
「世界の中の日本～今後の政治・経済の課題と国際情勢」
～時局講演会～

と　き　平成29年6月6日(火)　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　政治評論家　加藤 清隆 氏

※お申込みいただいた方につきましては、日時・場所をお間違えのないようお越しください。
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安城商工会議所 行事予定

今月の会員事業所紹介

株式会社ココ住む
　所在地　安城市昭和町19-37
　　　　　  昭和ビル1-C
　電　話　0566-72-0838

７月

２日㈰
４日㈫
９日㈰
12日㈬
13日㈭
16日㈰
18日㈫
20日㈭
23日㈰
28日㈮

ビジネス実務法務検定試験
源泉納付個別相談会
福祉住環境コーディネーター検定試験
金融相談（日本政策金融公庫）
下請代金法セミナー
ビジネスマネジャー検定試験
税務相談
法律相談
eco検定試験
金融相談（愛知県信用保証協会）

９：00～16：00

10：00～12：00

13：00～16：00
13：00～16：00

13：00～16：00

６月

６日㈫
11日㈰
14日㈬
14日㈬
15日㈭
18日㈰
22日㈭
23日㈮
25日㈰
28日㈬

時局講演会
日商簿記検定試験
金融相談（日本政策金融公庫）
高校進路指導担当者との情報交換会
法律相談
カラーコーディネーター検定試験
経営セミナー
金融相談（愛知県信用保証協会）
珠算検定試験
安城商工会議所 通常議員総会

14：00～15：30

10：00～12：00
13：30～17：00
13：00～16：00

13：30～16：00
13：00～16：00

株式会社ルボワ
　所在地　安城市三河安城本町
　　　　　2-1-10
　　　　　KAGAYAKI SQUARE 705
　電　話　0566-91-6937

　表紙の写真は、株式会社ランドが材料と品質にとことんまでこだわって輸入・販売をし
ているエッセンシャルオイル（精油）です。リラックス効果や美容効果などを持つ精油の
材料となる植物の多くは、エチオピアやタンザニアといったアフリカの過酷な土地で育
つため、社長自ら何度も現地へ足を運び、蒸留所や農場で蒸留や育成の確認、指導を繰り
返しているそうです。そのため、世界でも同社しか手にすることのできない希少な精油を
数多く保有しており、その厳選された精油を自社工場で充填・加工しています。また、精油
を使用した石鹸など自社製品の開発にも非常に力を入れています。
　原材料から製法まで多くのこだわりが詰まった株式会社ランドへ足を運んでみては。

【お問合せ】  株式会社ランド　所在地：安城市箕輪町唐生128-1／連絡先：76-1556

世界各国の希少な精油を取り揃えるアロマテラピー専門店

今月号の表紙　株式会社ランド
表紙の写真／©スタジオ RAY 田中克浩

　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

安城商工会議所会報誌　表紙掲載事業所の募集！

商工会議所からのお知らせ
「安城商工会議所 職員募集」
「受賞おめでとう！」

4～5

特集1「七夕親善大使決まる！」6

特集2「ものコン。開催しました！」7

折込「下請代金法セミナー」
折込「源泉納付個別相談会」
折込「たなばた共済」

今月のみどころ

－３－あんじょう商工会議所



時 平成29年6月22日（木）13時30分～16時00分

￥ 無料

￥ 税理士 伊藤 秀人 氏（東海税理士会刈谷支部所属）
内 1.決算書の見方、読み方と決算書の基礎知識
2.貸借対照表の読み方
　～バランスシートはどこを見ればよいのか？～
3.損益計算書の読み方
　～黒字、赤字はどのように判断するのか？～
4.簡単な財務諸表分析
5.その他

