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〜文化講演会〜

「食、そして人生を楽しむために生きる」
と

き

平成29年10月24日(火)

ところ

安城商工会議所

講

師

ソムリエ

５階

14時00分〜15時30分
大会議室

田崎 真也 氏

※詳しくは、今月号の折込チラシをご覧ください。

安城商工会議所
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法律相談

金融相談
（㈱日本政策金融公庫）

税務相談

金融相談
（愛知県信用保証協会）

下請斡旋相談

知財相談

※ご相談を希望される方は、事前に相談内容をご連絡いただき、事前予約をお願いします。
※金融相談では、事前に決算書等をご提示いただくか、当日ご持参いただくとスムーズな相談が可能です。

今月のみどころ

今月の会員事業所紹介

4〜5

特集「写真で振り返る
第64回安城七夕まつり」

7

ガンバル事業所、応援します！

BIRBBY(バービー)
所在地

新田町小山西52-8

電

72-0770

話

折込「文化講演会」
折込「総務担当者セミナー&交流会」
折込「優良従業員表彰推薦概要および推薦書」
折込「プレスリリースセミナー」
折込「夜間簿記講座」
折込「交通事故防止のPOINT」

丼丸の奏 安城店
所在地

住吉町3丁目5-31

電

93-2224

話

安城商工会議所 行事予定
９月
13日㈬
19日㈫
20日㈬
21日㈭
22日㈮
27日㈬
28日㈭

10月
金融相談（日本政策金融公庫）
税務相談
建設部会主催セミナー
法律相談
金融相談（愛知県信用保証協会）
若手経営者大交流会
理工系大学教授等との情報交換会

安城商工会議所会報誌

10：00〜12：00
13：00〜16：00
14：00〜16：00
13：00〜16：00
13：00〜16：00
18：30〜20：30
13：00〜16：30

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：76-5175

今月号の表紙

11日㈬
16日㈪
18日㈬
19日㈭
22日㈰
24日㈫
25日㈬
25日㈬
26日㈭
27日㈮
27日㈮
30日㈪

金融相談（日本政策金融公庫）
初級複式簿記講座
初級複式簿記講座
法律相談
珠算検定試験
文化講演会
初級複式簿記講座
プレスリリースセミナー
総務担当者セミナー&交流会
金融相談（愛知県信用保証協会）
初級複式簿記講座
初級複式簿記講座

10：00〜12：00
18：30〜21：00
18：30〜21：00
13：00〜16：00
14：00〜15：30
18：30〜21：00
14：00〜15：30
13：30〜17：00
13：00〜16：00
18：30〜21：00
18：30〜21：00

Your History

自身の生きた軌跡を形として残しませんか
表紙の写真は、東栄町に事務所を構える「Your History」が制作を行っている自分史
の動画及び冊子のイメージとなります。
自分史とは、自身が生まれてから現在に至るまでの文章や写真、映像等を冊子や
DVDなどの媒体へ記録し、形として残したものです。自分史を制作すると過去の様々
な経験を思い出し、自己理解が深まり、今後の生きる活力へと繋がります。また、家族
間で共有することで子や孫へ自身の生きた証を伝えることもできます。
今年１月には中日新聞にも掲載されたYour Historyの自分史制作サービスをぜひ
一度、敬老の日や記念日の贈り物として利用してみてはいかがでしょうか。
【お問合せ】TM design（Your History） 所在地：東栄町6-8-1 203 TEL：090-9121-0093
HP：http://your-history.jp
あんじょう商工会議所
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写真で振り返る
第64回安城七夕まつり

第64 回

安城七夕神社をイメージさせる、
「夢の神の社」
を舞台にした心温まるストーリー

著者

SUN

SAT

FRI

8.4・5・6

『神様の願いごと』
沖田 円 安城市出身

イラストレーター げみ

●主催／安城七夕まつり協賛会 TEL.0566-76-5175
安城市観光協会 TEL.0566-71-2235
●後援／
（一社）
愛知県観光協会・
（株）中日新聞社・NHK名古屋放送局・CBCテレビ
東海テレビ放送
（株）
・メ〜テレ・中京テレビ放送（株）
・テレビ愛知
（株）
キャッチネットワーク・
（株）エフエムキャッチ・東海旅客鉃道（株）
・名古屋鉄道（株）

