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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、先月号の折込チラシまた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

青年部

おすすめサービス

『会議所会員交流
ネットワーク』

をご利用ください！

業種を超えた方々の出会いの場として積極的にご利用いただき、
ビ

月例会や安城七夕まつり等のイベント企画・
運営を通じて縁ある良き仲間との出会いの場
を提供しています。普段の自社事業の枠組みを超えた事業
を共に創り上げることで、
自己研鑽とメンバー間の絆を深め
ています。
入会資格
会費

ジネスエリアの拡大、
ネットワーク構築にご利用ください。

新春賀詞交歓会

安城七夕まつり等のイベント企画・運営を通じ
て女性経営者としての資質向上を図っていま
感性
す。
「和」
と
「社会貢献」
を大切にして、女性ならではの特性を
活かした事業展開でネットワークを拡大しています。

会費

者、報道機関関係者など約２００名が集まります。
会員事業所同士の連携はもちろん、幅広い情報交換

や交流が可能な会となっています。

当所会員事業所の女性経営者又は経営者から推薦を
受けた方（女性のみ）
年会費3，
０００円

サルビア研究会
創出と企業活性化を目的に、先進事業所視
察会や情報交換会を開催しています。メン
バー相互の情報・技術ノウハウを交流し組み合わせることで
会員企業の成長と地域社会の発展に寄与することを目的
に活動しています。
入会資格
会費

会員大会

入会金１０，
０００円、年会費２４，
０００円

女性会

入会資格

会員事業所をはじめ、愛知県議会議員や安城市関係

当所会員事業所の若手経営者、若手後継者、若手幹部
社員で、満年齢１８歳以上５０歳未満の方（男女不問）

当所会員事業所の方
年会費１０，
０００円

新入会員交流会

会員事業所従業員の勤労意欲の向上、会員事業所

商工会議所の活用方法のご提案、事業の説明と新入会

相互の交流を目的に、優良従業員表彰・共済加入事業

員同士の交流を目的にしています。直近3年以内に新規に安

所表彰や立食形式の会員交流パーティー、様々なレクリ

城商工会議所へご入会いただいた事業所を対象とした交流

エーション等を開催しています。多くの会員様との積極的

会です。自社や自社商品のＰＲ、商工会議所職員との交流も

な名刺交換や情報交換が可能です。

深めていただけます。

今月のみどころ
6
7
8

今月の会員事業所紹介

特集1「平成29年度 安城商工会議所からの
要望書の回答 その1｣
ガンバル事業所、応援します！
特集2「軽減税率制度への準備」
折込「安城商工会議所会員大会」
折込「安城企業説明会ANJOB」
折込「消費税軽減税率対策セミナー」
折込「税を考える週間セミナー」
折込「元気市場出展者募集」
折込「共済還元バスツアー」
折込「補助金セミナー」
折込「たなばた共済だより」

株式会社鍋田総合管理
所在地

池浦町池浦94-3

マッサージチェアスペース

古井町芝崎5-6
電

話

76-9001

暮らしの学校安城アンフォーレ校
所在地

御幸本町12-8

電

0120-556-254

話

安城商工会議所 行事予定
10月
11日㈬
16日㈪
17日㈫
18日㈬
19日㈭
22日㈰
24日㈫
25日㈬
25日㈬
26日㈭
27日㈮
27日㈮
30日㈪

11月
金融相談（日本政策金融公庫）
初級複式簿記講座
補助金セミナー
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
14：00〜16：00
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

１日㈬
６日㈪
８日㈬
８日㈬
10日㈮
12日㈰
13日㈪
14日㈫
16日㈭
17日㈮
19日㈰
21日㈫
21日㈫
24日㈮
24日㈮
26日㈰
28日㈫

初級複式簿記講座
初級複式簿記講座
初級複式簿記講座
金融相談（愛知県信用保証協会）
初級複式簿記講座
ビジネスマネジャー検定試験
初級複式簿記講座
税を考える週間セミナー
法律相談
安城商工会議所会員大会
日商簿記検定試験
税務相談
消費税軽減税率対策セミナー
金融相談（愛知県信用保証協会）
合同プレス発表会
福祉住環境コーディネーター検定試験
共済還元バスツアー

18：30〜21：00
18：30〜21：00
18：30〜21：00
10：00〜12：00
18：30〜21：00
18：30〜21：00
14：00〜15：30
13：00〜16：00
13：30〜15：30
13：00〜16：00
14：00〜16：00
13：00〜16：00
14：00〜16：00
：20〜18：30

表紙の写真／ © スタジオ RAY 田中克浩

今月号の表紙

末広米穀店有限会社

老舗米穀店が移転し、9月からオープン！
表紙の写真は、今年9月に移転し、新しくオープンした「末広米穀店㈲」の団子です。
移転前はお米等の販売のみを行っていた同店ですが「安城市を少しでも明るく楽
しい街にしたい」との想いから、みたらし団子（1本80円）や、かき氷（1杯200円〜）、フ
ルーツジュース（1杯200円〜）などの販売を始めました。価格がリーズナブルで気軽
に立ち寄ることができ、できたての商品をその場で味わえます。
今後は、ワッフルや焼きおにぎりなど、販売する商品数も増やしていくそうなの
で、
「末広米穀店㈲」の傍を通りがかった際には、要チェックです。
【お問合せ】末広米穀店有限会社
所在地：末広町16-10