場 安城商工会議所 研修室
対 経営者、経理・総務担当者（経験5年程度までの方）、
決算書について学びたい方　他

　当所では安城市の活性化と発展のため、幅広い視野と
熱意を持って仕事に取り組むことができる仲間を募集し
ます。
【募集職種】総合職
【業務内容】●地域事業者の経営支援事業
　　　　　●地域振興・産業振興に係る各種事業計画・運営
　　　　　●検定試験・団体運営事務　など
【採用人数】1名
【応募資格】昭和53年4月2日から平成3年4月1日に生ま
　　　　　れた人で4年生大学を卒業した人
【提出書類】●受験申込書　●面接カード　●卒業証明書
　　　　　※上記の受験申込書および面接カードは、当
　　　　　　 所指定の用紙を自筆で記載してください。
　　　　　※応募書類は返却いたしません。
【提 出 先】安城商工会議所 総務グループ宛
【選　　考】●第1次選考（書類選考）
　　　　　●第2次選考（基礎能力・適性検査）
 　　　　　  ※第1次選考通過者を対象に実施します。
　　　　　●最終選考（面接試験・性格検査）
 　　　　　  ※第2次選考通過者を対象に実施します。
　　　　　●最終選考終了後、結果を通知します
※上記以外の詳細および各種申込書は、当所ホームペー
　ジをご覧いただくか、もしくは、当所窓口までお越しく
　ださい。

安城商工会議所 職員募集！

　安城市集客力No.1イベント｢安城七夕まつり｣において、今年度も逸品グルメエリアを設置いたします。このブースには、
安城市内の飲食店や食品製造、小売事業者の16店舗に出店いただきます。
　ぜひ安城七夕まつり当日は、安城「イチオシ」グルめぐりに足を運び、美味しい逸品グルメを堪能してください。

～64回安城七夕まつり～

　安城｢イチオシ｣グルめぐり出店者決定！

　決算書の見方、読み方の基礎知識と決算書を構成する「貸
借対照表」「損益計算書」を見るためのポイントと理解する
コツを学んでいただく機会ですので、ぜひご参加ください。

決算書の見方・読み方と分析方法
受講者募集！

経営セミナー

　当所は、大村愛知県知
事より経営革新計画の申
請数が県下商工会議所で
最多だったため表彰状を
頂きました。

愛知県知事より表彰状を頂き
ました！

【開催日】
平成29年８月４日（金）～６日（日）
午前10時から午後９時まで
【出店エリア】
アンフォーレエリア内
【出店者＜五十音順＞】
●安城ハム：農場レストラン花車　●OHANA CURRY
●カフェキッチン・ボノ　●CafeB＋
●カフェピクアント　●郷土料理・和食処ふるさと館
●㈱CoCo壱番屋安城南店　●杉浦製粉㈱
●タージ・ベンガル　●たこ焼 皓介　●てっぱんANJO
●名古屋コーチン鳥よし　●ふらんす食堂ここりこ
●㈱ぼてこアンドぼてじゅう　●ホレ・フェスト　
●よなき家安城店

安城郵便局

駅西駐車場

安城市

文化センター

安城市役所

★
アンフォーレ
★

アンフォーレ

安城駅

安城

市民会館

御幸本町

朝日町西御幸本町西桜町

市役所北

市役所前

市役所南 末広町

市役所
立体
駐車場

商工会議所からのおしらせ

－４－ あんじょう商工会議所



受賞おめでとう!！

　5月25日(木)に刈谷市産業振興センターにて開催
された｢(公社)刈谷法人会総会｣にて当所の役員事業
所が受賞されましたので、ご紹介いたします。

　4月21日(金)より開催されました第27回全国菓子大博覧会・三重にて、当所会員事業所が受賞されましたの
で、ご紹介いたします。

　5月7日(日)に安城市民会館サルビアホールにて市制65周年安城市発展祭が開催されました。
　その中で、当所会員事業所の皆様が表彰されましたので、ご紹介いたします。

