでは、改めてBCPに関する必要性と
策定に向けたヒントをご説明するとともに、ITを活用し
たBCP対策について解説いたします。
今後、当所が会員向けに提供を開始するBCP対策サー
ビス「事業継続支援アプリ「BCPめ組」」の紹介もい
たしますので、ぜひご受講ください。
（火）14時00分〜15時30分
時 平成29年3月7日

対 新入社員の教育担当者および配属先の上司

場 安城商工会議所 ３階 研修室

講 株式会社中央人事総研

講 有限会社ビジネス・サポートエム

代表取締役

大竹 英紀

氏

代表取締役

内 1. そもそも新入社員が定着しない原因とは？

2.
3.
4.
5.
6.

新入社員が学ぶべき5つの教育とは？
新入社員を配属する前にすべきこと
教育の流れと教育担当者としての心がまえ
新入社員教育の勘所とファイブステップ方式
新人教育を通じて教育担当者が成長するために
必要なこと

御田村 瑞恵 氏

今だからこそ
内 1. 今さらBCPですか？ いいえ、

BCPです！
2. 中小企業のBCP策定に活用できるITサービス
について

定 35名（定員になり次第、締切）
￥ 無料

定 35名（定員になり次第、締切）
￥ 安城商工会議所会員事業所

1 名 2,160 円（税込）
（公社）刈谷法人会安城支部もしくは
（一社）刈谷労働基準協会安城支部会員事業所
1 名 4,320 円（税込）
一般（上記以外）
1 名 6,480 円（税込）

消費税申告個別相談会のご案内
平成28年分個人事業者の消費税申告にかかる個別相談会を
開催いたしますので、ぜひご利用ください。
日

時

3月17日（金） 13時〜16時

会

場

安城商工会議所 ３階 研修室

【相談内容】 消費税の本則課税・簡易課税について決算書類等
を確認の上、確定申告書作成指導、申告書受付を行
います。
【必要書類】 ◎消費税確定申告書 ◎平成28年分決算書類
◎印鑑 ◎帳簿書類（本則課税の場合）
【備
考】 本年分の年末調整から、
「事業主のマイナンバー
カード両面の写し＋本人確認書類の写しの添付」
が必要です。
個別相談会にお越しの際は、下記の書類をご準備
の上、ご来場ください。
マイナンバー確認書類
（下記①〜③より1つを提出）

①マイナンバーカード裏面写し
②通知カード写し

③マイナンバー記載の住民票写し

本人確認書類
（下記①〜③より1つを提出）

①マイナンバーカード表面写し
②運転免許証写し又は旅券写し

③健康保険被保険者証の写し並びに
年金手帳の写し

サイバー攻撃と情報漏洩対策
セミナー 受講者募集！
今回のセミナーでは、過去の企業情報（営業秘密）漏洩事
件の争点やサイバー攻撃による情報漏洩を紹介するとと
もに、発生時の対処方法等についてご解説いただきます。
全ての企業にとって喫緊の課題のサイバー攻撃と情報
漏洩問題の現状を理解し、実例をもとに対策方法や社内
の情報管理について学んでいただく機会となりますので、
ぜひご受講ください。
時 平成２9年3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
講 愛知県警察本部

生活安全部

生活経済課 警視 鈴木 雅之 氏
サイバー犯罪対策課 警視 宮本 拓磨 氏

内 1. 営業秘密漏洩の現状

2.
3.
4.
5.
6.

過去の漏洩事件を通じての争点と対策
漏洩防止対策
漏洩発生時の対処方法
サイバー攻撃の現状
サイバー攻撃の手法と対策

定 35名（定員になり次第、締切）
￥ 無料

※写真の無いものは2種類必要

『事前予約サービスでスムーズに！』

当所会員を対象に、
「事前予約サービス」を実施しています。
事前予約により、待ち時間なしでご利用いただけます。
「事前予約サービス」
は当所会員限定の特典になりますので、ご活用ください。