JR

至多治見・中津川

至飯田
飯田線

京

岡

海

橋

東

静

東海道本線

熱

豊

原

三河安城

名 古 屋

米

至大阪 至新大阪

中央線

安城

安城七夕親善大使

東海道新幹線

関西線

至亀山・奈良

検索

南安城

七夕まつり
会場

名鉄
西尾
線

至西尾

安城七夕まつり

名鉄名古屋本線

至豊橋

安城七夕まつり公式サイト
www.anjo-tanabata.jp

至名鉄名古屋

名鉄

くわしくは･･･

新安城

▲短冊ロード

きーぼー

▲願いごとふうせん

安城七夕公式キャラクター

8月4日（金）から6日（日）の3日間、第64回安城七夕まつりが開催さ
れました。今年のテーマに｢新｣をかかげ、6月にオープンした中心市街地
拠点施設｢アンフォーレ｣を中心に、願いごとが書かれた風船を一斉に飛
ばす｢願いごとふうせん」や、願いごと短冊が飾られた｢短冊ロード｣、願
いごとをキャンドルに巻き付け願いごとを託す｢願いごとキャンドル｣、専
用のアプリや用紙に願いごとを書いてスクリーンに映し出す｢願いごとス
クリーン｣をはじめ、様々な催しが行われました。
また、安城市出身の作家である沖田 円 氏の小説｢神様の願いごと｣と
コラボレーションし、ポスターデザインに小説表紙を起用するなど今ま
でにはない｢新｣のテーマにふさわしい安城七夕まつりとなりました。
七夕当日の3日間は合計112万人の人出で賑わっていました。

人々が心から願った夢を︑

見守り続ける場所がある︒

第64回

※名古屋本線、新安城駅からバス
※西尾線、南安城駅から徒歩

▲願いごとスクリーン

新しいまちなみ。続いていく思い。新しい願いごとの聖地で生まれた出会いと感動…。

▲願いごとキャンドル

▲安城七夕親善大使市中パレード

▲DanSpoミレニアム総踊り

▲安城七夕まつり公式キャラクター
「きーぼー」

▲安城七夕神社

▲閉幕セレモニー

− ４−

あんじょう商工会議所

飾り付けコンクール入賞者
受賞
おめでとう！

★ 飾り付け大賞

【愛知県知事賞】㈱ホソイメガネ

★ 特選

【愛知県議会議長賞】㈲両口屋菓匠【安城市長賞】八宝亭

★ 準特選

【安城市議会議長賞】桜井屋【安城商工会議所会頭賞】㈱アイライフ石川【愛知県観光協会長賞】
㈲吉野屋【安城市観光協会長賞】小林時計店【中日新聞社賞】㈱金魚屋

★飾り付け大賞
【愛知県知事賞】㈱ホソイメガネ

★ 入選

【砺波市賞】大野屋【あいち中央農業協同組合長賞】杉友時計店【安城ロータリークラブ賞】㈱博
文堂事務機店【三河安城ロータリークラブ賞】碧海信用金庫【安城ライオンズクラブ賞】精文堂
印刷【安城南ライオンズクラブ賞】㈱森田屋燃料【安城中央ライオンズクラブ賞】㈱築本屋【安城
青年会議所賞】めん処丸長【明治用水土地改良区賞】㈱花の店友楽園【国際ソロプチミスト安城
賞】メガネの杉友【安城商工会議所青年部賞】㈱ティンカーベル【キャッチネットワーク賞】大衆
居酒屋じゅーじゅー【安城サルビアスタンプ会賞】㈱フットバランス【JR東海賞】㈱栄寿司【安
城文化協会賞】㈲スピリッツ

★ 準入選

カスタムテーラー平野、㈲オオサカヤ、㈱森田精肉店、太田硝子㈱、あいち中央農業協同組合、く
るま屋商店、ティーズ・ギャラリー、昭和堂商店、御菓子司枡見屋、鳥山酒店

★準特選
【安城商工会議所会頭賞】㈱アイライフ石川

★ 特別奨励賞

TAKOYAまんぷく、中央精機㈱、ダンススクエアMARTH、愛三工業㈱、安城市シルバーカレッ
ジ、野田公民館絵画教室B、Anjo北斗、安城市立桜井中学校、医療法人安祥会松井整形外科、朝日
町子供会、野田公民館絵画教室A、新田保育園、安城学園A、立正佼成会、セブンティーンズ、安城
婦人会協議会、ボーイスカウト安城1団、御幸子ども会、安城老人保健施設、碧海協力会、㈱豊田
自動織機、安城市立錦町小学校、日の出町子供会、安城北部幼稚園、花旺会、安城保育園、安城市
立安城北中学校、末広子供会、安城市立安城南中学校

★ ロゴ・キャラクター特別賞

【きーぼー賞・個店の部】桜井屋【きーぼー賞・団体の部】安城市シルバーカレッジ

★ 飾り付け区域外優秀賞

井畑町内会、里町内会、相生町内会、石橋町内会、西尾町内会、東栄・今本連合町内会、城ヶ入町内
会、高棚町内会、根崎町内会、榎前町内会

安城「イチオシ」グルめぐり 開催!!

今年も開催！
地元安城の逸品グルメが大集合!!