刈谷法人会会長表彰

市制65周年安城市発展祭 受賞者

第27回全国菓子大博覧会・三重

<一般功労者>

一般菓子機関賞
＜名誉総裁賞＞ ＜名誉総裁賞＞

工芸菓子機関賞
＜名誉総裁賞＞

＜農林水産大臣賞＞

神杉酒造株式会社
杉本 多起哉　氏

豊臣機工株式会社
荒木 芳紀　氏

｢錦上添花｣
有限会社両口屋菓匠

｢秋色｣
有限会社両口屋菓匠

｢たべりん｣
スギ製菓株式会社

｢南吉の青春かすてら｣
有限会社両口屋菓匠

フジイ化工株式会社
藤井 達雄　氏
【商工業振興功労】

株式会社サンワ
竹内 裕恭　氏
【商工業振興功労】

桜井造園土木株式会社
山本 正志　氏
【商工業振興功労】

ギャラリー&カフェ ミネルヴァ
稲垣 美保子　氏
【更生保護功労】

鳥竜商店
藤田 進　氏

【交通安全功労】

－５－あんじょう商工会議所



安城七夕親善大使 決まる!!
～ 安城七夕親善大使オーディション開催～

第64回

青原 桃香
　　　　　　さん

榊原 遥
　　　　　　さん

鈴木 あかね
　　　　　　さん

高嶋 茉由
　　　　　　さん

蜂須賀 茉衣
　　　　　　さん

　安城七夕まつり協賛会では、安城七夕まつりの魅力を多く
の方々にPRしていただく「安城七夕親善大使」を決めるオー
ディションを５月21日（日）に安城産業文化公園デンパークに
て開催しました。
　全国より合計62名の方々が応募し、１次審査を通過した
30名が公開審査に臨み、青原桃香さん（名古屋市）、榊原遥
さん（安城市）、鈴木あかねさん（安城市）、高嶋茉由さん（安
城市）、蜂須賀茉衣さん（岡崎市）【五十音順】の5名が安城七
夕親善大使の座を射止めました。
　選ばれた親善大使５名は研修を経て、6月30日（金）から
始まる七夕まつりのPRキャンペーンを皮切りに、８月４日
（金）～６日（日）に開催される第64回安城七夕まつりを盛り
上げます。

安城七夕
親善大使
のみなさん
【五十音順】

　安城七夕まつり協賛会では、イベント協賛企業を募集
しています。期間中の目玉イベントに、事業所の名前を冠
します。

安城七夕まつり協賛会（安城商工会議所内）
TEL 0566-76-5175

問

安城七夕まつりで 
事業所をPRしませんか？

★願いごとふうせん
   協賛金額 300,000円

★願いごと短冊
   協賛金100,000円

特集

－６－ あんじょう商工会議所



西三河最大級のものづくり展示会

を開催しました !!

2017.5.18-19

平成29年5月18日(木)～19日(金)に、製造業に特化した産業展示会「ものコン。～安城もの
づくりコンベンション2017～」を、安城市体育館にて開催しました。88社の企業展示・商
談会、バラエティに富んだ「ものづくり基調講演」、今年の安城イチオシ技術を決定する
「安城スゴい会社大賞2017」など、多彩な事業を行いました。ものコン。は企業展示の場
ではなく、「商談の場」としての機能を目的として開催し、2日間で2,020名が来場し、活発
な商談や技術相談を行いました。

▲開幕セレモニー ▲ものづくり基調講演 ▲安城スゴい会社大賞審査会の様子

▲事前予約型マッチング商談会 ▲ブースでの商談の様子 ▲技能五輪メダリストの実演

▲表彰式の様子

ものコン2017出展者のうち、市内に本社を
有する中小企業の中から、優れた技術力を
もつ企業を表彰する「安城スゴい会社大賞
2017」を選出しました。大賞は、他社では模
倣困難なエラストマー系素材を使用した椅
子の開発や、遊戯産業向け椅子構造に関す
る先進的な特許を有する株式会社クオリ
が受賞しました！
◆安城スゴい会社大賞　株式会社クオリ
◆優秀賞　株式会社日本モウルド工業
◆　〃　　フジイ化工株式会社

数字で見るものコン2017

来場者数

商談件数

出展者数

前回 ▶

▶

▶

▶

今回

1,826名 2,020名

542件 621件

86社 88社

2017

－７－あんじょう商工会議所



ビジネス・コミュニケーション術セミナー
　コミュニケーション能力のスキルアップをしたい方や苦手を克服したい方などを対象に、5月17日（水）に元・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を開催しました。
　当日は、元・吉本興業の芸能人でコミュニケーション・プロデューサーの夏川立也氏を
講師にお招きし、人と人のコミュニケーションを前向きにする空気感の大切さや空気感
作りの方法、話の苦手な人でもコミュニケーションが上手くとれる秘訣などをご教授い
ただきました。
　参加者は、職場や商談、私生活など様々な場面でプラスに働くコミュニケーション術
を学びました。

　労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練
の段階的・体系的な実施や人材育成制度を導入し、労働者に
適用させた事業主等に対して助成する制度です。