TEL：0566-76-2016
あんじょう商工会議所

− ３−

おしらせ

商工会議所からの

販路開拓のための
プレスリリースセミナー

よく分かる！総務の基本と
実務セミナー&交流会
今回のセミナーでは、日常業務のサイクルやポイント
を整理いただき、さらに一歩進んだ業務処理法を習得し、
より効率よく確かな業務遂行を目指します。
新任からベテランまで皆様ご参加ください。

本セミナーでは、自社商品・サービスの強みを把握し、そ
れをセールスポイントにしてプレスリリースに活用する方
法を伝授いたしますので、ぜひこの機会にご参加ください。
時 平成29年10月25日(水) 14時00分〜15時30分
場 安城商工会議所 ３階 研修室
講 愛知県よろず支援拠点

時 平成29年10月26日(木)

セミナー：13時30分〜16時30分
交 流 会：16時30分〜17時00分
場 安城商工会議所 ３階 研修室

コーディネーター 小坂 英雄 氏

内 1.プレスリリースとは何か

2.マスコミが求めている情報とは
3.効果的にPRするには
4.メディアに取り上げられる方法

講 (有)マスエージェント 代表取締役 林 忠史 氏
内 1.総務の役割と仕事

2.総務業務のサイクル
3.総務業務のルール
4.庶務業務のポイント
5.経理業務のポイント
6.総務にとって必要な知識と心構え
¥ 安城商工会議所会議所会員：1名3,240円
一般（上記以外）：1名6,480円
※消費税・テキスト代込

¥ 無料

初級簿記講座
簿記の基礎から日商簿記3級検定試験の内容を習得し、経
理事務への対応と財務面の意識向上が図られ、経営の一助
となりますので、ぜひご受講ください。

安城商工会館をご利用ください
全室Wi-Fiプロジェクター完備！
全室Wi-Fiプロジェクター完備！

時 平成29年10月16日(月)､18日(水)､25日(水)、
27日(金)､30日(月）
11月1日(水)､6日(月)､8日(水)､10日(金)､13日(月）

※講習会の時間は各日18時30分〜21時00分になります。

場 安城商工会議所

３階

講 税理士 鳥居 玄倫 氏

少人数の会場から最大200名まで収容可能な会場を5
会場ご用意しています。各種セミナー、講演会、社員研修
会、企業・団体等の総会、展示会、懇親会、パーティーなど、
使用目的や人数にあわせて９時〜21時までご利用いた
だけます。また、JR安城駅より徒歩7分という好立地です
ので是非ご活用下さい。会場内の様子は当所ホームペー
ジからご覧いただけます。
※会員は非会員の半額にてご利用いただけます

研修室

内 商業簿記（日商簿記検定試験3級程度の内容）
¥ 安城商工会議所会議所会員：1名5,400円

法人会・青色申告会会員：1名6,480円
一般（上記以外）：1名10,800円
※消費税・テキスト代込

『商工会議所福祉制度
キャンペーン』実施のお知らせ
ベストウイズクラブでは「福祉制度キャンペーン」を
9/15〜11/30に実施いたします。本キャンペーンは
『商工会議所福祉制度』を会員の皆様にご理解いただき、
会員事業所の福祉向上にお役立ていただくことを主な
目的としています。
『商工会議所福祉制度』は、経営者・役員の皆様の保障
や退職金準備他、入院・介護・老後に備えた様々な保障
ニーズにお応えするものです。
当所職員とアクサ生命保険（株）の社員がお伺いした
際には、是非ご協力いただきますようお願い申しあげ
ます。
※「ベストウイズクラブ」は、商工会議所共済制度・福祉制度
の普及・推進を目的とし全国各地の商工会議所およびア
クサ生命保険（株）により運営されている組織です。

− ４−

あんじょう商工会議所

安城商工会議所
パート職員募集！
当所では、一緒に働いていただけるパート職員を募集し
ています。詳しくは当所ホームページをご覧ください。
【業務内容】受付事務、会館関連業務、文書管理、
その他補助業務
【雇用期間】平成29年11月1日〜
【就業時間】午前9時〜午後5時（休憩：正午〜午後1時）