今年度も安城七夕まつり期間中の願いごと広場会場内にて、地元安城の人気店のメニューや、話題の商品などを一堂に集
めた『安城「イチオシ」グルめぐり』を開催しました。安城市内の事業所を対象に募集を行い、今回は14事業所にご出店い
ただきました。
会場に訪れた来場者は、まだ知らなかったお店やグルメ、一度行きたいと思っていたお店の味を楽しむことができ、猛暑
にも関わらず、多くの来場者で賑わっていました。
〜出店事業所一覧〜
安城デンビール㈱、安城ハム、カフェキッチン・ボノ、Café B＋、カフェ ピクア
ント、郷土料理・和食処ふるさと館（㈲安城の郷）、杉浦製粉㈱、タージ・ベン
ガル、たこ焼き 皓介、てっぱんANJO(㈱TOP-RISE)、名古屋コーチン鳥よし(㈱
L&R)、ふらんす食堂ここりこ・OHANA CURRY、㈱ぼてこアンドぼてじゅう、
よなき家 安城【五十音順】

あんじょう商工会議所

− ５−

おしらせ

商工会議所からの

10月1日より受付開始！ 商工会議所の要望により実現

建設部会主催セミナー
受講者募集！

がんばる中小企業応援事業費補助金

「販売促進事業」をご利用ください
市内事業者が、商工会議所の支援を受けた経営計画に
基づいて行う、販売促進のための事業を実施する場合の
事業費に対し、１/２（上限20万円※）の補助を受けるこ
とができる「販売促進事業」補助金が新たに創設されます。
ホームページやチラシ作成などの販売促進を行う際に
活用できますのでご利用ください。
補助事業の詳細は当所までお問い合わせください。
※機械装置費・工事費については取得価格100万円未
満の５％が補助額となります

事業費の１/２

今回のセミナーでは、西三河地域及び安城市の建設事
業や交通網整備事業等の現状、概要、将来像について国、
愛知県、安城市より各々が所管する事業の現状、今後の計
画等についてご講演いただきますので、ぜひご参加くだ
さい。
時 平成29年9月20日(水) 14時00分 〜 16時00分
場 安城商工会議所

３階

研修室

講 国土交通省中部地方整備局(名四国道事務所) 担当者

愛知県知立建設事業所 担当者
安城市建設部 担当者
※予定

上限２０万円

内 国、愛知県、安城市の建設事業及び交通網整備事業等

の現状、概要と今後の計画、将来像

¥ 無料

安城マルシェ in アンフォーレ
出店者募集！

受賞おめでとう!!
【褒章受章】

食と農を通じ、生産者や消費者の交流を図るイベント
食と農の祭典。そのイベントに合わせて開催されるマル
シェの出店者を募集します。

当所会員事業所のマツミ石鹸工業株式会社代表取締役
社長の平岩雅志氏が、産業振興の功績により、藍綬褒章を
受章されました。

時 平成29年11月25日(土)・26日(日）

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

10時00分〜16時00分(26日は15時まで）

【叙位・叙勲受章】

場 アンフォーレ
¥ 3,000円（2日間）

当所会員事業所の藤よしの後藤 吉之氏（故人）が、生前
の功績により、従六位・旭日双光章を受章されました。

問 安城市役所農務課 TEL 71-2233

榎前工業団地東の地区計画が決定！
○事業区域
国道23号和泉IC北側の区域（約4ha）

○地区計画について

地区計画では、建築物等の用途制限及び敷地の最低面積

等を定めています。
【地区計画（一部抜粋）】

国

道

23

号

和

泉

IC

建築できる建築物

製造業に属する工場施設等。
ただし、一定の建築物を除く。

容積率

15/10
（最高限度）

建蔽率

6/10
（最高限度）

敷地面積

3,000㎡（最低限度）

○今後のスケジュール（予定）
平成29年度

造成工事着手

平成30年度

募集要項の配布、造成工事の完了、分譲

詳しくは、市ホームページ（総合メニュー＞事業者向け＞商工業・工事＞榎前工業団地）をご確認ください。
問 安城市役所商工課企業立地推進室企業立地係 71-2235
（直通）

− ６−

あんじょう商工会議所

時 とき ■
場 ところ ■
講
■

講師

内 内容 ■
¥ 受講料・入場料 ■
問 問合せ
■

ガンバル事業所、応援します!!
新物流センターが10月に本格稼働！

東伸運輸（株）は8月28日から一部稼働させている新
物流センター「西尾営業所」を10月11日に本格稼働さ
せます。
国道23号岡崎バイパスの中原インターチェンジに
隣接する西尾市中原町新道にある新たな物流センター
は、安城市東栄町にあった第2センターが担っていた
自動車部品の物流機能を8月に全面移管しており、主
力物流センターの豊田営業所からも一部機能を移管す
ることで、物流体制を再構築していきます。

東伸運輸株式会社

尾崎町堤下11-1 TEL/97-5111
URL http://www.toosin.co.jp/

㈱メタルヒート初！
女性エンジニアを採用！！

㈱メタルヒートでは、人手不足が深刻化している中で
「誰でも出来る職場を作りたい。」
「女性が現場にいること
の好影響を期待したい。」との想いから、同社として初の女
性エンジニアを採用しました。
今回の採用により、現場が非常に明るくなり「細かい所
に目が行き届く、気づき の姿勢」を評価し、男女問わず技
術職に応募できる雰囲気が生まれました。
男性だけの職場に女性の細やかな視点を加え「生産の視
える化」に努め、今後も品質・要求の厳しい製品に対して応
えていきます。