人材開発支援助成金のご案内

　本事業は、中小企業・小規模事業者等がITツール（ソフトウ
エア、サービス等）を導入する経費の一部を補助することで、
中小企業・小規模事業者等の生産性の向上を図ることを目的
としています。
　中小企業・小規模事業者等が行う生産性向上に係る計画
の策定や補助金申請手続等について、ITベンダー、専門家等
の支援を得ることで、目的の達成を推進します。

【交付申請期間】
　平成29年6月30日17時まで
【補助対象者】
　日本国内に本社及び実施場所を有する
　中小企業者等
【補助上限額】
　100万円（下限額20万円）
【補助率】
　2/3以内
【補助対象事業】
　IT導入補助金事務局が認定した「IT導入支援
　事業者」が登録するITツール（ソフトウエア、
　サービス等）を導入する、日本国内で実施さ
　れる事業であること。
【補助対象経費】
　サービス、ソフトウエア導入費
【注意事項】
　交付決定前に契約・導入され発生した経費は補助対象とな
　りません。必ず交付決定を受けた後に補助事業を開始して
　ください。
【お問い合わせ】
　サービス等生産性向上IT導入支援事業コールセンター
　TEL：0570-013-330

IT導入補助金のご案内

・職業能力開発促進センター等が実施する在職者訓練（高
　度職業訓練）、事業分野別指針に定められた事項に関する
　訓練
　※専門実践教育訓練、生産性向上人材育成支援センター
　　が実施する訓練等 
・採用５年以内で、35歳未満の若年労働者への訓練等
●助成額：賃金助成760円/時間
　　　　（生産性要件を満たす場合960円/時間）
　　　　  経費助成45％（生産性要件を満たす場合60％）

（１）特定訓練コース

・特定訓練コース以外の訓練
●助成額：賃金助成380円/時間
　　　　（生産性要件を満たす場合480円/時間）
　　　　  経費助成30％（生産性要件を満たす場合45％）

（２）一般訓練コース

・技能検定に合格した従業員に報奨金を支給する制度を導
　入し、実施した場合に助成
・社内検定制度を導入し、実施した場合に助成
・業界検定制度を作成し、構成事業主の労働者に当該検定
　を受検させた場合に助成（事業主団体等のみ対象）
●助成額：47.5万円（生産性要件を満たす場合60万円）

（４）職業能力検定制度導入コース

・定期的なセルフ・キャリアドック制度を導入し、実施した場
　合に助成
・労働者に教育訓練休暇制度又は教育訓練短時間勤務制度
　を取得させる制度を導入し、実施した場合に助成
●助成額：47.5万円（生産性要件を満たす場合60万円）

（３）キャリア形成支援制度導入コース

【お問い合わせ】愛知労働局あいち雇用助成室
　　　　　　　  TEL 052(688)5758

－８－ あんじょう商工会議所
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空間づくりの精鋭たちが、理想のお庭をプロデュースいたします
　今回ご紹介する(株)ルボワは、昨年２月にJR三河安城駅前にある商業ビルに事務所
を構え、外構および造園の設計・施工を行っています。
　当社では、施主様の要望を的確に汲み取り、見た目だけではなく、いつの時代を切り
取っても住み心地の良いデザインと機能になるような提案をしています。知識と専門
性に優れたスタッフによる庭づくりは、樹木や草花のある空間を大切にし、自然豊か
な暮らしができると好評をいただいております。また、植物の育て方のアドバイスや
お勧めの品種の提案など、お庭に関するアフターサポートも行っています。
　今後は新たな取り組みとして、「外構や造園のデザインが得意ではない」「CADは使えない、持っていない」といったハ
ウスメーカーや同業者の方々の困りごとの手助けをさせていただければとの思いから、CADを用いた外構部分の図面作
成代行サービスを５月より展開していきます。
　(株)ルボワは、住まうひとへの思いやりを大切に、長く飽きのこない設計を心がけています。

株式会社ルボワ

●所 在 地　安城市三河安城本町2-1-10
　　　　　　　KAGAYAKI SQUARE 705
●電　　話　0566-91-6937
●営業時間　8：30～17：30
●定 休 日　水曜・日曜
●HP  http://www.lebois.co.jp/ 黒野