− ４−

あんじょう商工会議所

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
■

あんじょう企業ガイドブック
2017 発行！
当所では「あんじょう企業ガイドブック2017」を発行いたし
ます。今回のガイドブックには、会員事業所115社の企業概要と
平成30年春学卒採用・中途採用の情報を掲載しています。
あんじょう企業ガイドブック2017は、3月9日（木）に開催す
る「西三河地区合同企業説明会」にて当日の来場者に配布するほ
か、今後、当所の主催・共催で開催する企業説明会にて配布を予
定しています。
また、当所の窓口や安城市役所商工課の窓口でも配布してお
ります。

新入会員Welcome交流会
参加者募集！
平成26年度以降にご入会いただいた会員事業所を対象に、新
入会員Welcome交流会を開催いたします。当日は、商工会議所
活用術を紹介するとともに、新たな人脈・ネットワークの構築を
目的とした参加者同士の交流会を実施いたします。

時 平成29年3月10日（金）14時00分 〜 16時00分

※参加者数により終了時間が前後する場合がございます。

場 安城商工会議所 5階 大会議室
対 平成26年度以降にご入会いただいた新入会員

内 【第1部】安城商工会議所 事業紹介「商工会議所の活用術」
・当所職員による経営に役立つ会議所事業の説明
・会員事業所による商工会議所の活用事例紹介
【第2部】自社PR・名刺交換会・交流会
・参加者全員による自社紹介（１分以内）
・名刺交換タイム（参加者全員と名刺交換できます！）
※名刺を多くご持参ください。
￥ 無料

平成29年度 安城商工会議所検定試験日程表
検定科目

回数

日本商工会議所主催検定

珠算検定

簿記検定

試験日

申込受付期間

210

6 月 25日（日）

4 月17 日（月）〜 5 月 25日（木）

211

10 月 22日（日）

8 月14 日（月）〜 9 月 21日（木）

212

2 月 11日（日）

12 月 4 日（月）〜 1 月 11日（木）

146

6 月 11日（日）

147

11 月 19日（日）

148

2 月 25日（日）

受験料

1級
2級
3級

2,300円
1,700円
1,500円

1級

7,710円

2級

4,630円

3級

2,800円

窓 口： 4 月 3 日（月）〜 5 月 12 日（金）
ネット： 4 月 3 日（月）〜 5 月13 日（土）
窓 口： 9 月 11日（月）〜10 月20 日（金）
ネット： 9 月 11日（月）〜10 月21 日（土）
窓 口：12月 18日（月）〜 1 月 26日（金）
ネット：12月 18日（月）〜 1 月 27日（土）

※第148回簿記検定においては１級の試験は行いません。※窓口受付時間：平日８時30分〜17時30分 ※インターネットの場合は、土日も24時間受付可能です。

東京商工会議所主催検定

検定科目

回数

カラーコーディネーター
検定

42

6 月 18日（日）

4 月 4 日（火）〜 5 月 2 日（火）

43

12 月 3 日（日）

9 月19 日（火）〜10 月 20日（金）

ビジネス実務法務
検定

41

7 月 2 日（日）

4 月 18日（火）〜 5 月 19日（金）

42

12 月 10日（日）

9 月 26日（火）〜10 月 27日（金）

福祉住環境コーディネーター
検定

38

7 月 9 日（日）

4 月 25日（火）〜 5 月 26日（金）

39

11 月 26日（日）

9 月 12日（火）〜10 月 13日（金）

環境社会（eco）
検定

22

7 月 23日（日）

5 月 9 日（火）〜 6 月 9 日（金）

23

12 月 17日（日）

10 月 3 日（火）〜11 月 2 日（木）

ビジネスマネジャー
検定

5

7 月 16日（日）

5 月 2 日（火）〜 6 月 2 日（金）

6

11 月 12日（日）

8 月 29日（火）〜 ９ 月 29日（金）

申込み・お問い合わせ先

試験日

安城商工会議所

申込受付期間

受験料

2級
3級

7,340円
5,250円

２級 6,480円
3級 4,320円
2級
3級

6,480円
4,320円

5,400円
6,480円

検定担当

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
青色決算・所得税申告個別相談会
青色申告を行う個人事業主を対象に、2月21日（火）から
24日（金）の4日間、青色決算・所得税申告個別相談会を開
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決算書や
申告書の点検や記載方法、
計算方法について指導を
行い、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。