株式会社メタルヒート

東栄町5-3-6 TEL ／ 98-2501
URL http://www.metalheat.co.jp

西武岡崎店に直営店が
9月オープン！

「安城ハム」でお馴染みの（株）ネクストは、9月13日
(水)に西武岡崎店１階にて「みかわデリシャスファー
ム」として直営店をオープンする。
こちらのお店では、安城ハムはもちろんのこと、肉や
調味料、三河産の食材を中心とした惣菜やお弁当も販
売します。丸山社長は、このお店を通じて、市外のお客
様にも安城や三河のPRが出来たらと意気込んでいます。
9月13日(水)〜18日(月･祝)までハム・ソーセージ各
種が全品半額となるオープニング特別セールが開催さ
れます。是非ご来店ください。

株式会社ネクスト

赤松町梶1番地デンパーク内 TEL ／ 92-5512
URL http://www.next-anjo.com/

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
T E L 76-5175
FAX 76-4322

広報担当

あんじょう商工会議所
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デンソーブライトペガサスを応援に行こう！

特定求職者雇用開発助成金

安城市のホームチーム、
「デンソーブライトペガサス」の
日本リーグ後半戦が始まります。
愛知県内では、愛知県豊橋市民球場で開催されます。
そこで、後半戦も安城市からバスで応援に行く、
「市民
サポーター」を大募集します。
是非、家族友人と安城市のチームを応援に行きませんか。

特定求職者雇用開発助成金は、障害者（65歳未満）や高齢
者等の就職が困難な者を、継続して雇用する労働者として雇
い入れた事業主に対して、賃金の一部を助成する制度です。

【日

時】平成29年９月10日（日）
12時：入場開始 13時：プレイボール
【場
所】豊橋市民球場
【内
容】安城市からバスで行く市民サポーターの募集
【定
員】先着４０名（要事前申込）
【お申込み】９月１日（金）〜９月７日（木）午前９時〜午後５
時まで（月曜休館日を除く）に、直接ＦＡＸか
メールで市スポーツ課までご連絡ください。
【備
考】詳しくは下記ＵＲＬおよびバーコードより安城
ホームチームサポーター公式ホームページ内
のイベント情報をご覧ください。
【Ｕ Ｒ Ｌ】
http://anjo-hometeamsupporter.com/index.php
【お問合せ】
安城市役所 スポーツ課
TEL 77-3535 FAX 77-9293

支給要件 ①ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等
の紹介により雇い入れること
②雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続し
て雇用することが確実であると認められること

支給額・期間】
週所定
労働時間

対象労働者

支給 毎6ヶ月
総額 支給額

2年

240
万円

60
万円

重度以外または44歳以下の 1年
6ヶ月
身体・知的障害者

135
万円

45
万円

1年
6ヶ月

90
万円

30
万円

重度または45歳以上の
身体・知的障害者
30時間以上

20時間以上
30時間未満

中小企業
助成
期間

精神障害者

身体・知的・精神障害者

お問合せ】ハローワーク刈谷 TEL 21-5001

人材を派遣します！
（公社）安城市シルバー人材センターでは、労働者派遣事業
を行っています。シルバーの派遣には次のメリットがあります
ので是非ご利用をお願いいたします。
ただし、1人当たり週20時間以内となっています。

赤い羽根共同募金へご協力ください！
今年度も10月1日から全国一斉に「赤い羽根共同募金
運動」が展開され、安城市におきましても街頭募金をはじ
め、戸別募金、学校募金等の運動を展開します。
事業所の皆さまには事業所募金としてご協力いただい
ています。
安城市共同募金委員会では、事業所募金として担当地
区の民生委員が各事業所を訪問し、募金の協力を呼びか
けます。平成28年度は1,080事業所から4,151,394円の
募金をいただきました。お寄せいただきました募金は、地
域のボランティア活動、障がい者施設への施設備品等助
成、民間保育所や民間児童クラブへの施設費助成、ひとり
親家庭の子どもへの入学祝い品贈呈、経済的に困難な家
庭へ修学旅行費の一部補助等に幅広く活用をさせていた
だいております。
つきましては、今年度も赤い羽
根共同募金にご協力いただける事
業所を募集します。ご協力いただ
ける事業所がございましたら、下記
までご連絡をお願いします。
みなさまのご理解とあたたかい
ご支援、ご協力をお願いします。
お問合せ】安城市共同募金委員会 担当 三田
(安城市社会福祉協議会総務課事業係）
TEL 77-2941

− ８−
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①シルバー人材センターの会員は60歳以上なので労働者派
遣法の期間の制限がありません。
②日雇い派遣禁止の例外となっていますので1日からの派遣
も可能です。
③雇用・社会保険の適用はありませんのでお値打ちにご利用
いただけます。
お問合せ】安城市シルバー人材センター
(安城市百石町2丁目13番地8）
TEL 76−1415