お客様を笑顔にする不動産会社
　昭和町に事業所をかまえる「株式会社ココ住ム」をご紹介します。
　同社は、「住宅購入応援」や「お子さんへのお金の教育」「正しい保険活用法」「モメない相続」
等のテーマで毎月セミナーを開催しているとても珍しい不動産会社です。６月にオープンす
る図書館アンフォーレでも、オープンイベントとして７回ものセミナーを開催します。
　同社のセミナー最大の特徴は、みなさんに『全く新しい考え方をプレゼントする』というこ
とです。みなさんが常識と思っている住宅購入の仕方、住宅ローンの借り方、保険の入り方、おこづかいのあげ方、相続の
対策方法等は実は多くの問題点が含まれているそうです。そのため、プロとして間違った常識を正し、本当に役に立つ知
識を届けたいとの思いからこのようなセミナーを行っています。
　また、不動産会社では珍しく、オフィスには土地や建物の不動産情報が一切ありません。なぜなら、今ある売り情報から
選んで貰うのではなく、「お客様のニーズを把握し、地主様と直接交渉する」ことで、お客様の希望に合致した物件を作っ
ていくことを最も大切にしているからです。
　不動産のことでお困りの方は、今までの不動産会社の概念を覆す「株式会社ココ住ム」にぜひご相談ください。

株式会社ココ住ム

柴田（裕）

●所 在 地　安城市昭和町19-37 昭和ビル1-C
●電　　話　0566-72-0838
●営業時間　10：00～18：00
●定 休 日　無休
●HP  http://coco-sumu.net/

JR東海道
新幹線
三河安城駅

JR東海道本線
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～愛知県警からのお知らせ～

交通事故防止のポイント＜6月＞交通事故防止のポイント＜6月＞

～安城警察署からのお知らせ～

外国人を雇用する事業主の皆様へ外国人を雇用する事業主の皆様へ
少ない晴れ間に要注意！
6月は雨が多いですが、天候別でみると・・・
9割以上は、晴れ・曇りのとき、死亡事故が発生して
います。
＜県内過去5年間の6月晴天・雲天時の死者数68人＞
・自転車・二輪車の事故が約半数
・自転車、歩行者は高齢者が8割
・二輪車は6割以上が若者
ドライバーの方は、右左折時に自転車や二輪車の見落
としがないかより一層注意してください！

外国人を雇用する事業主の皆様へ
≪不法就労防止にご協力ください≫
不法就労は法律で禁止されています。不法就労した外
国人だけでなく、不法就労させた事業主も処罰の対象
となります。
☆外国人を雇用する際には
「在留カード」を確認して
　ください。

　安城商工会議所沓名会頭、岩瀨専務理事、栄青年部会長にご臨席を賜り開催された定時総会におきまして会員皆様方の
ご協力により議案は全て承認されました事深く御礼申し上げます。
　引き続き行われた演奏会では大橋会長が掲げられた本年度のスローガン「輝き」と同じ意味を持つ「LaLuce」のお二人の
『商工会議所女性会の歌』を含め、クラシック、日本の歌など全14曲の演奏にチェロを身近に感じることができました。
　また懇親会の会員活動発表では「フラ部会」をはじめ、鬼頭副会長、細井恵子さん、「ホロカイ・レイ・アロハ」の4組が華を
添えてくださり、楽しい時間を過ごすことができました。会員の皆様方の幅広いご活躍に敬意を表すとともに、今後とも女
性会活動へのご参加とご協力をお願い申し上げ定時総会のご報告とさせていただきます。

平成29年度定時総会 4月26日(火) 総務広報委員長　本多 真由美

会員の稲垣美保子さんが５月７日
（日）安城市民会館サルビアホール
にて開催された、市制65周年安城
市発展祭において、永年の保護司
としての活動に対し、一般功労者
として表彰されました。

受賞おめでとう
日帰り親睦バス研修
「駒ヶ根 養命酒工場見学と
　　　　　　　サクランボ狩り」
日時：平成29年7月2日（日）

行事予定

▲La Luce チェロとピアノの
　デュオ

▲フラ部会によるフラダンス

▲鬼頭副会長の詩舞 黒田節

▲ホロカイ・レイ・アロハによる
　フラダンス

▲細井恵子さんによるマジックショー

▼会頭・専務理事・青年部会長と一緒に集合写真

－12－ あんじょう商工会議所



ー ６月例会「他団体とのスポーツ交流会」 ーー ６月例会「他団体とのスポーツ交流会」 ー

○日　時　平成29年6月28日（水）　19：00～20：30
○場　所　安城市立桜町小学校体育館
○内　容　「ひろげる。」安城をより良い地域にするため、
　　　　　安城市内で活動する一般社団法人安城青年会議
　　　　　所とJAあいち中央青年部とスポーツを通じて
　　　　　交流の輪をひろげていきます