補助金セミナー
安城市内のものづくり企業の経営者・担当管理者を対象
に、2月22日（水）に平成28年度補助金セミナーを開催し
ました。
当日は、株式会社エフアンドエムの営業推進部担当部長
の河合幹雄氏と中部経済産業局次世代産業課の担当者を
お招きし、国の中小企業支援策についてご教授いただきま
した。
また、安城市役所商工
課と当所担当者より安城
市の中小企業支援施策や
補助金について解説しま
した。
参加者は、補助金や支
援施策の内容および活用
方法について理解を深め
ました。

建設部会主催セミナー
経営者、経営幹部、総務担当者を対象に、2月8日（水）に
建設部会主催「防災セミナー」を開催しました。
当日は、名古屋大学減災連携研究センターライフライン
地盤防災寄附研究部門・寄附研究部門教授の北野哲司氏を
お招きし、自社や地域をライフライン災害から守るための
準備や、災害が起きた時の対処方法をご教授頂きました。
また、安城市危機管理課
担当者より安城市の災害
支援の現状についてご説
明いただきました。
参加者は、防災につい
ての知識を深めるととも
に、災害に対して常に備
えておくことの重要さを
再認識しました。
− ６−

あんじょう商工会議所

管理者育成セミナー
中小企業の経営者を対象に、2月7日（火）に中小企業の
ための管理者育成セミナーを開催しました。
当日は、NBCコンサルタンツ株式会社名古屋本部長の
植田克氏を講師にお迎えし、社員が成長するための考え方
や、管理者が果たすべき役割、組織の在り方についてご教
授いただきました。
参加者は、業績向上に
直結する人材育成の方法
や、社員のモチベーショ
ン管理の方法について理
解を深めました。

経済講演会
日本銀行名古屋支店長の衛藤公洋氏を講師にお迎えし、
2月10日（金）に経済講演会「最近の金融経済情勢と展望」
を開催しました。
当日は128名の方々にご聴講いただき、日本銀行内にて
調査された経済動向のデータをもとに、現在の経済状況や
今後の展望についてご解説をいただきました。また、トラ
ンプ大統領誕生の経済背景や、トランプ政策がもたらした
影響、東海地方の経済情
勢および生産性向上に向
けた今後の課題について
ご説明いただきました。
参加者は、講師の衛藤
氏が話す今後の経済の見
通しについて熱心に耳を
傾けていました。

労務セミナー
経営者、経営幹部、総務・人事担当者を対象に、1月31日
（火）に労務セミナーを開催しました。
当日は、東京海上日動火災保険株式会社広域法人部次長
の横山昌彦氏と同社三河支店課長の服部豊信氏を講師に
お招きし、メンタルヘルス対策から見るリスクマネジメン
トの手法や、職場環境の
改 善 方 法 、ス ト レ ス
チェック制度についてご
教授いただきました。
参加者は、自社で働く
従業員の心の健康管理の
ノウハウについて学びま
した。

交通運輸部会主催セミナー
人事・採用担当者を対象に、2月9日（木）に交通運輸部会
主催
「ドライバー採用・育成・定着セミナー」
を開催しました。
当日は、株式会社船井総合研究所物流・交通グループグ
ループマネージャーでシニア経営コンサルタントの河内
谷庸高氏を講師にお招きし、全国の運送会社の人材採用・
定着化施策の成功事例を
ご解説いただき、企業が
取り組むべき具体策につ
いてご教授いただきまし
た。
参加者は人材育成・定
着するための方法を学び
ました。

商業部会共催セミナー
安城市商店街連盟と共催で2月23日（木）に商業部会共
催セミナー「繁盛店づくり4つのポイント」を開催しまし
た。
当日は、reface代表の中村佳織氏を講師にお招きし、繁
盛店の事例紹介や繁盛店づくりのために必要なポイント
をご教授いただきました。
参加者は、売れるため
の店づくりの方法や、新
規顧客・リピート客の増
やし方、接客対応につい
て学びました。

地域商談会（三河・知多会場）
三河・知多地域13の商工会議所、(財)あいち産業振興機
構と共催で「地域商談会（三河・知多会場）」を、刈谷市産業
振興センターにて開催しました。
当日は発注企業49社と受注企業104社が一同に会し、
受注企業が保有している生産・加工技術や自社製品、研究
開発などを発注企業へ提
案・PRし、具体的な商談や
情報交換を行いました。