メッセナゴヤ2017県連共同ブース
出展参加事業所募集！
毎年開催されている日本最大級の展示会「メッセナゴヤ」
にて愛知県商工会議所連合会ブースが設けられます。その中
の安城商工会議所ブースでは、市内事業所紹介を行います。
この機会にぜひ事業紹介やPRする場としてご活用くださ
い。
日
時】平成29年11月8日(水) 〜11日(土)の4日間
場
所】ポートメッセなごや
募 集 数】2社（①8〜9日、②10〜11日）
出展条件】・①、②のどちらか両日参加可能な方
・小間サイズ未定（長机1本分程度）
料
金】無料
申込期限】平成29年9月29日（金）
参加希望の方は、当会議所までお問い合せください。
※募集数が多い場合は、選考させていただきます。

会員事業 所 訪 問
ホームページにも掲載中

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

BIRBBY
インポートファッションをお手頃価格で♪
今回ご紹介するのは、
インポートファッションを中心としたレディースセレクトショッ
プ
「BIRBBY
（バービー）
」
。
黒を基調とした店内は、
色とりどりの洋服が映えわたり、
日ごろ
のショッピングをさらに楽しくしてくれそう。
おススメのイタリア発の人気ブランドRinascimento
（リナシメント）
をはじめとしたイ
ンポートアイテムは、
オーナーが自ら現地へ向かいセレクト。
そのため珍しいアイテムや
一点モノも多数取り揃え、
市内でも珍しいリーズナブルでファッションが楽しめるお店。
またカジュアルなTシャツから結婚式の2次会で活躍するドレスやバッグ、
シューズ、
アクセサリーなども旬な品揃えで、
全
身トータルコーディネートができるのも嬉しいところ。
最新トレンドから定番アイテムまでオーナーセレクトの中でも、
とくに品揃えが豊富なワンピースは、
20代から40代の女性
に人気だとか。
リーズナブルに最新トレンドもチェックできる
「BIRBBY」
で、
シーズンごとに足を運んで、
さらに女子力を磨いてみては。

線
名鉄西尾

所 在 地 安城市新田町小山西52-8
電
話 72-0770
営業時間 11時〜19時
定 休 日 毎週水曜日
HP(ブログ) https://ameblo.jp/birbby-birbby-birbby/

マツダ
ハードオフ
安城総合
運動公園

ミニ
ストップ

（吉田）

★

安城北中

丼丸の奏 安城店
一度食べたらやめられない、驚きと感動の海鮮丼
今回は、住吉町にある「丼丸の奏」をご紹介します。
海鮮丼のテイクアウト販売をしている同社は、お客様とのコミュニケーションを大切にし、真心
を込めた商品を提供しています。
店舗を訪れると、職人顔の店長がニッコリ笑顔で迎え入れてくださいました。店内には飲食ス
ペースもあり、
「お持ち帰り専門の海鮮丼」とうたっていますが、その場で食事をすることも可能な
造りになっていました。
1品どれでも500円（税別）の丼の種類はなんと50種類以上！女性やお子様も嬉しいプチ丼350円（税別）があり、バリエー
ションも豊富。そんな数ある中で、店長のオススメは「海鮮丼」、
「どんまる丼」。特に海鮮丼はマグロ、イカ、イクラ、ホタテなど、7
種類もの海鮮が溢れんばかりに盛られている店長渾身の逸品。盛り付けも動きがあり、食材が生きているかのよう。お客様には
見た目でも楽しんでもらいたいという想いから、店長の粋な計らいが見て取れる。
また、10・20・30日は税込500円になり、サービスも充実している。安くて美味しい海鮮丼を求めるリピーターが増えており、
常連のお客様の中には、各務原市や豊田市等の遠方からお越しになるお客様もいるとのこと。
見て美味しい、食べて美味しい、一度食べたらやめられない「丼丸の奏」の海鮮丼を、ぜひ一度ご堪能ください。
所 在 地
電
話
営業時間

安城市住吉町3丁目5-31
93-2224
11：00〜21：00
※平日のみ14：00〜16：00は準備中
定 休 日 水曜日
HP http://g.chaoo.jp/shop/donmarunokanade/

● 今池小

今池小学校西
住吉町荒曽根
● アンディ

★

● 荒曽根

公園

（杉山）

●

ローソン

今池町3丁目

活動報告ダイジェスト
版
雇用労働委員会
8月23日（水）に雇用労働委員会を開催しました。
当日は、11月17日（金）に開催する会員大会の中で実施
の会員従業員表彰の内容について協議し、全て承認されま
した。
また、雇用対策事業についてご意見をいただき、今後の
事業展開の参考とさせていただきました。
会員事業所優良従業員表彰の概要と推薦書につきまし
ては、今月号の折込みチラシをご覧ください。
会員大会の概要および申込書につきましては、来月号の
会報誌にてチラシを折込みいたします。

