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〜時局講演会〜

「世界の中の日本〜今後の政治・経済の課題と国際情勢」
と
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平成29年6月6日(火)
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安城商工会議所
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政治評論家
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14時00分〜15時30分
大会議室

加藤 清隆 氏

※詳しくは、5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
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「国の融資だから
安心ダヨ！」の巻

活用への道

登場人物

ご利用いただける方

金型製造業社長

資金使途

前田さん

最大2,000万円までの融資が可能です！
！

商工会議所 職員

＊業種に関しての詳細はお尋ねください。

杉原 研造

●常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業に
あっては5人以下)の法人・個人事業主の方
●原則として同一地区内で、
1年以上事業を行っている方
●商工会議所の経営指導を原則6ヶ月以上受けている方
●税金(所得税、法人税、事業税、県・市民税等)を完納し
ている方
●㈱日本政策金融公庫(国民生活事業)の非対象業種等
に属していない業種の事業を営んでいる方

運転資金・設備資金

2,000万円

限度額
利率

(H28.12.1現在)
現在）
年1.16％（H29.3.10
＊融資利率は金利情勢により変わることがあります。
詳しくはお問合せください。

返済

○運転資金・
・
・7年以内(据置期間1年以内)
○設備資金・
・
・10年以内(据置期間2年以内)

担保・保証人

無し

こんなときにご活用を！
運転資金として
●仕入資金・手形決済資金、給
与・ボーナスの支払いなどに
●売上を伸ばすため新たに商品
を仕入れたいときに
●買掛金を決済して資金繰りを
スムーズにしたい方

設備資金として
●工場・店舗の改装資金、車両
購入、機械設備の購入などに
●店舗改装してイメージアップし
たいときに
●高性能の機械を購入して合理
化を図りたいときに

利子補給制度を利用できます！
●マル経融資制度をご利用いただいた方には、初回から
連続する６回まで、上限１５万円までの利息を１００％補
助する
「利子補給制度」
が利用できます。

マル経融資のお申込みから融資・償還までの流れ
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安城商工会議所

㈱日本政策金融公庫

(審査会による審査)

融資相談
申込み
まずは安城商工会議所
にお申し込みを。

常時
申込み
可能！

訪問調査
指導
ヒアリングし、重要なポイ
ントをお伝えします。

(国民生活事業)

OK

推薦
日本政策金融公庫に融
資の必要性をお伝えしま
す。

融資
審査が通れば無担保・無
保証で融資されます。

7年以内
もしくは
10年以内に
(元本返済・
据置制度もあり)

返済
規定の期間内にご返済
ください。

今月のみどころ

今月の会員事業所紹介
特定非営利活動法人リネーブル・
若者セーフティネット

4〜6

特集「平成29年度事業計画・
収支決算決まる！」
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商工会議所からのお知らせ

所在地

安城市福釜町
釜ヶ淵2-1

折込「安城ものづくりコンベンション2017」

電

090-2349-7663

「平成29年度講習会 年間スケジュール」
折込「元・吉本芸人が教える！
ビジネス・コミュニケーション術セミナー」
折込「安城商工会議所
事業継続支援アプリ BCPめ組 」
折込「平成29年度安城市中小企業支援メニュー」

話

季の彩りとおもてなし
こころにて
所在地 安城市朝日町26-9
電

話

0566-89-1320

安城商工会議所 行事予定
４月

５月

日㈫ 新入社員研修（基本コース）

９：30〜16：30

10日㈬ 金融相談（日本政策金融公庫）

10：00〜16：30

日㈬ 新入社員研修（基本コース）

９：30〜16：30

17日㈬ 元・吉本芸人が教える！ビジネス・

14：00〜17：00

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）

10：00〜12：00

18日㈭ 安城ものづくりコンベンション2017 10：00〜17：00

20日㈭ 法律相談

13：00〜16：00

18日㈭ 法律相談

28日㈮ 金融相談（愛知県信用保証協会）

13：00〜16：00

19日㈮ 安城ものづくりコンベンション2017 10：00〜16：00

コミュニケーション術セミナー
13：00〜16：00

26日㈮ 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

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

今月号の表紙

TEL：0566-76-5175

百百ちゃんぎょうざ

表紙の写真／ © スタジオ RAY 田中克浩

こだわりのつゆだくコラーゲンぎょうざが味わえる餃子専門店
表紙の写真は、安城唯一の餃子専門店「百百ちゃんぎょうざ」の「つゆだくコラーゲ
ンぎょうざ」
（5個入り330円）。あっさりとした脂と深みのある味が特徴の愛知県産
の市ばん豚に、国産鶏ガラを4時間煮込んで作った特製濃厚スープをゼラチンで加工
したものを、モチモチの皮でひとつひとつ手包みで作っています。出来上がった餃子
を一口食べるとコラーゲンたっぷりのスープと肉汁が口一杯に広がります。ニンニ
ク不使用のため、臭いを気にせず食べれるのも「百百ちゃんぎょうざ」の特徴です。
肉の旨みとコラーゲンがいっぱい詰まった特製ぎょうざをぜひ一度食べてみては。
【お問合せ】百百ちゃんぎょうざ