工業部会主催セミナー
経営者、
ISO担当者を対象に、
2月13日
（月）
から16日
（木）
ま
での４日間、
工業部会主催
「ISO内部監査員養成講座」
を開催
しました。
当日は、
株式会社エイチ・フォー代表取締役の畑寛和氏を
講師にお招きし、
内部監査の概要や規格要求事項についてご
解説いただきました。13
日・14日はISO14001コー
ス、
15日・16日はISO9001
コースとして開催しました。
参加者は講義を聴講し、
演
習や理解度テストを行う
ことで、
ISO2015改定版に
おける内部監査員として
の知識を深めました。

各部会開催
当所6部会（工業・商業・観光サービス・建設・金融・交通
運輸）は、それぞれ部会を開催しました。
議員改選後初となる部会では、平成28年度事業報告な
らびに平成29年度事業計画（案）等について審議をいただ
き、承認されました。
承認されました事業計画につきましては、3月27日（月）
に開催される通常議員総会にて上程されます。

★各部会の開催日

・2月 ６ 日（月）
・2月14日（火）
・2月17日（金）
・2月21日（火）

観光サービス部会
建設部会、商業部会
工業部会、交通運輸部会
金融部会

Anjo創業スクール
創業予定者、創業後5年未満の方を対象に、当所と安城
市、碧海信用金庫、株式会社日本政策金融公庫で構成する
「Anjo創業支援ファーム」主催で1月21日、28日および2
月5日、
19日の4日間、
「Anjo創業スクール」
を開講しました。
当日は、中小企業診断士の蛯原健治氏を講師にお招きし、
創業にあたっての心構えや、実際に創業した方の体験談な
どを通じて創業のノウハウをご教授いただきました。
また、税理士、日本政策
金融公庫の担当者より、
会計や税務の基礎知識、
公的支援機関の活用方法
をご解説いただきました。
参加者は、創業計画書
の作成方法、販路・顧客開
拓の手法などを学びまし
た。
あんじょう商工会議所
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第40回 『安城桜まつり』が
開催されます！

確定申告書等作成コーナーを
ご利用ください！

安城公園、城山公園、日の出公園、半場川沿い（デンパーク
周辺）において第40回『安城桜まつり』が開催されます。
半場川沿いでは、植樹された陽光桜の開花に合わせ、今回

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、
画面の案内に従って金額を入力すれば税額などが自動的に
計算され、計算誤りのない申告書を作成することができます。

より新たに雪洞が設置され、夜桜を楽しむことができるよう

1. 税務署に出向く必要なし！ 2. いつでも利用可能！

になりました。陽光桜はソメイヨシノより開花が早く、３月中

3. 自動で税額を計算！

旬頃から楽しむことができます。
安城公園では「さくらと安城七夕親善大使を写す会（４月２
日）」や「写生大会（４月１日・２日）」が行われます。
ぜひ一度、安城桜まつりにお越しください。お待ちしてお
ります。
桜まつり開催期間】

申告と納税は期限内に！
● 所得税及び復興特別所得税贈与税 ３月１５日（水）まで
●消費税及び地方消費税（個人事業者）３月３１日（金）
まで
平成28年分以降の申請書には

３月１８日（土）から４月１２日（水）まで

※半場川沿い（デンパーク周辺）は3月末頃まで
※雪洞の点灯期間は、桜の開花状況によって変わります。
◆ 桜まつりにあわせデンパークを無料解放！

3月25日（土）、26日（日） 午後5時〜9時
※入園は午後8時30分まで。正面ゲートのみ。
※園内にはキッチンカーも登場！
お問合せ】

安城市観光協会
TEL 0566-71-2235（直通）

マイナンバー（１２桁）の記載と本人確認書類の提示又は写し
の添付が必要です！
本人確認書類の例】
例１：マイナンバーカード
例２：通知カード＋運転免許証、公的医療保険の被保険者
証など
＜お問合せ＞
刈谷税務署 TEL 0566-21-6211
※電話は自動音声により案内していますので、お問合せの
際は、音声に従い番号を選択してください。