デンソーブライトペガサス
当所沓名会頭を表敬
8月24日（木）に株式会社デンソーのソフトボールチー
ム「デンソーブライトペガサス」の岩松安城製作所長、染谷
コーチ、江口選手、甲野選手が当所の沓名会頭を表敬訪問
されました。
江口選手が所属する日本代表トップチームの東アジア
カップ（優勝）およびカナダカップ2017（優勝）、甲野選手
が所属する日本代表Ｕ19（GEM3）の世界ジュニア選手権
大会（準優勝）に関する報告をいただきました。
これからも好成績を残し、地元に貢献できるチームとし
て活躍していきたいと語っていただきました。

ベストウイズクラブ商工会議所視察
全国の商工会議所とアクサ生命保険株式会社により運
営されるベストウイズクラブが主催する第33回優良商工
会議所愛知県三河地区視察に参加しました。
今年度は、7月27日（木）に岡崎市の竜美丘会館にて開催
され、全国から284名の方々が参加しました。
共済制度推進事例として岡崎と西尾の商工会議所の取
り組みと共済制度推進活動について発表され、今後の共済
制度事業運営の参考となりました。

思いやり運転 啓蒙活動「かもめ〜る出発式」
当所は今年4月に高齢者や子ども横断歩道者等交通弱
者を交通事故から守るため、
「思いやり運転」宣言式を行い、
安城から発信していくことを宣言しました。
賛同事業所には、自動車用ステッカーを貼り、広報マン
となって推進していただいております。
その一環として今回警察、郵便局と連携し、
「思いやり運
転」等が記載されたかもめ〜るハガキを作成しました。多
くの企業に協賛いただき、7月31日(月)に、管内住民に配
達する出発式が安城警察署にて行われました。

「思いやり運転」賛同事業所募集中！
思いやり運転賛同事業所数 159件（8/31現在）
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第64回安城七夕まつり
七夕まつり特別委員長 弓場てる子

▲全体会議にて会長挨拶

▲お花作りに夢中な子どもたち

▲作ったお花を髪飾りに！

心配された天気もみなさんの思いが台風を足踏み
させ、暑い中の3日間でした。
事前説明会の際、親子ふれあいコーナーでの花作り
が好評で、当日の３日間は会員さん達の笑顔いっぱい
のおもてなしで来場者の方々に大変喜んで頂くこと
ができました。授乳・おむつ交換・浴衣の着くずれ直し
等は、
「 リピーター」の方々が多くみえました。長年の
継続のたまものでしょう。凄いことです。
利用者の感想に、
「 涼しい所でゆっくり出来まし
た。」の声に、商工会議所の名の下、沢山の方々に喜ん
で、楽しんでもらえるボランティア活動をさせて頂け
ることに感謝します。
青年部の方々には前日の準備から最終日の片づけ
まで大変お世話になりました。暑い中、沢山のみなさ
まのご協力のお陰をもちまして無事に終えることが
出来有難うございました。

▲沓名会頭も来場されました

お 知 らせ
●教養サロン（はこ寿司作り）
日時：10月27日（金）9：00〜12：00
場所：市民交流センター 調理室
●男女共同参画月間イベント
日時：10月22日（日）
場所：アンフォーレ

▲着崩れ直し練習中

▲きーぼーも大人気！

▲浴衣着崩れ直し風景

利用者様の声

・綺麗に着付けていただいたので、また利用したいと思いました。
・授乳やオムツ交換ができる場所がなく困っていたので、とても助かりました。
・授乳室のシート下にクッションがひいてあり、快適でした。
・お花作りの説明が分かりやすく、簡単に可愛いお花ができて楽しかったです。
・涼しくて快適で、さらに冷たいお水までいただけてとても居心地が良かったです。

ユースエール認定企業になりませんか

ケンサチ・エクササイズ

厚生労働省では、平成27年10月1日から施行され
た「若者雇用促進法」により、若者の採用・育成に積極
的で雇用管理の優良な企業について、厚生労働大臣が
認定する「ユースエール認定企業」を募集しています。
基準を満たし認定を受けると様々なメリットがあ
りますので、ぜひご応募ください。
【お問合せ】愛知労働局職業安定課 TEL 052-219-5505

今年6月にオープンしたアンフォーレ前の願いごと
広場にて市制65周年記念事業として、ラジオ体操イ
ベント「ケンサチ・エクササイズ」を開催します。
この機会にぜひ、ご参加ください。

〜安城警察署からのお知らせ〜
防災は日頃の備え心がけ
〜必ず来る！その日のために〜
警察は、地震等の災害が発生した場合、人命を第
一に救出救助・避難誘導・混乱防止・パトロールな
ど様々な活動を行います。
☆防災は日頃の備えから
・避難場所、避難路等の確認をしておきましょう
・防災訓練に参加して避難要領などの知識をつけま
しょう
・非常持出品の準備・点検を行いましょう
− 12−
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【日

時】平成29年9月23日（土）
第１部：8時30分〜9時30分
第２部：9時30分〜10時00分
【場
所】アンフォーレ願いごと広場
【内
容】
第1部 ラジオ体操
第2部 ケンサチダンス
【料
金】無料！
【備
考】申込不要！
イベント終了後300名に
参加賞プレゼント！
※雨天中止
【お問合せ】安城市教育委員会スポーツ課
TEL 75-3535