時 とき ■
場 ところ ■
講
■

講師

内 内容 ■
¥ 受講料・入場料 ■
問 問合せ
■

事業承継対策の一環として、
自社株の概算評価をおすすめします
事業承継に向けて、経営者が準備すべきことは多岐
にわたります。とりわけ、
「自社株」の承継は経営権と
財産の承継両方に関連し税負担なども伴う重要な問
題で、早く始めることが肝要ですが、自社株の評価額
が分からなければ対策は立てられません。
そこで、商工会議所の共済／福祉制度の引受会社の
アクサ生命では、
「自社株概算評価シミュレーション」
を無料で実施させていただいております。
是非、この機会にご相談ください。
お問合せ】アクサ生命保険㈱安城営業所
TEL 0566-77-4110 AXA-A2-1707-0221/801

「無期転換ルール」への対応は大丈夫ですか？

平成30年4月より無期転換申込権の
発生が本格化します！
労働契約法では、有期労働契約が反復更新され通年
5年を越えたとき、労働者の申込みにより、期間の定め
のない労働契約（無期労働契約）に転換できる「無期
転換ルール」を定めています。
平成30年4月には、無期転換申込権の発生が本格化
することが予想されますので、有期労働契約から無期
労働契約への転換の円滑な実施をお願いします。
お問合せ】愛知労働局
無期転換ルール特別相談窓口
TEL：052-219-5509

東海税理士会
刈谷支部 安城部会

TEL 77-3636
あんじょう商工会議所

− ５−

特集1

平成29年度

安城商工会議所からの要望書の回答

６月28日(水)に開催しました「通常議員総会」の中で安城市長および安城市議会議長に対してインフラ
整備、産業振興、地域振興・地域活性化に分けた要望書を提出しました。今月号より数回に渡り、その回答
を掲載していきます。今月号は短期・中期要望のインフラ整備について掲載させていただきます。

豊田安城線の事業推進

短期要望

整備計画区間内の先行整備区間(700ｍ）の早期完
成と、引き続き名鉄西尾線との立体交差部を含む未
整備区間の早期事業化の推進について愛知県に働き
掛けるよう要望
都市計画道路安城高浜線の整備は、県事業として行われて
おり、安城市としましても重要路線として、国、県に要望し
ているところです。
愛知県においては、豊田安城線バイパスから現豊田安城線
までの区間(700ｍ)を先行整備区間と位置づけ、すでに事業
着手し、平成27年度より用地買収に入っております。
今後も県と連携を図りながら、名鉄西尾線との立体交差部
を含む全線(1200ｍ)の早期開通に向け、整備を促進してま
いります。

名古屋岡崎バイパスの事業推進

短期要望

自動車産業をはじめとする内陸工業地帯の重要な
幹線道路でありますので事業推進を愛知県に働き掛
けるよう要望
名古屋岡崎線バイパスの整備については、県事業として
行っており、安城市のみならず、名古屋岡崎線建設推進協議
会（沿線５市で組織）を通じ、国、県に強く要望していると
ころです。
安城市内の整備状況として、岡崎市側、豊田市側の一部区
間において、開通いたしました。また、昨年度から、猿渡川
の橋梁改築に着手されました。
その他の未開通区間についても、引き続き、全線の早期開
通に向け、整備を促進してまいります。

国道23号名豊道路のICの渋滞解消

短期要望

ICの信号機の点灯時間を調整するなど、渋滞の解
消に向けた対策を関係機関と取り組むよう要望
国道23号名豊道路の交通量は年々増加しており、安城市
内のIC付近も通勤時間帯の渋滞が激しくなっていることは、
市も認識しています。
信号機の点灯時間調整に関する要望につきましては、本市
から所管である安城警察署にその旨お伝えしますが、貴商工
会議所からも、直接、要望していただきますよう、よろしく
お願いします。

国道23号線名豊道路のIC周辺の
取付道路における渋滞緩和整備

中期要望

IC周辺の取付道路における渋滞緩和整備について
要望
名豊道路のICに接続する道路については、交差点等におけ
る渋滞緩和に有効な対策を国・県とともに検討してまいりま
す。
なお、和泉ICについては、接続する主要地方道安城碧南線
を北進する車両がスムースに通行できるよう、左折専用レー
ンを設けるなどの具体的な渋滞対策について協議を進めてい
ます。

− ６−

あんじょう商工会議所

都市計画マスタープランの
拡大市街地の拡大整備

その1
短期要望

拡大市街地(工業地)の拡大について、工場等の進
出に必要な道路幅が確保できている地区での設置に
ついて要望
現在の都市計画マスタープランにて位置づけている工業系
拡大市街地の中では、榎前地区の工業団地を進めている状況
であり、その他に未開発用地として国道23号沿いに福釜地
区や和泉・石井地区があります。
都市計画マスタープランの見直しにおいては、未開発用地
も含め、将来の工業立地需要への対応を検証したうえで、工
業系拡大市街地を位置づけることになりますので、よろしく
お願いいたします。