所在地：安城市末広町2-4／連絡先：0566-77-1510

あんじょう商工会議所
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安城商工会議所通常議員総会を開催!!
〜平成29年度事業計画・収支予算決まる!!〜

当所は、３月１３日（月）に常議員会、３月２７日（月）に通常議員総会をそれぞれ開催しました。
平成２9年度事業計画（案）ならびに各会計収支予算（案）について審議を行い、原案通りに可決されました。

平成29年度 事業計画大綱
わが国経済は、輸出の緩やかな回復や公共投資の
増加などにより、先行きも景気回復基調が続くと見込
まれる一方で、英国のＥＵからの離脱問題、米国大統
領の政策の不透明感、原材料・燃料価格の上昇による
収益の悪化など予断の許さない状況にあり、政府に
よる各種政策の効果が生産や投資、所得の増加につ
ながることが期待されます。
また、当地域においては、慢性的な人手不足による
労働需給の引き締まり、消費者の節約志向、為替の動
向などにより、中小企業、小規模事業者の景況感は足
踏み状態にあり、地域経済においても先行きに対する
慎重な見方が続いています。
こうした状況の中、当所におきましては昨年１１月に
役員・議員改選がなされ、新体制による商工会議所
運営がスタートしました。地域経済の主要な担い手で
ある中小企業や小規模事業者の持続的発展を支援す
るため、現場主義を徹底し「経営発達支援計画」に基
づいた伴走型の個社支援や面的支援を引き続き積極
的に推進することで、地域経済の活性化に取り組んで
まいります。
昨年１２月には会員の皆様から頂いたご意見から、
中小企業の人材確保のための企業展「ＡＮＪＯＢ」に
よる雇用対策支援を実施してまいりました。今後も中
− ４−

あんじょう商工会議所

小企業のための人材確保事業を進めてまいります。ま
た、市内金融機関と提携を結んだ事業承継支援や支
援ファームによる創業支援、補助金申請支援による販
路開拓やＩＴを活用した販売促進支援など、会員企業
の育成・成長・発展のための各種事業を推進してまい
ります。
本年５月に開催する「第３回ものづくりコンベンショ
ン」や会員事業所の交流促進を図る「会員大会」
「賀
詞交歓会」等について改善を図りながら、より皆さん
のご期待に添える事業へと発展をさせてまいります。
地域総合経済団体として、商工会議所が果たすべき
役割は多岐に渡っていますが、西三河地域の活性化の
ための三河安城駅への新幹線「ひかり」停車の活動を
はじめ、会員の皆さまからの要望を取りまとめた基盤
整備、産業振興事業等の行政機関への「意見提言要
望」など、行政、関係機関との連携を図りながら推進
してまいります。
本年も、
「話せる 頼れる 商工会議所」のスローガン
のもと、重点事業をはじめ諸事業を通じて、会員およ
び地域の期待に応えられるよう取組んでまいりますの
で、今後ともより一層のご支援ご協力をお願い申し上
げます。

安城商工会議所

平成29年度重点事業

１．中小企業・小規模事業者に対する支援
（１）中小・小規模事業者の持続的発展に向けた経営発達支援事業の実施
事業計画策定、販路開拓支援等、伴走型支援事業の推進
（２）個社支援に伴う各種補助金申請・助成金申請取得支援の実施
小規模事業者持続化補助金、ものづくり補助金等の申請支援
（３）ＡＢＣ（安城ビジネスコンシェルジュ）と連携した事業者支援
行政、
各支援機関と連携した支援の実施
（４）雇用対策支援
中小・小規模事業者の人材確保、育成支援の推進
（５）地域経済を担う中小企業等の育成・成長・発展の推進（創業・事業承継支援）
Ａｎｊｏ創業支援ファームによる創業支援事業（創業セミナー等）の実施
市内金融機関等との連携による事業承継支援事業の実施

２．地域活性化事業の推進
（１）安城市中小企業コーディネーター事業と連携したものづくり支援の実施
「ものコン。2017」の開催による販路開拓支援
（２）安城市商業コーディネーター事業と連携したまちづくり・商業支援の実施
「安城市中心市街地活性化協議会」の各プロジェクトの推進
「ＩＴの活用」
「グルめぐり」等による商業者向け販路拡大、売上向上事業の企画・運営
（３）会員交流事業の実施
会員事業所間の交流・結束力を高めるための交流事業の企画・開催

３．地域経済振興に関する意見・要望活動の推進
（１）国、県、市に対して、中小企業対策・インフラ整備・税制改正・地域経済活性化等の提言・要望活動の実施
（２）市政に対して、市長、市議会議員との意見懇談会を通じた提言・要望活動の実施
（３）三河安城駅への新幹線「ひかり」停車の実現による西三河地域の活性化に向けた活動の実施

４．商工会議所の組織・財政基盤強化
（１）職員のレベルアップ
経営発達支援事業を実施するための職員の資質向上の推進
（２）現場主義、商工会議所ブランド化の推進
会員訪問強化と情報発信力強化による組織の信頼性の向上推進
（３）財務体質の強化
会員増強・共済事業、検定事業・労働保険事業の推進