YEG

安城ＹＥＧだより

安城商工会議所青年部

7月例会「わんぱくみこし」
平成29年7月29日(土)、安城市立桜町小学校体育館をお借りしまして、安城商工会議所青年部７月例会「わんぱくみこし」事業の「お
みこしをつくる日！」を開催致しました！
72名の子供達が９チームに分かれて、発泡スチロールの部材を組み合わせて、独創的でカラフルなおみこしを９基制作してくれま
した！子供達は年齢も、通う小学校も違いますが、段々と打ち解け、ひとつの目標に向かって協力し合う仲間になってくれました！私
達青年部メンバーも、そんな子供達のおみこし作りのお手伝い（ファシリテート）を通じて、多くの、本当に多くの学びを得ることがで
きました！
私達青年経済人は、青少年育成を通じて地域の発展に寄与しなくてはいけません。それは、地域の発展なくして、私達の社業の発展は
あり得ないからです。
安城商工会議所青年部はこれからも様々な事業を通じて、地域の為に汗を流して活動することをお約束致します！
末筆になりますが、安城商工会議所青年部としましては前例のない、非常にチャレンジとなる事業の開催を後押しして頂きました安
城商工会議所青年部栄圭士会長に対しまして、衷心より御礼を申し上げます。
「ひろげる。地域と共に。」ありがとうございました！

8月例会「安城七夕まつり」
平成29年8月4日（金）から8月6日（日）の3日間、8月例会及び第64回安城七夕まつりが
盛大に開催されました。
今年の安城七夕まつりは「新」〜新しくなるまち、新しい出会い〜をテーマとして、6月
にオープンしました中心市街地拠点施設「アンフォーレ」が新しいまつり会場として増え、
それによって商店街も随分と新しく景色が様変わりしました。
安城商工会議所青年部としては、例年通り碧海信用金庫様のご好意により本店駐車場
をお借りして、天の川をイメージした「天の川テラス」を設営し、夜にはイルミネーションが
綺麗に輝きを見せていました。またステージや各市民団体テント、休憩スペース等の運営、そして物品販売では、美味しいと好評の焼
きそば、フランク、焼き鳥、かき氷に加え、今年新たに綿菓子、ウナギ釣りを行い大盛況の中、青年部メンバー頑張って参加させて頂き
ました。
また、8月例会のもう一つの事業としまして、地域の子供たちが7月例会で制作しました神輿をアンフォーレに展示しまして、安城七
夕まつり最終日にその神輿を担いでまつり会場を練り歩きました。一緒に楽しく頑張って制作した青年部メンバーたちは、各グルー
プの子供たちとすっかり仲良くなり「わっしょい！わっしょい！」と大きな掛け声を出し合い、元気よく神輿を担ぎ子供たちの笑顔に
ふれることができました。最後には「願いごとステージ」で神輿を採点し、表彰式には来賓で神谷学市長をはじめ、沓名俊裕商工会議所
会頭、大西健介代議士、大見正代議士にお越し頂きまして、最優秀賞から3位までの発表があり、大いに盛り上がりを見せました。最優
秀賞には「ふうりんチーム」が選ばれ、ナガシマスパーランドの入場券がグループの子供たち全員に贈られました。
今年も3日間、台風が心配される中、晴天に恵まれ青年部メンバー皆様のご協力のもと無事に終了することができましたこと感謝い
たします、ありがとうございました。そして設営から片付けに至るまで大変お疲れ様でした。

トーク

元気ノ助のメールで投句

黄ばんだ空気 父の後
イクラちゃん︵ 才・大岡町︶

むせ返る

︻宛先︼Ｅメール atsuya
＠ katch.
ne.jp
Ｆ Ａ Ｘ ９９ー２７７６
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ー 9月例会『若手経営者大交流会』ー
9月例会を下記のとおり開催します。

○日 時 平成29年9月27日
（水）
○場 所 アンフォーレ ホール
○内 容 商工会議所会員並びに商店街など地域の若手経営
者達の参加を募り、
講師を交えて大交流会を開催する。
○その他 参加して頂いた地域の若手経営者達がより多くの
人たちと互いに親睦を深めることで人脈づくりの
一翼を担い、さらに青年部活動のPRをすることで
青年部に興味を持って頂き会員拡大へ繋げること
を目的とする。
あんじょう商工会議所
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頑張るパン屋『八天堂』
広島県の三原市に「株式会社八天堂」という社名で、社員数約
100人の中小企業がある。主な事業はさまざまな種類のスイー
ツパンの製造販売である。とりわけ有名な商品は、３年の歳月
をかけて研究開発をした読者の方々にもなじみのある「くりー
むパン」である。
ちなみに主力の「くりーむパン」の生産数量は１日平均２万
〜３万個、ピーク時は６万個を超えるという。より驚かされる
のは、その全量が機械生産ではなく、手作りということである。
業績もすこぶる好調で、過去10年以上売上高は右肩上がり、そ
の利益率は10％以上という優良企業である。
規模が100人程度とはいえ、今でこそ知る人ぞ知る企業にま
で成長発展したが、ここまでの道のりは決して順風満帆ではな
かった。それどころか、倒産の危機に瀕（ひん）したこともある。
その最大の要因は、創業者そして二代目と、まるで「年輪経
営」のような経営を行ってきたが、三代目で現社長の森光孝雅
氏が業績拡大を夢見て、売上至上主義的経営に走ったからであ
る。新規出店のたび、規模が大きくなればなるほど、社員の離職
率や欠勤率が高まるばかりか、会社の中に次第にギスギス感が
はびこっていった。加えて、バブル経済崩壊の影響が一気に同
社を襲ったからである。
この危機を救ってくれたのが、兄弟夫婦や残ってくれた社員、
さらには知り合いのお客さまだったという。こうした方々の献