河川(鹿乗川等)の改修工事の推進

短期要望

浸水マップにおいて浸水予測がされています鹿乗
川等の改修工事の一層の推進を関係機関に働き掛け
について要望
一級河川鹿乗川の改修については、県事業として行ってお
り、鹿乗川河川改修促進期成同盟会を通じ、国、県に強く要
望しているところです。
安城市内の整備としましては、平成19年度から工事が再
開され、特に平成21年度から平成25年度までは、床上浸水
対策特別緊急事業により重点的に取組んでいただきました。
今年度は、引き続き、本川の拡幅に伴う橋梁の架け替え工
事を実施していただきます。
今後もゲリラ豪雨の増加、市街化の進展により浸水被害の
拡大が予想されますので、西鹿乗川の合流地点までの早期完
成に向け、整備を促進してまいります。

新池箕輪線の早期整備

中期要望

国道23号知立バイパスに接続する新池箕輪線の整
備方針について早期に策定のうえ、関係機関に対し
働き掛けるよう要望
新池箕輪線につきましては、三河安城駅から国道23号知
立バイパスに接続し、国道419号から衣浦臨海工業地帯へと
繋がる重要な路線であります。
この路線は、県道小垣江安城線の代替路線であり、県によ
る都市計画決定がされていること、また、この路線の一部が
通過する新幹線三河安城駅周辺の南側一体は、住宅系市街地
拡大候補地として実現性の検討を進めていることから、単独
で道路整備を行うのか、あるいは、面的整備と一体で進めて
いくのか、市街地拡大の実現性の検討にあわせ、県の意向も
確認しながら整備方針を整理する必要がありますので、よろ
しくご理解ください。

衣浦ポートアイランド産業廃棄物
最終処分場の建設促進

中期要望

第２期計画の具体的な建設促進について、愛知県
に働き掛けるよう要望
衣浦ポートアイランド廃棄物最終処分場の第２期建設計画
につきましては、愛知県の衣浦港港湾計画書の中に位置付け
られており、衣浦港ポートアイランド廃棄物最終処分場確保
促進協議会（周辺10市５町、５商工会議所、５商工会で組
織）を通じ県へ計画の促進を要望してまいります。

ガンバル事業所、応援します!!
お客様のさらなる満足度UPを目指し
店舗リニューアル！

「1分動画｣を使って新規採用！

安城市中心市街地拠点施設「アンフォーレ」の東に店舗を構
える「（有）フットバランス」が、リニューアルオープンしまし
た。
これまでも、お客様の足と靴の悩みを解決するため、靴の選
定やフィッティングを第一に考えることで最適な靴選びをし
てきました。
今回のリニューアルによって、予約優先の営業体系をとる
ことで、ゆったりした時間の中で、足型計測から、きめ細かな
カウンセリング、足にあった靴の提案や必要に応じてオー
ダーインソールの提案まで、お客様の満足度を満たす空間づ
くりが完成しました。あたなただけの時間をご堪能してはい
かがですか。

人手不足をはじめとする新規採用や定職率向上に向けた人
材育成などの解決策の１つとして、衣浦部品工業㈱が掲載し
ている「あいち企業図鑑」への取組みがＮＨＫの取材を受けま
した。
（放送はすでに終了）
今流行になっているのは、サイトにある「1分動画」が各業
界で話題となっています。業者により作り込まれた動画では
なく、従業員の手作りによる普段の社内の現場や雰囲気を感
じ取れる動画は、就活において企業を知ってもらうには良い
チャンスです。また、動画製作にあたっては、社内の活性化に
もつながったとのこと。
あいち企業図鑑 https://aichi.co-dictionary.jp/company/kinuura/

有限会社フットバランス

衣浦部品工業株式会社

御幸本町13-19 TEL ／75-1884
URL http://footbalance.jp/

福釜町矢場16-1 TEL ／ 75-1101
URL http://www.kinuura.jp/

補助金を利用し、新工場建設！

「ケンサチ」
マラソンイベント開催！

医療機器関連や産業機器関連の精密板金加工を行っ
ている棚長（株）は、愛知県が公募を行った「新あいち創
造産業立地補助金」の採択を受け、工場を新たに建設い
たしました。
創業50年を越える同社は、精密板金の専門企業とし
て培った加工技術とノウハウを生かし、今まで以上に
お客様のご要望に的確且つスピーディーにお応えし、
これからの日本に残る仕事を行っていきます。

棚長株式会社

東端町用地167 TEL ／ 92-2411
URL http://www.tanacho.jp/index.html

新田町に店舗を構えるランニング専門店「快足AC」
は、安城市が取り組んでいる「健やか」で「幸せ」なまち
づくりを推進するケンサチプロジェクトの一環として、
「おてらんin本證寺90分リレーマラソン」を11月26日
（日）に開催します。
お寺散策やお楽しみ抽選会、飲食交流タイムもあり、
子どもから大人まで楽しめるイベントとなっています
ので、ご家族、職場仲間お誘い合わせのうえ、ぜひご参
加ください。詳細は下記URLをご覧ください。

快足 AC

新田町小山西68-1 TEL ／ 71-1881
URL https://www.kensachi-run.com
あんじょう商工会議所
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消費税軽減税率制度へご準備ください

特集2

平成31年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%へ引上げられると
同時に、消費税軽減税率制度が実施されます。