あんじょう商工会議所
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平成29年度

◆収入の部
款

（単位：千円）

会費・特商負担金

予算額

57,401

安城商工会議所収支予算

◆支出の部
款

74,450

45,911

1. 一般事業費

2. 役員議員会費

11,490

2. 会議費

391,110

予算額

事業費

1. 会費・特商会費
事業収入

（単位：千円）

72,050
2,400

特定退職金給付金

115,000
102,500

1. 事務手数料

1,435

共済事業積立金

2. 検定事業収入

3,500

労働保険事務組合支払保険料

3. 広告料

4,800

管理費

4. 受講料

1,000

96,000
135,150

主な事業費
項

予算額

備

（単位：千円）

考

部会活動費

2,500 部会活動 等

委員会活動費

1,000 委員会活動

商業振興費

1,000 イベント事業

活性化対策費

1,000 商工活性化対策

異業種交流費

300 サルビア研究会

研修会費

600 各種研修会

検定事業費

1,700 日商検定・東商検定

講習会開催費

3,700 講習会・講演会

会報発行費

9,000 会報誌作成

1. 給与費

88,530

950

2. 福利厚生費

15,350

6. 記帳機械化処理手数料

3,700

3. 旅費交通費

1,430

観光事業費

1,250 七夕まつり、観光協会

7. 会館使用料、定期使用料

10,460

4. 事務費

22,610

事業推進費

2,300 賀詞交歓会、会員大会

8. 共済手数料

42,275

5. 交際・渉外費

1,600

情報化対策費

3,500 ＩＴ推進事業

5,630

雇用対策事業費

2,000 企業説明会 等

5. 事務手数料

9. 労働保険事務組合手数料
10.特定退職金手数料
11.特定退職金掛金

3,800
4,090
102,500

12.特定退職金給付金受入 115,000
13.労働保険事務組合受取保険料
14.その他事業収入
事業補助金

1,600
74,960

事業負担金

1,500

雑収入

11,980

法定台帳作成管理費

150 法定台帳作成 等

積立金

521,110

活性化協議会設置費

繰入金

1,500 中心市街地活性化

41,075

地域ブランド事業費

1,800 アンジョウ・ハーツ事業

指導事業費

1,270 中小企業相談所経営指導

共済事業推進費

3,000 共済還元事業

共済事業見舞金・給付金

6,800 共済事業自家給付

雑費

135

予備費
合

2,262

計

1,099,662

4,003

繰入金

48,255

繰越金
合

96,000

6. 租税公課・分担金
退職引当金

522,433

計

1,099,662

日本商工会議所

※各表は、一般会計・相談所会計・収益事業会計・積立金会計を合算した収支予算です。

第125回通常会員総会

日本商工会議所は、３月16日(木)に第125回通常会員総会
を開催しました。日本商工会議所の三村会頭は、挨拶にて新
年度を迎えるにあたり所信を述べられました。
わが国の実体経済は、個人消費の鈍い動きや雇用のひっ迫
による人件費上昇がみられるものの、全般的な景況感は、昨
年の秋口を底にして、緩やかに改善しています。８日に発表
された2016年10−12月期ＧＤＰ２次速報値では、年率換算
で実質1.2％となりました。しかしながら、設備投資が増加
したことは評価できますが、消費が盛り上がらないため、内
需に力強さが欠け、外的ショックによって経済が簡単に停滞
あるいはマイナスになってしまう状況に変わりはありません。
わが国の潜在成長率は基準改定などにより0.8％になりま
したが、依然として低い状態であり、成長の果実を全国津々
浦々にまで届けるためには、潜在成長率を引き上げるための、
働き方改革、生産性の向上、設備投資増などのサプライサイ
ド政策を実行し、強固な成長基盤を構築することが必要です。
サプライサイド政策の実行には、政府の役割は極めて大き
いものがあります。と同時に、その主役は我々民間であり、
経営者自身がリスクテイクしながら、新たな挑戦に取り組む
ことが必要であります。この後、決議する、向こう３年間を
見据えた「行動計画」は、地方創生の加速と中小企業の活力
強化を軸としており、商工会議所は、民間のチャレンジを後

− ６−

あんじょう商工会議所

押しして、この二点を両輪とした成長経済の実現を目指して
いく覚悟であります。
地方創生については、着実に前進している地域がある一方
で、東京への人口集中の流れに歯止めがかからず、疲弊のま
すます進んでいる地域も多いと言わざるを得ません。人口減
少により地域内の需要が縮小する中、いかに域外の需要・消
費・投資を取り込みつつ、地域内で経済の好循環を生み出す
かが、地方創生の鍵となります。
次に、中小企業の活力強化について申しあげます。成長の
主役は民間と申し述べましたが、その民間、とりわけ中小企
業の最大の課題は、人手不足への対応であります。労働力減
少による経済規模の縮小を防ぐには、多様な人材の活躍推進
につなげ、生産性を引き上げる「働き方改革」が不可欠です。
昨年11月の改選に伴い、新たな役員・議員を迎えられた商
工会議所も多いと思います。商工会議所は、地方創生と中小
企業の活力強化を担う中核的な組織として、「成長する経
済」の実現に自ら主体的に取り組み、明るい未来を切り拓い
ていかなければなりません。
間もなくスタートする平成29年度においても、私は、先頭
に立って皆さまとともに力を合わせ、頑張ってまいります。
多大なるご支援、ご協力をお願いして、私の挨拶とします。