6月例会を下記のとおり開催します。
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第１回県連会長会議（春日井会議）

　平成29年度愛知県商工会議所青年部連合会第1回会長会議が5月22日（月）に春日井市で開催されました。
　当単会からは栄会長、鈴木彩県連交流委員長始め県連出向者4名、事務局1名及び渉外副委員長を含む総勢8名で参加し
てきました。
　会長会議では、各議案の審議や活発な協議が
行われました。また、懇親会においては、今年度
県連交流委員長を務めます鈴木彩さんが他単会
の皆様に向けて挨拶をしました。
　懇親会は終始和やかな雰囲気で、参加した安
城ＹＥＧメンバーの皆さんは大勢の他単会の
方々に事業活動のＰＲ等をするなど交流を深め
ることができました。

　平成29年4月27日(木)、今年度初めての放送となりますPitch FM83.8の
番組｢碧海はたらきびと｣に栄圭士新会長と川澄琴枝広報委員長が出演いたし
ました。
　最初にパーソナリティから｢青年部とはどのような活動をされるのですか｡｣
という問いに対して、どのような活動をしているのか、また、どのようなメ
ンバーで構成されているのかを栄会長が話しました。
　またその後、今年度の会長所信について聞かれますとスローガン｢ひろげる。
地域と共に！｣を掲げて活動をしていく中で、共に活動する仲間の輪を広げて
いろいろな活動を通じ切磋琢磨し合い自己研鑚をしていくこと、そして地域
の方に安城商工会議所青年部はどのような目的でどういった活動をしている
のかを知って頂いた上で認知度を高め、地域の方々に更なるご理解を深めて頂くことを目指していることなどを熱く
語りました。
　次に川澄広報委員長から会員募集のPRをいたしました。今年度の活動方針の中でも会員拡大を主な目的としていて、

その目的を達成するためにも地域への広報・PR活動を強化していくことを
話しました。
　その他に毎年恒例事業になっています安城七夕まつりへの参画や安城元
気フェスタ開催など地域貢献へ繋げるイベントにしていきたい意気込みに
ついてもしっかりPRいたしました。
　引き続き安城商工会議所青年部メンバーの出演を予定しています。
　次回は6月1日(木)です。各委員会の活動予定や青年部メンバー事業所PR
など盛りだくさんの内容を発信していきます。
　是非一度、放送を聴いてみてください。

碧海はたらきびと

安城商工会議所青年部
安城ＹＥＧだよりYEG
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　社会人として、時間を守るのは当たり前のこと。しかし、つい
うっかり忘れてしまうことがあります。アポイントを取り、会
う約束をしていたのに忘れてしまった。あるいは、相手に忘れ
られてしまった。どちらも起こり得ることです。
　このとき、慌てて相手に連絡を取ろうとしたり、メールなど
で事前にやり取りをした記録を確認したりしがちですが、この
バタバタとした作業は双方にとって時間や労力の無駄遣いで
す。ましてや、アポイントの仕切り直しとなると、時間浪費の度
合いはさらに高まります。
　そこで、身に付けておきたいのが、「アポイント前日の連絡マ
ナー」です。
　アポイント前日のなるべく早い時間に、「お約束通り、明日○
時に伺います（お待ちしております）。よろしくお願いいたしま
す」と連絡を入れます。これを徹底しておけば、お互い安心して
当日を迎えることができます。ただし、連絡を入れる際は、電話
だと相手の時間を奪うことになってしまうため、メールがよい
と思いますが、相手の好む情報伝達手段に合わせるのがよいで
しょう。
　仮にアポイントを入れられた側であっても、この前日の一報
を入れることで、「時間を空けていますから必ずお越しくださ
い」と相手に確認を促すことができます。まして、自分がアポイ
ントを入れた側だとしたら、必ず一報を入れるべきです。これ
により、安心感だけでなく、「細やかで時間厳守な人」という印