軽減税率制度の概要
軽減税率制度
の実施時期

平成31年10月1日（消費税率の引上げと同時）

消費税率等

標準税率は10％（消費税率7.8％、地方消費税率（注)2.2％）
軽減税率は８％（消費税率6.24％、地方消費税率（注)1.76％）
（注）地方消費税の税率は、消費税額の78分の22

軽減税率の
対象品目

①酒類・外食を除く飲食料品
②週２回以上発行される新聞（定期購読契約に基づくもの）

軽減税率の
対象品目

対象品目の売上げ・仕入れがある事業者の方は、これまでの記載事項に税率ごとの区分を追加した
請求書等の発行や記帳などの経理(区分経理)を行っていただくこととなります。
仕入税額控除の要件は、現行、｢帳簿及び請求書等(注１)の保存｣ですが、軽減税率制度実施後は、
こうした区分経理に対応した帳簿及び請求書等(注２)の保存が要件となります(区分記載請求書等
保存方式)。
（注)１「請求書等｣には一定の領収書や納品書、レシート等も含まれます。
２「区分記載請求書等｣といいます。なお、平成35年10月からは｢区分記載請求書等｣に代わり､
「適格請求書等｣の保存が要件となります(適格請求書等保存方式)。

税額の計算

売上げ及び仕入れを税率ごとに区分して税額計算を行う必要があります。
区分経理が困難な中小事業者の方には、経過措置として売上げに係る税額(売上税額)又は仕入れに
係る税額(仕入税額)の計算の特例があります。

軽減税率対策補助金

平成30年1月31日まで

消費税軽減税率制度（複数税率）への対応が必要となる中小企業・小規模事業者等の方々が、複数税率対応レジの導入や、
受発注システムの改修などを行うにあたって、その経費の一部を補助する制度です。
【Ａ型】複数税率対応レジの導入等支援

【Ｂ型】受発注システムの改修支援

複数税率に対応するレジの新規導入や、既存レジの
複数税率対応のための改修を支援

電子的な受発注システム（EDI/EOS等）を利用する
事業者が、複数税率に対応するために必要となる機
能の改修・入替を支援

補助率

原則2／3
※導入費用が３万円未満の機器を１台のみ
購入する場合3／4
※タブレット等の汎用端末は1／2
（周辺機器とのセット購入のみ補助対象）

2／3

補助額
上 限

レジ１台あたり上限20万円
※新たに行う商品マスタの設定や機器設置（運搬費
含む）に費用を要する場合は、さらに１台あたり
20万円まで加算
※複数台数申請等については、1事業者あたりの上限
は200万円

小売事業者等の発注システム：上限1,000万円
卸売事業者等の受注システム：上限150万円
※両方の改修・入替が必要な場合：上限1,000万円

概

要

詳しくは専用ホームページ（http://www.kzt-hojo.jp）をご覧ください。
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会員事業 所 訪 問
ホームページにも掲載中

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

株式会社鍋田総合管理
全室完全個室のマッサージチェアスペースを開設します

東

名鉄西尾線

今回ご紹介するのは池浦町にある
「㈱鍋田総合管理」
です。
㈱鍋田総合管理は建設業とリフォーム業を営んでいますが、
１０月より
「働く人の体と
心をリフレッシュして、
明日への活力にしてほしい」
という方針の下、
古井町に全室完全個
室のマッサージチェアスペース
「SelMa
（セルマ）
」
を開設します。
「体の疲労回復を気軽に、
仕事を終えた後や空いた時間に行い、
毎日アグレッシブに過
ごす」
ことを目的とし、
全室完全個室のマッサージチェアスペースの開設を考案しました。
このマッサージチェアスペースではマッサージ師による施術は行わず、
営業時間内に来場していただき、
マッサージチェア
を自由に使用していただく形での利用となります。
スペースは完全個室とするため、
プライバシーも保護され安心して使用で
きます。
マッサージチェアスペースは空港にあるファーストクラスやビジネスクラス利用者のみが利用できるラウンジをイメージ
して建築し、
「ゆったり、
くつろぎのある空間」
を提供して日々の疲れを取っていただけます。
至48号
疲労回復、
体調管理を気軽にしたい！という方にはおススメですので、
ぜひご利用ください。
道