平成28年度 交通事故発生状況
○平成28年 交通事故発生状況

トラック・タクシー等の運転手や営業車を
利用している事業所の方は特に注意が必要です！
○多発事故の割合（県下との比較）

＜愛知県下＞
件

数

昨年対比

人

数

昨年対比

死

亡

207

−6

212

−1

重

傷

869

−61

905

−65

軽

傷

40,475

−2,751

50,182

−3,918

合

計

41,551

−2,818

51,299

−3,984

安城市内の割合

愛知県

愛知県下の割合

突

445件

44.5%

17,202件

41.4%

出合頭

293件

29.3%

11,215件

27.0%

追

○留意事項
・愛知県警察では「横断歩行者妨害」の取締りを強化してい
ます。横断歩道を横断中の歩行者がいるときはもちろん、
を優先させてください。

＜安城市内＞
数

昨年対比

人

数

昨年対比

死

亡

3

−3

3

−3

重

傷

16

3

17

3

軽

傷

980

−70

1,210

−52

合

計

999

−70

1,230

−52

※死者は全て65歳以上の高齢者

昨年における愛知県下の交通事故死者数は212名で、前
年対比マイナス１でしたが、残念ながら14年連続全国
ワーストワンという厳しい状況下にあります。

− ８−

安城市内

横断しようとしている者がいるときも必ず止まって横断者

※死者の55%（117名）は65歳以上の高齢者

件

4. プリントサービスにも対応！

あんじょう商工会議所

・安城警察署では、これに加えて「一時不停止」の取締りも
強化しています。一時停止場所においては必ず止まって左
右をよく確認しましょう。
また、一時停止の標識がない優先道路以外の場所で左右
が容易に確認できないところは、徐行または一度止まって
必ず確認をしてください。
なお、カーブミラーでは、
四輪車よりも小さな二輪
車や自転車を見落としが
ちです。大丈夫だろうと
安易に考えず、必ず自分
の目で確認してください。

会員事業 所 訪 問
ホームページにも掲載中

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

建築 works ナベプロ
住 まいを整え、暮らしを整える
今回は、東端町にある「建築worksナベプロ」をご紹介します。
新築・リフォーム・外構を設計から施工まで一貫して事業を展開している同社は、住まいの環
境を整えることによって、健康で安心・安全に暮らせる家を提案しています。事務所を訪れると、
夫婦仲良く迎え入れてくださり、アットホームな温かい雰囲気の中で取材を行いました。
現在、温度差やハウスダスト等による身体へのストレスが原因で体調を崩される方がいます。
身体への負荷を軽減するために、断熱性能を高め地熱を利用した24時間換気システムを導入し、
クリーンで安全な家を実現しています。これにより身体への負荷を軽減すると共に省エネを可能にしています。また、気密測定を実施
することで確かな品質を提供しています。
素材にこだわる同社は地震に備え、全量検査を通した強度のある構造材（柱・梁）を使用し、構造計算を行うことで優れた耐震性を実
現しています。内装材には、天然の壁紙や塗料、無垢材を使用しているため、人・環境にも優しい家を建てることができます。
サービスの一環として、愛着を持ってもらえるように壁塗りを一部分体験していただいているとのこと。
「家族が暮らす家を家族の
手でつくる」ことで、家族の思い出をつくって欲しいという想いから始まったサービスは、こだわりの素材を使っているからこそでき
る粋な計らいです。
見学会も開催していますので、自然素材で囲まれた優しさの中に、あなたの家族を守る力強さのある
西端
西蓮寺
「建築worksナベプロ」の家をご体感ください。
★

深津医院
明祥中
東端
保育園

油ケ淵

所 在 地 安城市東端町天白113-4
電
話 0566-55-3346
営業時間 9：00〜17：00※お客様に合わせて対応可能です。
定 休 日 毎週日曜日※お客様に合わせて対応可能です。
HP https://www.facebook.com/nabepro7826/