おしらせ

商工会議所からの

新幹線三河安城駅を
ご利用ください！

農地事業用開発のご相談
お待ちしています！
農地には様々な規制が有り開発する場合はなかなか難しいのが現状
です。そこで会員の皆様方は次の点で困っていませんか。

安城商工会議所では、新幹線三河安

城駅へ「ひかり停車」の活動を進めて
います。

ア

その土地にどんな規制が有るか分からない。

イ

市役所の担当課で規制の話を聞いても専門用語が多くて良く分
からない。

ウ

開発するときには、どんな手続きが必要なのか分からない。

エ

土地の所有者が分からない。

オ

土地の価格の相場が分からない。

カ

土地の所有者へ交渉に行くのは困難。

キ

暇がない。

「ひかり停車」については、まずは乗降
客を増やすことも大切になります。

出張、旅行へ行かれる時には、是非、

新幹線三河安城駅のご利用をよろしく
お願いします。

このようなお悩みをお持ちの方は是非、安城市内の行政書士(上記ア、
イ、ウ及びキ)、不動産業者(上記エ、オ、カ及びキ)へご相談ください｡
※但し、規制上全ての土地が開発できるわけではございません。
※当内容は、愛知県行政書士会碧海支部、(公社)愛知県宅地建物取引
業協会碧海支部に確認済です。

平成29年度 講習会事業計画
月
４月

対象者

内

容

新入社員

新入社員研修基本コース

新入社員

新入社員研修製造コース
元・吉本芸人が教える！

５月 新入社員・若手社員 ビジネス・コミュニケーション術セミナー

６月

対象者

９月

総務担当者

労務セミナー（メンタルヘルス）

営業担当者

営業担当者向けセミナー

経理担当者

経理担当者向けセミナー

10月

内

容

新入社員・若手社員

ビジネスマナー研修

11月

中堅社員

中堅社員セミナー

商業部会員

商業部会主催セミナー

12月

工業部会員

工業部会主催セミナー

総務担当者

総務担当者向けセミナー

１月

経営者

経営セミナー

管理職・現場リーダー

変革リーダー研修
（意識・行動変革）

教育担当者

教育担当者セミナー

工業部会員

工業部会主催セミナー

建設部会員

建設部会主催セミナー

交通運輸部会員

交通運輸部会主催セミナー

工業部会員

工業部会主催セミナー

７月 観光サービス部会員 観光サービス部会主催セミナー

９月

月

建設部会員

建設部会主催セミナー

工業部会員

工業部会主催セミナー

商業部会員

商業部会主催セミナー

２月

３月

新入社員・若手社員 新入・若手社員フォローアップセミナー
あんじょう商工会議所

− ７−

従業員のための保育園を
つくりませんか？

ナゴヤドームへデンソーブライト
ペガサスを応援に行こう！
安城市を本拠地に活動する女子ソフトボールリーグの平成29年
開幕節がナゴヤドームに決定しました。そこで、開幕節は安城市より
バスで行く、
「市民サポーター」を大募集します。また、直接来場の
方にも「安城市民スペシャル応援デー」として先着で市民特典(入場
無料)が用意されています。
是非、ご家族お友達お誘いあわせで安城市のチームを応援しよう。
【日

時】平成29年４月23日（日）
13時：入場開始 14時：プレイボール
【特
典】当日はデンソー受付にて先着500名の市民が無料で
観戦できます。また、その後先着1,000名までは500
円で観戦できます。
【バ
ス】事前にバスで行く「市民サポーター」を募集します。
市民サポーターは、安城市より無料バスにて応援席
へご招待します。(入場無料)
募集サポーター】先着80名まで
【お申込み】平成２９年４月５日（水）〜４月１６日（日）
窓口は午前９時から午後５時まで
【申込方法】所定の用紙に必要事項を記入して、直接・メール・ＦＡ
Ｘにて受付
【 そ の 他 】詳しくは市webサイト内「ホームチームサポーター事
業」のイベントサイトをご確認ください。
【お問合せ】安城市役所 スポーツ課スポーツ振興係
TEL 0566-75-3535

− ８−

あんじょう商工会議所

企業が従業員の仕事と子育ての両立を支援する仕組みとして、
企業主導型の保育事業に対する助成制度が平成28年度に創設さ
れました。働く女性が増え、働き方の多様化が進むにつれ、様々
な保育サービスが求められていますが、企業が自社の従業員の働
き方に応じた柔軟な保育サービスを提供したり、認可外保育施設
としての基準を満たすことで、認可を受けた保育施設と同程度の
助成を受けることができます。複数の企業での共同設置や地域住
民の子どもの受け入れもできます。詳しい事業概要については内
閣府ホームページをご覧ください。なお、同事業の申請について
は、公益財団法人児童育成協会へ直接お申し込みください。