鶴林古

海

新

幹
線

古井町芝崎5-6
〈マッサージチェアスペース〉
電
話 76-9001
営業時間 13時〜21時
定 休 日 毎週日曜日

祥南
小学校

所 在 地

古井駅口

碧海
古井駅

V-drug
古井町北芝崎

（杉原）

セブン
イレブン

★

暮らしの学校 安城アンフォーレ校
「心」「健康」「暮らしの知恵」を学ぶカルチャーセンター
今回ご紹介するのは、
「 暮らしの学校 安城アンフォーレ校」です。今年6月にアン
フォーレ南館2階に岡崎校に続いて2校目をオープンしました。場所は、ドミー安城ア
ンフォーレ店の真上2階にあります。
「暮らしの学校」は、地域の方々が集まり、お互い
の絆を深め、より良い暮らしの実現に貢献したいとの思いで設立した公益財団法人
が運営するカルチャーセンターです。
校内は、ダンススタジオや和室など全8教室があり、趣味や健康、日常生活に役立つ
講座を中心に約120の講座が開かれております。
秋のおすすめ講座は、
「トヨタ式おうち片づけ 実践編」です。人気書籍「トヨタ式おうち片づけ」の著者である香村薫さ
んを講師とし、時短のポイントや日々の暮らしを豊かにするアイディアを紹介します。
その他にもスポーツや手工芸、子ども向けの講座を準備しております。駅が近いこともあり、買い物や図書館利用時以
外にも仕事帰りに利用する方も多くいらっしゃいます。老若男女問わず誰でも参加可能です。是非ご利用ください。
JR東海道本線

所 在 地
電
話
営業時間

御幸本町12-8
0120-556-254
月〜土 9：30〜20：00
※土曜は17：30まで（日曜休み）
HP https://www.kurashinogakkou.org/

安城駅

UFJ
光徳
保育園
セブン
イレブン
桜町

（鈴木 雄）

JA
御幸本町西

★

御幸本町

活動報告ダイジェスト
版
新入・若手社員フォローアップセミナー
新入社員、若手社員を対象に、8月29日（火）に新入・若手
社員フォローアップセミナーを開催しました。
当日は、株式会社グランツハート代表取締役の松井浩恵
氏を講師にお招きし、仕事に対する姿勢や仕事へのモチ
ベーションの高め方、接遇実践力を高めるためのビジネス
マナーについてご教授いただきました。
参加者は、演習や講義、グループワーク等を行い、自身の
仕事に対する理解を深めました。

思いやり運転シンボルトラック出発式
当所は、今年4月に思いやり運転宣言式を開催し、思い
やり運転の推進を行っています。
そこで今回、思いやり運転のシンボルとして、安城七夕
まつり公式キャラクターのきーぼーをはじめ、安城市及び
知立市内のマスコットキャラクター4体をデザインに使
用し、PR用のアートトラックを制作しました。
そのトラックの完成披露出発式が9月21日（木）に安城
産業文化公園デンパークにて開催されました。

「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 177件（9月31日現在）
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建設部会主催セミナー
9月20日（水）に建設部会主催セミナー「西三河地域、安
城市における建設及び交通網整備事業の現状と概要」を開
催しました。
当日は、国土交通省中部地方整備局名四国道事務所の担
当者及び愛知県知立建設事務所、安城市建設部の担当者を
講師にお招きし、西三河地域及び安城市の交通網整備事業
等の現状、概要、今後の計画等についてご教授いただきま
した。

交通安全啓蒙活動
当所および当館テナントのアクサ生命保険株式会社は、
9月26日（火）に秋の交通安全県民運動に合わせて、朝の通
勤・通学時間帯に桜町交差点前にて交通安全啓蒙活動を実
施しました。
今回の活動は、地域の安心・安全の一環として、自動車及
び自転車利用者、歩行者へ交通ルールやマナーの遵守を呼
びかけ、交通事故防止の促進を図ることを目的に行ってい
ます。

七夕まつり意見交換会

総務・広報委員会

筒木 麻三子

8月21日（月）吉野屋さんにて事務局含め20名の出席で行われました。会長、
委員長の挨拶があり、次いで会員の意見や感想等を一人ひとり述べて頂きま
した。なかでも一番多く感想にあがったのは、親子ふれあいコーナーで、色と
りどりの紙を使用したペーパーフラワー作りは子どもに大好評でした。また、
浴衣着崩れ直しに来られた娘さんたちには、とてもよろこんでいただきまし
た。何よりの会員の方々も楽しく参加でき、勉強になりましたとの声が多くあ
りました。近年、女性会のブースがすっかり定着してきたと実感できた意見交
換会となりました。

活動報告
秋の全国交通安全運動

みんなの広場

9月21日〜9月30日

神谷美砂さんの作品 スケッチ画

「十二単衣」

▲9月22日(金)安城市役所 交通事故無し(梨)

フラ部会活動報告

お 知 らせ

8月7日

岡崎市

9月4日

安城市 小川の里

9月27日

安城市

NPO法人のぞみ施設

●教養サロン・・・はこ寿司作り

日時：10月27日（金）9：00〜12：00

姫小川町老人クラブ

場所：市民交流センター

11月11日〜17日は「税を考える週間」です
テーマ「くらしを支える税」
国税庁では、毎年11月11日から17日を「税を考える週間」
として、
国税庁ホームページで、
様々な情報を提供しています。
私たちのくらしを支える税について、ぜひこの機会に考え
てみてください。詳しくは下記URLをご覧ください。
◇URL https://www.nta.go.jp/