東端町

明和小

杉山

NAKAO HOME（中尾建設工業株式会社）
ロマンあふれる家づくり

をお手伝いする地域密着工務店

今回ご紹介するのは安城町にありますNAKAOHOME。
「子どもも大人も元気で明るく『ロマ
ン』を追い続けられる街にしたい」という理念のもと、西三河地区を中心に注文住宅、分譲住宅、
リフォーム等を請け負っています。
同社のモデル住宅は、子育てにエールを送る、同世代の若いスタッフが研究を重ねて商品開発
しているほか、昨年から開催している「ママ座談会」にて、実際に同社施工のお家で暮らす主婦の
皆さんと、和気あいあいと話し合いをした中で頂いた意見も取り入れ造られています。
その中でも人気なのが、3階建てで広々とした屋上庭園が特徴の「スカイリビング」。家族パーティーやBBQ等が気軽にでき、アイ
ディア次第で家族らしさを出せると好評です。実際のその土地での暮らしをイメージしやすい「街なかモデルハウス」での見学も随時
行っており、元気で明るいスタッフさんが応対してくださるのでお気軽にお問い合わせみてくださいね。
また、同社の道路を挟んで向かい側にあるスマイル館では、
「さりげない日常のしあわせを大切に心地よい暮らしを愉しむ」をコンセ
プトにしたライフスタイルショップ、
「雑貨屋Heart well（ハートウェル）」があり、お洒落な日用雑貨が販売されているほか、素敵なラ
イフスタイルを育むためのご相談に気軽に乗っていただけます。同建物2階では定期的にワークショップも開催されているので、ぜひ
HPをチェックしてみてくださいね。
お家を通した幸せな暮らしを探しに、ぜひNAKAOHOMEに足を運んでみてはいかがでしょうか。
秋葉
公園

フランテ館
南町

JA産直

線
幹
新

道

田中

安祥中

名鉄西尾線

★
海
東

所 在 地 安城市安城町社口堂75
電
話 0566-76-5321
営業時間 10：00〜19：00
定 休 日 水曜日、第1・3火曜日
フリーダイヤル 0120-10-5322
HP http://nakaohome.co.jp/
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南部小

− 10−

あんじょう商工会議所

愛知県後継者育成事業講習会

交流研修委員

追良瀬 美樹

2月15日（水）、安城市民会館視聴覚室において、平成28年度愛知県後継者育成事

業講習会の第2回を開催しました。コミュニケーション・マナー講師の川島育子氏

をお招きし、
「勝ち組・負け組の差は何だ〜期待されるリーダーの条件〜」と題し、講
演され、会員他多くの聴講者で会場は一杯になりました。

お出迎えした先生は、ぴんと背筋が伸び、優しく皆を包み、微笑む笑顔が素敵でし

た。プロフィール紹介で、元日本航空(株)ＣＡをなさっていたので納得。また、
「劇団
ひとり」さんのお母様だと知り驚きました。

笑顔が素敵な川島 育子氏

講演では、
「勝ち組は常に改善とチャレンジし続ける会社」そのリーダーに望む条

件は、武道の精神「心・技・体」を持ち、成長へ向けてのコミュニケーション力や、社員
に対する愛情を持つ事など、分かりやすくお話し下さいました。自ら演台を下り、参
加者の近くで語られ、心に届く講演でした。即行動、即実践をしていきたいと思いま
す。

真剣に聞き入る受講者

１年って早い!?

監事

深田

智子

今年度もあと僅か、
『1年って早いなー』と思う今日この頃です。
年齢とともに1年が短く感じられる現象のひとつに『ジャネの法則』があります。50歳の人にとって1年の長さは人生の
50分の1、5歳の子は5分の1。1年の比重の違いによるという説です。また、日々の充実感や新鮮さによるもの。常にワクワ
クドキドキしていた子供の頃より、大人は単調になるからです。
「1年早いなー」と言うセリフは、裏返せば「今年も単調
だったなー」と言ってるのと同じだったりもするわけです。
今年度、私自身女性会の活動になかなか参加できませんでしたが、毎年色々な事業に取り組んでおり、充実感・新鮮さを
味わえる活動のひとつとしてこれからも続けていきたいと思います。

行事予定
●定例総会
4月26日（水） 10：00〜
於：ホテルグランドティアラ安城
●日帰りバス研修
3月12日（日）
「おんな城主直虎」ゆかりの地井伊谷
浜北いちご狩りと奥山高原昇竜しだれ梅を訪ねて

3月9日（木）13：50〜14：45
特別養護老人ホーム 小川の里
●活動報告
2月9日には老人介護保健施設さとまちに行ってきま
した。
会員の遠山松枝さんも歌謡舞踊で参加をしました。
2月13日には西尾市の徳次宅老所「えがお」へ行ってき
ました。