象も与えられます。これは、実際に対面した際の信頼感につな
がるため、その後のお付き合いにも関わってきます。特に営業
の場合、その信頼感が、受注の後押しとなる可能性があるから
です。
　このアポイント前日の一報の受け取りを嫌がる人は、まずい
ないでしょう。仕事とは、相手があってこそ成立するものです。
それ故、待ちの姿勢でいるよりも、こちらが先手を打っておけ
ば相手の負担も減らすことができます。試しに一度、アポイン
ト前日に一報を入れてみてください。きっと、先方からは「ご丁
寧にありがとうございます。こちらこそ、よろしくお願いいた
します」という具合に、返信があるはずです。
　以前、私も、某上場企業の有名な社長とのアポイントの際、秘
書の方から前日に確認のメールをいただいたことがあります。
私にとって重要なアポイントでしたので、もちろん忘れてはい
ませんでしたが、この一報のおかげで安心でき、「さすがだな」
と感じました。以来、私もこれをまねして、「アポイント前日の
連絡マナー」として実践しています。アポイントは当日だけで
なく、前日から始まっているのです。とても簡単な作業ですが、
「ついうっかり」を未然に防ぎ、好印象をつくるためにも、ぜひ
全社的に徹底されることをお勧めします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　

人財育成トレーナー
美月　あきこ｠

　神奈川県横須賀市に、株式会社マエカワケアサービスという
社名の、地域住民に優しい、良い企業がある。同社の主事業は福
祉系である。これからますます必要かつ重要となるリハビリに
特化した、デイサービスを中心とした訪問介護や整体学校を運
営する。
　創業は今から16年前の2001年、国立リハビリテーション学
院を卒業し、そこに10年間勤務していた現社長の前川有一朗
氏が脱サラし、妻と２人でスタートさせた。当初は治療院を運
営していたが、翌2002年からは、より自分の専門を生かせ、地
域住民のためになると考え、リハビリ専門のデイサービス施設
の運営に取り組んだ。
　「利用者の生活の中に希望と喜び、そして勇気を与えること」
を経営理念に高らかに掲げ、この15年間、誠実に全社員一丸と
なって利他経営を実践してきた。そうした努力と苦労が実り、
現在では神奈川県内に16カ所の介護施設を有するまでに成長
発展している。
　同社が顧客や地域社会から評価が高いのは、デイサービスの
内容・レベルが抜きんでているだけではない。サービスを提供
するスタッフの採用において、特別支援学校などを卒業しても
就職先のあまりない、障がい者を積極的に雇用し、家族はもと
より、障がい者の働く喜び・働く幸せに大いに貢献しているか
らである。
　ちなみに社員は現在92人（正社員54人、非正規社員38人）で、

そのうち12人が障がいのある社員である。加えて言えば12人
のうち重度障がい者は10人であり、法定雇用率でカウントす
れば22人、23.9％と法定雇用率の２％をはるかに上回る。
　先日、前川社長から依頼され、同社の入社式と年度初めの経
営計画発表会に参加する機会を得た。記念講演や経営計画発表
会に先駆け、４月に入社した新規学卒社員３人の入社式があっ
た。驚くべきは３人のうち２人が障がいのある新入社員であっ
た。名前が読み上げられると、３人の新入社員は、全社員や新入
社員の両親、さらには特別支援学校の先生たちからの温かい拍
手で迎えられ、壇上に上がった。
　そして前川社長から激励のあいさつや辞令交付が行われた
が、その姿勢はまるで社員というより、新しい家族を迎えるよ
うな態度と話の内容であった。筆者が一番感動・感嘆・感銘した
のは、前川社長が車椅子の新入社員に辞令書を渡すときの姿勢
であった。背広姿の前川社長は、なんと両足の膝を壇上の床に
つけ、新入社員に目線を合わせ、優しい言葉をかけながら辞令
書を渡したのである。その姿を間近に見て、筆者は胸が熱くな
るとともに、なぜ同社が隆々と成長発展してきたかを完璧に理
解した。

法政大学大学院政策創造研究科
教授　坂本　光司

アポイント前日の連絡マナー　

障がい者に働く喜び・幸せを届ける
『マエカワケアサービス』
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