〜安城警察署からのお知らせ〜
安城市の交通事故発生状況（8月）
区
人身事故数

分

件数

年間累計

前年比

件数

71件

619件

−20件

死者数

0人

4人

＋1人

重傷者数

0人

14人

＋4人

軽傷者数

91人

742人

−32人

物損事故件数

540件

4072件

＋16件

自動車を運転する際には、歩行者に十分注意して下さい！
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「クレマチス」

国家公務員の再就職
規則にご協力ください
■公務員やOBの再就職をあっせんする行為
現役の国家公務員が企業等に対し、他の現役公務員・OBの
再就職を依頼することや、国家公務員・OBの情報提供等を行
うことは禁止されています。
■利害関係のある企業への求職活動
現役の国家公務員が、職務として携わる契約や処分などの
相手方となっている利害関係企業等に対し、在職中に求職活
動を行うことは禁止されています。
■再就職した公務員OBが契約や処分に関して元の職場に働き
かける行為
再就職した国家公務員OBが、再就職先の契約や処分に関し、
便宜を図るよう元の職場（省庁）に働きかけることは禁止され
ています（ただし、原則として退職後２年間に限ります）。
☆各企業へのお願い
企業の皆様におかれても、規制違反を未然に防ぐ観点から、
国家公務員・OBにこうした行為を求めないようご協力をお願
いいたします。また、規制違反が疑われる行為を見聞きした場
合には、下記連絡先まで情報提供をお願いいたします。
◇連絡先 内閣府再就職等監視委員会事務局
電話 03-6268-7660〜7668
ＵＲＬ：http://www5.cao.go.jp/kanshi/index.html

YEG

安城ＹＥＧだより

安城商工会議所青年部

愛知県連有志ソフトボール大会 in 豊田
天候にも恵まれた9月10日、
『愛知県連有志ソフトボール大会in豊田』
が豊田市運動公園にて開催いたしました。愛知県下各YEGより、延18
チームがエントリーされ、精鋭メンバーの揃った各チームが優勝を目指
し、熱い戦いを繰り広げました。
安城YEGからは、栄会長をはじめ15名が参加しました。優勝を目指し奮
闘しましたが、予選リーグで敗退。しかし、深津渉外委員長を中心にトラ
ンペットや太鼓の応援で会場を大いに盛り上げてくれました。
今年は、豊田YEGチームが優勝を飾りましたが、どのチームも元気よく
プレーしており、終始大盛り上がりのイベントとなりました。大会終了後
は、懇親会が行われ、他単会との交流が一層深まりました。

第3回愛知県連有志女性メンバー「青女の会」
第３回愛知県連有志女性メンバー「青女の会」が9月16日（土）に半田市
で開催されました。
「青女の会」は、平成27年度より開催されるようになりまして今回が第
3回目となります。昨今の商工会議所青年部活動は、全国的にも盛んであ
り、女性メンバーも活動に意欲的であることから、参加人数が年々増加し
ております。今回も愛知県20単会の各単会女性メンバーが参加し、交流・
親睦を図ることができました。安城YEGからは鈴木彩県連交流委員長始
め女性メンバーおよびOBの方も合わせて総勢8名で参加させて頂きま
した。
半田YEGメンバーの皆様の設営で第1部は薬膳料理を美味しく頂きま
した。第2部では半田YEG男性メンバーがホストと化して、場所を移り手
厚いおもてなしをして頂きました。
懇親会は終始和やかな雰囲気で大盛り上がりを見せ、参加した安城
YEG女性メンバーの皆さんと他単会女性メンバーの皆様と楽しく交流
を深めることができました。
設営から運営までご尽力を頂きました半田YEGの方々、本当にありが
とうございました。

トーク

元気ノ助のメールで投句

君がいる だからこうして 僕がいる
グッシー︵ 才・里町︶

︻宛先︼Ｅメール atsuya
＠ katch.
ne.jp
Ｆ Ａ Ｘ ９９ー２７７６
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ー 臨時総会・10月例会ー
臨時総会・10月例会を下記のとおり開催します。
○日 時 平成29年10月25日
（水）19時より
○場 所 デンパーク花車
○会 費 3,500円（当日徴収いたします）
○内 容 臨時総会では平成30年度の役員予定者並びに県連
出向予定者を選出する。10月例会では「本気でYEG
を語る魂親会！」として更なる会員同士の交流と会
員強化を図ります。
あんじょう商工会議所
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着物のトータルサービス業になった
きものブレイン』
1990（平成２）年当時、着物の小売市場規模は１兆5000億
円程度あったが、それ以降年々減少し、今や約2750億円と
なっている。このことは、織物の産地として栄えてきた新潟県
十日町市でも同様で、560億円あったピーク時の生産額が、今
や40億円にも満たない。その主たる原因は、少子高齢化に伴う
市場の縮小や西洋文化の進行に伴う着物離れと業界では考え
てきた。
しかしながら、
「株式会社きものブレイン」社長の岡元松男さ
んらは、衰退の最大の要因は市場の縮小ではなく、供給側の問
題と考えたのである。そして、次から次へとこれまで存在しな
かった新しい価値を創造提案してきた。その結果、同社は業界
の著しい衰退傾向とは逆に、右肩上がりにその業績を伸ばして
いる。
同社は、現社長である岡元社長と、その妻、岡元真弓副社長で
創業した。二人は脱サラし、当初、呉服商を経営していたが、そ
の中で着物に関するさまざまなニーズやウォンツの存在を
知った。例えば、ある顧客から「着物を着てもお手入れができな
いため、大切な着物は汚さないようにできるだけ着ないように
している……」と言われたことなど。ショックを受けるととも
に、呉服商として売りっ放しではなく、販売した商品にトコト
ン責任を持つ必要性に駆られた。
このことがきっかけで、岡元夫妻は1983年、着物を販売す