主な要件
一般事業主(子ども・子育て拠出金を負担している事業者)で
あること
①〜③のいずれかに該当すること
① 従業員向けに新たに保育施設を設置する場合
② 既存施設で新たに定員を増やす場合
③ 既存施設の空き定員を他企業向けに活用する場合
※このほかにも要件等があります。

お問合せ
安城市役所 子育て健康部子ども課

TEL 0566-71-2228

会員事業 所 訪 問
ホームページにも掲載中

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

特定非営利活動法人リネーブル・若者セーフティネット
人材不足に悩む企業と、働きたい若者を繋ぎます
今回は、
「特定非営利活動法人リネーブル・若者セーフティネット」をご紹介します。
リネーブルは「一人でも多くの若者が今の自分にちょうどよい自立を見つけ、働き
続けることのできる社会を作りたい」との想いから、若者の自立支援に携わる仲間と
共に設立されました。
主な事業として「サポート付き就労チャレンジ」
「企業向け研修」
「居場所作りによる
若者の自立促進」の３つを柱としています。サポート付き就労チャレンジでは、実際に
企業の中で働く体験を通じて働くことに対する自信を付け、職場適応援助チームによるサポートも加え長く働くことが
できるように支援を行います。企業向け研修では、人材不足、メンタルヘルスを主とした研修事業を実施しています。研修
では心療内科、経験豊富な社会保険労務士と連携し、早期に人材不足、メンタルヘルスの課題解決を目指します。居場所作
りによる若者の自立促進では、お金を稼ぐ方法を自分で考え、働くことの基本と大切さを学ぶ場所を設け人材育成を図っ
ています。
若者の自立支援による若年層の人材育成、研修事業による企業支援を効果的に実施するリネーブルとの連携をぜひ、ご
検討ください。
桃源楼
所 在 地 安城市福釜町釜ヶ淵2-1
電
話 090-2349-7663
営業時間 9：00〜17：00
定 休 日 不定休（基本は土曜、日曜）
HP https://linablesaftynet.jindo.com/
E-mail linable0728@katch.ne.jp

季の彩りとおもてなし

釜ヶ淵西
でんまぁと

★

福釜町釜ヶ淵

23

杉原

高棚町井池

こころにて

目で見て楽しみ、食して尚楽しんで頂ける創作和食をおつくりいたします
今回ご紹介するのは、JR安城駅から徒歩７分の場所にある、朝日町の「季の彩りとお
もてなし こころにて」です。店内は落ち着いた和の空間で、店主と対面式のカウン
ター席やテーブル席があります。
京料理を修行し、昨年10月に地元安城でお店をオープンしました。季節の地元食材
を多く取り入れ、素材の味を活かした調理法と盛り付けの創作和食を楽しむことがで
きます。メニュー以外のお料理や店主おまかせコース（要予約）も注文可能です。お酒は、日本酒をメインに多数取り揃え
ており、美味しいお酒と一緒にゆっくりと美味しいお料理を楽しむことができます。
お昼は完全予約制で、
「京の彩り御膳」
（2,500円（税別）12品、手作りケーキ、コーヒー付）を提供しており、質の高い料
理をお値打ちにいただけます。
また、手作り仕出し弁当（1,500円（税別）〜）もありますので冠婚葬祭の行事や社内会議のお食事にぜひご利用下さい。
（※お弁当のご予約は２日前まで ※店頭でのお渡しとなります）
おひとり様からご宴会まで、旬の料理とおいしいお酒をゆっくりと楽しんでみてはいかがですか。
所 在 地
電
話
営業時間
定 休 日

安城市朝日町26-9
0566-89-1320
昼/11：30〜14：00（予約のみ）
夜/18：00〜23：00（L.O. 22:30）
毎月6日、毎週水曜日

安城

駅

JA
UFJ

JR

東海

道本

玉木屋
朝日町西
へきしん
本店
美容室
ローソン
プラージュ
ぼてこ
本店

丸山

★

線

活動報告ダイジェスト
版
ITを活用したBCP対策セミナー
３月９日（火）に「ITを活用したBCP対策セミナー」を開
催しました。
当日は、有限会社ビジネス・サポートエム代表取締役の
御田村瑞恵氏を講師にお招きし、BCPの必要性と策定に向
けたヒントをご説明するとともに、ITを活用したBCP対策
についてご解説いただきました。
また、今後、当所が会員サービスの一環として行ってい
く「事業継続支援アプリ
BCPめ組 」についてご紹
介しました。BCPめ組に
関する詳細は、今月の折
込チラシをご確認くださ
い。

新入社員の教育実践セミナー
新入社員の教育担当者を対象に、3月14日（火）に「新入
社員の教育実践セミナー」を開催しました。
当日は、株式会社中央人事総研代表取締役の大竹英紀氏
を講師にお招きし、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
についてご解説いただき
ました。
参加者は、演習やグルー
プワークを通じて、教育
担当者としての心構えな
どについて学びました。