身的な貢献で危機を乗り切れたこともあり、現社長は、これを
機に、経営の考え方・進め方を現在のスタイルに抜本的に変え
たのである。
現社長が根本的に変えたのは、業績第一主義ではなく社員第
一主義経営であり、成長優先ではなく関係する人々の幸せ優先
経営である。このことを口先だけではなく、その覚悟を示すた
め、新たにクレド（信条）の中に「八天堂は社員のために……」と
明文化するとともに、経営理念を「良い品・良い人・良い会社つ
くり」と策定したのである。
そしてこのクレドと経営理念に基づき、働きがいのある会社
づくりに全社員と膝を交えながらまい進していったのである。
具体的には、
「経営計画の全社員参加での策定」
「経営の超ガラ
ス張り化」
「全社員の正社員化」
「社員研修の制度化」
「福利厚生
の充実強化」、そして「新規学卒重視の採用」などである。
先般、
「人を大切にする経営学会」で同社の広島空港近くの工
場を訪問させていただいた。職場は活気に満ち溢れ、これがか
つて倒産の危機に陥った会社なのかと疑ってしまうほどの良
い会社であった。
法政大学大学院政策創造研究科
教授 坂本 光司

従業員に対する経営者のマナー
出張の際、飛行機や新幹線とともに、私はよくタクシーを利
用します。空港はその地域の中心部から離れていることが多い
ため、移動に大変時間がかかりますが、タクシーの運転手さん
とおしゃべりをしているとあっという間に到着するので、車中
の雑談は、私の長時間の移動には欠かせないものです。
ある日、空港からタクシーに乗り込むと、それは、私がその日
研修を行うことになっている会社名が入ったタクシーでした。
その企業は、タクシー事業だけでなく、バスや電車、不動産な
ど、その地域の暮らしの基盤を一手に引き受ける、地域で中心
的な存在です。
私は、これから研修を行うという身上は伏せ、一乗客として、
運転手さんと地域のことやお土産のことなどを話しました。と
ても気持ちの良い応対だと感じたので、
「今日はこちらのタク
シーに乗ることができて、運が良かった。大当たりです。この感
じの良さは教育訓練などのたまものですか。かなり厳しい教育
を受けるのですか」など褒めながら少し尋ねてみたところ、具
体的な研修の日数やカリキュラムなどを教えてくださいまし
た。
たくさん言葉を交わすほど、運転手さんとの距離はグッと縮
まります。空気も和やかになったところで、今度は、ご自身の会
社についてお聞きしてみました。すると……。出るわ出るわ、仕
事の苦労やお客さんのこと、上司や同僚の話、そして、経営者の
話。この企業は、非上場のオーナー企業です。良くいえばアット
ホームですが、プライベートな情報やうわさ話なども多く飛び
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あんじょう商工会議所

交う雰囲気があるようです。
運転手さんの話では、この会社の経営者の出退社にはハイ
ヤーが使用されており、運転するのはタクシー会社（自社）の運
転手だそうです。経営者の出退社だけではなく、その奥さんの
買い物や、お子さんの塾の行き帰りなどにもハイヤーが使われ
るのだとか。大きな家に住み、良い服を着て、豪華な食事をし
て、揚げ句、移動には自社のハイヤーを使い……。運転手さん
は、自社の経営者に対して愚痴を並べていました。
運転手さんによりますと、先代の経営者は現場を良く見て
回ったし、事あるごとに声も掛けてくれたそうです。また、その
暮らしぶりは質素倹約で知られ、無論、自社のハイヤーを家族
に使わせるようなこともなかったとか。ところが、今の社長は
……。汗水たらして働いている従業員のことなどまるで理解し
ていないのだろうなと嘆かれていました。
経営者と従業員は立場も役割も異なります。さまざまな格差
が生じるのは致し方ないこと。しかし、それをさも当然のよう
に振る舞い、派手な暮らしを見せつけたり、公私混同したりす
るのは、経営者のマナーとしてＮＧと言わざるを得ません。従
業員や取引先に対して質素倹約の姿勢を見せ、少しでも歩み寄
ろうとする。それは、経営者にとって大切なビジネスマナーな
のではないでしょうか。
人財育成トレーナー
美月 あきこ