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。

〜安城警察署からのお知らせ〜

非行の芽

はやめにつもう

みな我が子

〜地域ぐるみで有害な環境をなくしましょう〜

● 少年を非行・被害から守りましょう
● 少年を特殊詐欺に加担させない！
● コミュニティサイト等を利用して性的被害を受けるケースが多発してます。
● 少年の薬物乱用を防止しましょう
少年自身の悩み事や、保護者からの少年に関する相談は・・・「ヤングテレホン」TEL：052-951-7867
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YEG

２月例会

安城ＹＥＧだより

安城商工会議所青年部

話し方接客マナー研修

2月18日（土）、安城商工会館3階研修室にて2月例会「話し方接客マナー研修」を開催しました。今回は、青年部員以外に
もOB・女性会の方をお招きし公開例会として来場者と共に研修を受けさせて頂きました。講師に国語学者、故金田一春
彦（事務所）元秘書の井上明美先生をお招きしビジネスマナーを中心に御講演を頂きました。ビジネスに限らず全ての活
動に必ず相手があり、状況と相手に合わせた話し方や敬語の使い方等、我々が如何に至らなかったのかを痛感いたしまし
た。青年経済人として通常の生活の中で狭い世界で業務に取り組んでおりますが、
日本人として日本語の素晴らしさと
使い方を知識として持つだけでなく実践に活かしていかなければならないと思
います。貴重な御講演を未来の安城市の為に積極的に活かしていく事が安城商
工会議所青年部の使命と思います。今回の例会に参加したメンバーの成長を今
後、実感して頂けると信じています。大変、有意義な例会になったと思います。あ
りがとうございました。

▲会長挨拶

▲講師

▲担当副会長謝辞

▲監事所見

▲言葉遣いの問題を解きました

▲言葉についての多くの質問がありました

トーク

元気ノ助のメールで投句

車検出し 乗った代車の 方がいい
エッセ︵ 才・大山町︶

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

ー 臨時総会・3月例会「卒業式・卒業を祝う会」ー
臨時総会・3月例会を下記のとおり開催します。
○日 時 平成29年3月21日（火） 18：00〜22：00
○場 所 安城市立桜町小学校、花の宴
○内 容 臨時総会では、平成29年度事業計画書並びに収支予算
を審議する。3月例会では、桜町小学校にて卒業式を開
催いたします。学生時代の卒業式を思い出しながら青年
部として厳粛な卒業式を行います。その後の卒業式を祝
う会で、笑いあり！涙あり！感動ありと卒業生を盛大に
お祝いし、送り出します。
あんじょう商工会議所
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非常時に圧巻の対応を見せた帝国ホテル
大規模な天変地変などが発生した折、
「よくぞそこまで……」
とお礼申し上げたくなるほどのことを「お互いさまですから当
然です」と実行する企業や人々がいる。一方、目の前に助けを求
めている人々がいるにもかかわらず、見て見ぬふりをする企業
や人々もいる。また、あれほど平時において、社員を大切にする
と公言しながら、不況や円高になると「やむを得ませんでした」
などと、平然と社員をリストラする企業も散見される。
その意味では、いかなる組織体も人もそうであるが、その本
性・本気度が顕在化するのは、いつの時代も平時ではなく非常
時なのである。昨年の「人を大切にする経営学会第３回全国大
会」にお招きした帝国ホテルの小林哲也会長から、数々のエピ
ソードを含めた講話を聴くことができた。その全てをここで紹
介することはできないが、あの６年前に発生した「東日本大震
災」の時、帝国ホテルがとった行動の一つを紹介する。
周知のように、あの大震災は都内にまで甚大な被害を与え、
あらゆる交通機関のマヒ状態が深夜まで続き、多くの帰宅難民
を発生させた。余談であるが、筆者もその一人であった。幸いに
して筆者は東京駅の近くにいたこともあり、深夜動き出した最
初の新幹線に乗ることができ、翌日の明け方、ようやく自宅に
たどり着くことができた。しかしながら、宿泊するホテルなど
を確保できなかった、いわゆる帰宅難民は、寒さをしのぐこと
のできる安全なビルも大半が閉鎖されてしまっていたので、い
てつくような寒さの中、屋外で一夜を過ごすことを覚悟した。