消費税確定申告個別相談会
３月17日（金）に消費税確定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、
消費税の税額計算点検や、
消費税確定申告書の作成
についての相談に応じ、
消費税確定申告について
の見識を深めました。
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サイバー攻撃と情報漏洩対策セミナー
経営者、経営幹部、情報セキュリティ担当者を対象に、３
月９日（木）に「サイバー攻撃と情報漏洩対策セミナー」を
開催しました。
当日は、愛知県警察本部生活安全部生活経済課警視の鈴
木雅之氏と、サイバー犯罪対策課警視の宮本拓磨氏を講師
にお招きし、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
漏洩の事例と発生時の対
処方法等についてご解説
いただきました。
参加者は、営業秘密漏
洩やサイバー攻撃の現状
について理解し、自社が
被害に遭わないための防
止対策方法を学びました。

新入会員Welcome交流会
平成26年度以降に当所へご入会いただいた事業所を対
象に、３月10日（金）に「新入会員Welcome交流会」を開
催しました。
当所の事業を知っていただき、ご利用いただくこと並び
に事業所同士の異業種交流を目的に開催し、26社30名の
方々にご参加いただきました。
当日は、当所職員による安城商工会議所の活用方法のご
紹介に始まり、参加事業所の自社ＰＲ、名刺交換会および
交流会を行いました。
今年度から初の取り組みとして、参加事業所が他事業所
全てと名刺交換ができる名刺交換会を開催しました。その
後、交流会にて、名刺交換
会では情報交換する時間
が足りなかった事業所と、
再度情報交換を行ってい
ただきました。
参加者は、新たな人脈
やネットワークを構築す
るとともに、和やかな雰
囲気の中、ご歓談いただ
きました。

春の浜松を満喫！女性会春の日帰り親睦バス研修

元気フェスタ特別委員会 副委員長

春らしい快晴の下、3月12日（日）に「おんな城主直虎」ゆかりの地井伊谷

本康 淳子

浜北い

ちご狩りと奥山高原昇竜しだれ梅を訪ねてと銘打って、春の日帰り親睦バス研修が
実施されました。

手始めに「浜松フルーツパーク時之栖」でのいちご狩り。甘いいちごを堪能した他、

ワインの試飲などを楽しみました。天竜川の雄大な景色を見ながらの昼食の後は、
NHK大河ドラマで人気の「おんな城主直虎大河ドラマ館」で歴史の勉強。その後は

直虎ゆかりの寺「龍潭寺」を訪ね、日本庭園を楽しみました。最後に、奥山高原にて昇

竜しだれ梅を愛でるという、まさに五感を駆使して、浜松を楽しむ旅になりました。
浜松市は愛知県のすぐ隣で、よく観光などで訪れる場所ではありますが、今回の

研修で知らなかった浜松の魅力を再発見できました。また、参加者の方々と会話を
楽しみながら、ゆっくり交流する機会になり、とても素敵な一日でした。

編集後記

総務・広報委員長

本多 真由美

春光うららかな今日この頃、皆様には益々ご清栄

のこととお慶び申し上げます。

平成28年度委員会作成の女性会だよりも最終号と

なりました。この1年間記事作成など多大なご尽力い
ただき誠にありがとうございました。

今後も女性会の活動に参加、ご協力をお願いいた

します。

平成29年度新役員

役
職
氏
名
会 長
大橋
緑
副会長（交流・研修委員長）
鬼頭
絹江
副会長
加藤
淳子
副会長
横 山 さよ 子
理事（総務・広報委員長）
本多真由美
理事（七夕まつり特別委員長） 弓 場 て る 子
理事（元気フェスタ特別委員長） 安 仲
信子
監事
山口美重子
監事
深田
智子

お知らせ

新入会員紹介

●交通安全キャンペーン
4月7日（金） 15：30〜

アピタ安城南店

4月13日（木） 15：00〜

事業所名
緑不動産㈱
㈱鬼頭総合事務センター
㈲Ciel トラベル JAPAN
横山歯科医院
日清電
㈱ステップバイステップ
㈲ポップアート
新富
cobaco ne cobaco

安城市役所前

・加藤
・加藤
・青山
・寺岡
・金田

ヤエ子
雅子
登代美
千恵
和代

(有)マルコウ酒店
美園町
茶寮 花の宴
大東町
協永トレーディング(株) 小川町
ぺっとはうすぐりーと 古井町
金田洋品店
桜井町

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〜

〜子どもと高齢者を交通事故から守ろう〜

交通安全は道路を利用する一人一人が主役です。この時期に家族全員で、「交通安全」について考えてみましょう。
●お子さんへの交通安全教育
保護者の方や学校の先生方が深い愛情を持って、わかり
やすく、「飛び出しをしない」「道路を横断するときは、
手をあげる」等、具体的に繰り返し指導してください。

●高齢運転者の皆さんへ
①運転前には体調を確認。
②運転中に体調不良を感じた時は車を停めましょう。
③運転前は体調を整えておきましょう。
④運転に不安を感じるようになったら、運転免許証の自
主返納を考えましょう。

4月6日から15日までの10日間、春の全国交通安全運動が実施されます。
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YEG