それを見かねた帝国ホテルのスタッフは、なんと日比谷公園
やその近くに避難していた帰宅難民をホテル内に誘導したの
である。その数はなんと2000人以上に及んだ。広い豪華なロ
ビーはもとより、大半の宴会場や会議室、さらには廊下までも
開放し、帰宅難民を受け入れたのである。そればかりか、寒さに
震える一人一人に温かい毛布を提供するとともに、缶入りパン
やペットボトルの差し入れを行ったという。
圧巻なのは深夜、総料理長らが、対策本部にいた小林会長（当
時社長）に「明日の朝は冷え込みが厳しいようです。少しでも帰
宅難民の方々の体を温めてあげたいので、明朝、全員に野菜
スープをごちそうしてあげたいのですが……」と許可を求めに
来た。小林会長は「それはよいことに気付いてくれました。とこ
ろで2000人分の用意はできるのですか？」と聞いた。すると
総料理長は「何とか工夫します」と答え、翌朝2000以上の帰宅
難民に温かいスープが配られたという。
この話を聞き、学会員全員が「さすが帝国ホテル……」と絶賛
したのは言うまでもない。
法政大学大学院政策創造研究科
教授 坂本 光司

ビジネスシーンでのマスク着用のマナー
先日、JR品川駅のホームで新幹線を待っていると、あること
に気付きました。ホームには、ビジネスパーソンらしき人がた
くさんいたのですが、なんと、２人に１人がマスクを着用して
いるのです。なんという「マスク着用率」でしょう。
今の時季、外出先でもオフィスの中でもマスク姿の人をよく
見掛けます。厚生労働省では、
「咳エチケット」や「マメにマスク
でインフルエンザ予防」と、飛沫（ひまつ）感染予防としてマス
クの着用を推奨しています。確かに、周囲にうつさないために
も、自分の喉を守るためにも、積極的にマスクを使うべきかと
思います。しかし、ビジネスシーンにおいては、医療関係者や食
品製造業などを除いてマスクの着用は原則ＮＧであることを
覚えておかなくてはなりません。
マスクは顔の半分を覆ってしまい、表情が見えません。また、
マスクを着用したまま話すと、言葉も聞き取りにくくなりま
す。こうなると、表情というコミュニケーションツールを隠し、
意思疎通を避けている印象を相手に与えてしまいます。初対面
の相手なら、表情が見えないことに不安を覚え、声がこもって
聞き取りづらいことに不快感を示すでしょう。
通勤時にマスクを着用していたとしても、オフィスに入る際
には注意が必要です。特に、お客さまなど社外の人と話す際に
マスクを着用するのは厳禁であると心得てください。
自分が風邪をひき、咳やくしゃみなどにより周囲に迷惑を掛
けたくないという「他者への配慮」の場合は、ビジネスシーンに
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おいても例外的にマスクの着用が許されます。ですが、その際
には「風邪をうつしてしまうと申し訳ありませんので、マスク
を着用させていただきます」といった一言を添えなくてはなり
ません。表情が見えない分、余計に、現在の自分の状況やマスク
を着用する理由などを言葉にして相手に伝える配慮が必要だ
からです。
「自分は体調が悪いのだから仕方がない」と、何も言
わずにマスクを着用しているのはマナー違反です。
また、お客さまなど社外の人と話す際など、いったんマスク
を外すような場合には、そのまま机の上などに置かないよう気
を付けてください。特に、風邪をひいているときに着用してい
たマスクは、菌がいっぱいです。不衛生なものを周囲の目に付
くところに置く行為は、大変失礼です。マスクを外したら、内側
に折り畳んで上着のポケットやかばんに入れます。使い捨ての
ものを使い、マメに取り替える方が衛生的にも見た目にもス
マートです。また、マスクを片方の耳にだけ引っ掛けて、ブラブ
ラさせている人を見掛けますが、だらしのない印象を与えます
ので注意が必要です。
今回ご紹介したマスクのマナーに留意していただきつつ、風
邪をひかれませんよう、どうぞご自愛ください。
人財育成トレーナー
美月 あきこ