会長所信

安城ＹＥＧだより

安城商工会議所青年部

〜平成29年度スローガン『ひろげる。地域と共に！』〜
安城商工会議所青年部

平成29年度会長予定者

栄 圭士

安城ＹＥＧは今年で設立22年目を迎えます。
設立当初、29名だったメンバーは着実に増えていきピーク時は83名にまでとなりました。しかしながら
ここ数年は、長きにわたり安城ＹＥＧを盛り上げ支えてきたメンバーが次々と卒業していき、新入会員が
いなければ会員数が減少していく転換期となっています。
私は安城ＹＥＧに入会したことで、毎年新しい仲間と出会えています。親友となる者や相談できる仲間を得ることが出来、ま
た仕事の依頼をいただいたり、お願いしたりできる仲間も常に増え続けております。社会に出て、これほど多くの仲間と知り合
う機会はＹＥＧに入会していなければ得られなかったことだと思います。ＹＥＧでの出会いは私にとって財産であり、ＹＥＧ活
動を続けていく一番のメリットだと実感しております。
しかしながら、こんなに素晴らしいＹＥＧという組織があることを、存在すら知らない経営者の方々が市内にはまだまだ居ら
れる現状があります。
そのような状況の中、卒業まで２年となる私が会長に就任することとなりました。私の使命であると感じることは、諸先輩方
に教わったことや築いてこられたものを、次代を担う若い世代に引き継ぐ役目であり、安城ＹＥＧは明るく活気のある魅力的な
会であることを、様々な場面で地域の方々や存在を知らない経営者にアピールすることと考えております。
そこで、平成29年度安城ＹＥＧは「ひろげる。地域と共に！」をスローガンに掲げて活動してまいります。
「ひろげる。」といっても色々な意味があります。
まず１番目に挙げたいのが、共に活動する仲間を「ひろげる。」ことです。
会員の増加は、安城七夕まつりや安城元気フェスタなど、これまで慣例化してきた事業にも変化や工夫を持たせるとともに、
その他の活動においても新たなチャレンジを可能にすると考えます。
２番目は地域の方にＹＥＧへの認知を「ひろげる。」ことです。
安城商工会議所青年部。ＹＥＧとは、誰が、何の目的で、どういった活動をしているのか。広報活動を強化し、地域の方々に更な
るご理解をいただくことを目指します。それこそが豊かな郷土作りに貢献する近道であると考えます。
３番目はメンバーが一年間の活動を通じて視野を「ひろげる。」ことです。
家族、社業、他にも人それぞれ大切なものは様々ですが、ＹＥＧ活動は一生懸命やればやっただけ得られるものが沢山ある自
己研鑽の場です。
経験も環境も違う経営者のメンバーと共に活動する事は、自己の思考の啓発とともに新たな発想を生み出し、公私に関わらず
視野を「ひろげる。」ことに繋がることでしょう。
以上3つの「ひろげる。」を大切に、有意義な1年間を共に過ごしていきましょう。
1年間宜しくお願い致します。

臨時総会・3月例会（卒業式・卒業を祝う会）

トーク

14

元気ノ助のメールで投句

夢乗せて 紙ヒコーキが 飛んで行く
夢飛行︵ 才・今本町︶

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

＜臨時総会＞
平成29年3月21日(火)安城市立桜町小学校体育館にて臨時総会を開催いたしました。
はじめに松本会長の挨拶があり、今年度一年間の活動報告そして熱い想いを語られました。
続いて審議事項としまして「平成29年度事業計画書並びに収支予算書（案）」について審議され、
承認されました。その次に次年度会長予定者の栄 圭士君の会長所信（案）並びに活動方針が発表
され次年度へ向けての志を青年部員の皆さんへ伝えられました。
＜卒業式・卒業を祝う会＞
平成28年度卒業生を厳粛な卒業式で送り出したいとの思いで安城市立桜町小学校の体育館で執り行われました。18歳から
50歳までの安城商工会議所青年部は、この会を築き上げてこられた方々
が毎年、御卒業されていきます。会の発展を支え、安城市の健全な発展を図
る商工会議所活動の一翼を担う精神は残された現役メンバーの心に深く
受け継がれていると思います。卒業生の皆様を感謝と祝福で送り出す姿は、
いつかこのように卒業していきたいと現役メンバーの心に焼きついたと
思います。これからはOB会員として現役メンバーに対し暖かい御指導を
賜りたいと思います。卒業生の皆さん、本当に御卒業おめでとうございま
した。

ー 4月例会
「花見交流会」ー
4月例会を下記のとおり開催します。
○日 時 平成29年4月5日（水） 18：30〜20：30
○場 所 安城公園（雨天時は商工会議所5階）
○内 容 新年度のはじまりにあたり、会員・会員家族・
OB・女性会・事務局との親睦を深めると共に
交流の輪を広げ、平成29年度1年間の活動が
充実したものとなることを目的とします。
あんじょう商工会議所
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こだわり商品を扱うスーパー・まるおか
ＪＲ高崎駅から車で20分ほど走った巨大なショッピング

引きをしません。またＮＢ商品の多くは、大量生産であるが故、

モールの隣に、小さな食品スーパーがある。派手な広告物もな

効率を求めるあまり、味は重視するものの、安全・安心に注力す

く、よく気を付けていないと、通り過ぎてしまうほどだ。

る側面が弱くなるところが目立ちます。ですから、当店では全

店舗面積はわずか145坪、１店舗主義であるが、この小さな

国各地で少量しか生産されない商品で、多少価格が高くても、

スーパーに、まるでファンのような顧客が東京圏はもとより、

本物でおいしく、安全・安心、健康な商品を発掘し、そこに理解

遠くは新潟県や長野県からも日常的にやって来る。そればかり

があるお客さまを育てたいです」と話す。こうした経営姿勢が

か客単価は平均の２倍以上、中には１回の買い物で２万円以上

顧客に理解されるまでにしばらく時間を要したが、努力が実り、

使う顧客もいるという。それは、なんといっても同店が仕入れ

今やチラシ広告などを一切出していないが、口コミで同店の人

販売している商品に魅力があるからである。

気が広がっている。

ちなみに、同店で扱っている商品は約6000アイテムである

先日、社会人大学院生たちと同店を訪問してきたが、明るい

が、その中に全国どこのスーパーでも売られている、いわゆる

店舗の棚には、ほかのスーパーでは見たこともないような逸品

ＮＢ（ナショナルブランド）商品は全く存在しない。販売されて

が所狭しと並んでいた。その中には、日本で唯一の無殺菌牛乳

いる商品は、同店の丸岡守社長をはじめとする全スタッフが

である北海道の「想いやり生乳」が720mlで1620円、フランス

「当店のお客さまにこそ食べてほしい」と、厳選した全国各地の

産「グラスフェッドバター」は250ｇで2580円で販売されて

逸品ばかりである。明るい店舗の中に入ると、壁には「食は命

いた。より驚いたのは、
「当店では○○を除くマーガリンは販売

食べるものは安さや便利さだけで選ばない、命をつなぐ大事な

しません」とか、
「当店では○○コーラは販売しません……」と

もの」
「テレビＣＭにだまされないでください。自分の舌と頭で

いった張り紙であった。いやはや驚くほどのこだわりのお店で

判断」などと筆書きされた大きな張り紙が目に付く。

ある。

丸岡社長は、
「大手販売店の商品は、低価格を意識するあまり、
原価を圧迫するきらいが強く、生産者の苦労を無視していると

法政大学大学院政策創造研究科

思います。ですから、当店では産地などの仕入れ先から一切値

教授

坂本

光司

中座のビジネスマナー
会議や商談、接客中であっても、緊急時には途中で席を外さ
なければならないことがあります。その際の態度や行動、言葉
遣いなどにおいては、どのようなマナーが求められるのでしょ
うか。
まずは、社内での「中座マナー」について説明します。社内で
の打ち合わせ中、取引先から電話があった場合、基本的には電
話に出ます。
「大した用件ではない」と予想できても、きちんと
対応するのがマナーです。ただし、必ず周囲に「お客さまからの
電話なので、いったん中座します」と断りを入れましょう。部下
との打ち合わせでは、ついないがしろにしがちですが、
「親しき
仲にも礼儀あり」です。
社内の会議は、打ち合わせよりも重要度が高くなります。会
議を中断すれば参加者の集中力が下がりますし、中断した時間
もコストがかかっていますから、中座は避けます。もちろん、携
帯電話はマナーモードにしておきます。会議中、取引先からの
着信があっても出ずに、会議が終わってからかけ直しておわび
を伝えます。また、社内の固定電話に取引先から連絡があった
場合も、会議中は取り次がないよう徹底しておきます。
どうしても中座しなければならないときや、会議終了時刻が
次のアポイントに間に合わない場合は、事前に司会者にその旨
を伝えておきます。そして、中座の時間が来たら、ある発言が終
わるなど会議の流れがいったん止まったタイミングで申し出
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ます。いきなり「中座します」と宣言せず、許可を求めることが
ポイントです。それから、
「後はよろしく」とあいさつをしてか
ら中座するようにします。
社内で、取引先と商談中の場合も、会議の場合と同様です。原
則として携帯電話はマナーモードにしておき、かかってきても
出なくてよいでしょう。固定電話も取り次がないようにしま
す。ただし、緊急時などは例外です。どの会社の誰からどんな用
件なのか、取引先の前では口頭ではなく、メモで伝えるよう社
員に徹底します。中座して電話に出ても、なるべく手短に済ま
せます。時間がかかりそうな用件の場合は、接客中のため終わ
り次第連絡する旨を先方に伝えます。
取引先へ出向いて商談や会議に臨む場合は、携帯電話の電源
を切ります。訪問する側は、先方に失礼のないよう、最大限の配
慮をするべきだからです。
ただ、突然の体調不良に襲われた場合は、社内外を問わず、
ちょっとした打ち合わせでも重要な会議でも、無理は禁物で
す。周囲に説明した上で中座し、まずは回復に努めるのがよい
でしょう。
人財育成トレーナー
美月 あきこ