るだけではなく、着物のアフターケアやビフォーケア事業に乗
り出していく。アフターケア事業とは着物の着用後の染み抜き
やかけ直し、さらには丸洗いなどであり、ビフォーケア事業と
は仕立て前の反物の修正やガード加工（撥水加工）などである。
また、着物の縫製職人の激減や価格志向の強い顧客の要望に応
えるため、ベトナムのホーチミン市に直営工場を設立し、着物
の安定供給にも注力した。
こうした経営スタイルは、当時の業界の常識からいって非常
識そのものであったが、岡元夫妻は「何が正しいか、何が正しく
ないのか」を決断軸にし、努力を重ねた。その結果、７年間赤字
経営であったが、その後ゆっくり着実に動き出し、現在、社員数
286人、売上高27億円、約１万4000の呉服店と取引する、全国
最大規模の「着物のトータルサービス企業」にまで成長・発展し
たのである。
先日、機会があって、新たに建設された「きものブレインファ
クトリー」を見学させていただいた。企業とは改めて「市場創造
業」であると実感した。
法政大学大学院政策創造研究科
教授 坂本 光司

メディア対応時のマナー
経営者として、メディアへの対応に迫られることもあるで
しょう。従来は、新聞や雑誌、テレビ、ラジオが主でしたが、今は
インターネットで動画が簡単に配信され、オンデマンドで多く
の人の目に触れるようにもなりました。撮影の際には、今の自
分の最高の映り方を心得ておきましょう。15秒ほどのインタ
ビューでも、良い印象を持ってもらえれば信頼を勝ち取り、大
きなリターンが期待できます。悪い印象を与えてしまうと、
「取
材を受けず、コメントだけを出せばよかった」と後悔すること
になります。そこで今回は、メディア対応時のマナーについて、
基本をいくつか紹介します。
まず、会社の代表としてメディアに対応する場合、
「 私は思
う」というフレーズは避けるようにしましょう。なぜなら、
「私
は」と発した途端に説得力が落ちるからです。客観的な事実を
論理的に述べ、自分の意見は、
「個人的には〜と考えます」と言
うようにしましょう。
服装は、ダークジャケットを着用しましょう。経営者として
のカリスマ性や風格を表すにはベストです。
視線は、インタビュアーに向けましょう。ついカメラレンズ
を探したり意識したりしがちですが、不自然な目の動きは「さ
まよい目」となり、見ている人に不安感を与える結果になりま
す。気象予報士などはカメラを直接見てメッセージを伝えます
が、これは、非常に高度なスキル。実は相当難しいことです。カ
メラは意識せず、自然な形でインタビュアーを見るようにしま
しょう。ただ、このとき、体はカメラを意識します。具体的に言
うと、体を少しカメラの方に傾けるようにします。これは対人
術の一種ですが、カメラに傾聴の姿勢を取ることで、カメラの
向こうにいる大勢の人々、つまり視聴者に向けて語り掛ける形
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あんじょう商工会議所

になるのです。
インタビューに応じる際、背景のビジュアルをコントロール
することも重要です。商品やポスター、会社のロゴなどを配置
することで、経費をかけずにブランディングを図ることができ
ます。商品を手に持ったりするのはＮＧ。あくまでも自然に背
景に溶け込ませるとよいでしょう。
インタビューに慣れていないと、自信が無く、補足を重ねて
話が長くなりがちです。短く言い切る勇気を持ちましょう。
長々と話しても、編集されてしまいます。短いセンテンスで伝
えると、話が上手に聞こえます。簡潔に、印象深くポイントが伝
わるようにすることが重要。普段から話し方を意識しておきま
しょう。
取材はありがたい半面、緊張するものです。気合を入れよう
と、
「よし、一杯ひっかけて」などとは絶対に考えないように。こ
れで大失敗した人を知っています。アルコールやカフェインは
感覚を鈍らせ、興奮してつい気が大きくなり、失言にもつなが
ります。また、ミルクなどの乳製品は口を粘らせます。ミネラル
ウオーターで水分補給するようにしましょう。
最後に、やはり大切なのは練習です。取材の申し込みがあっ
たら、周囲にアドバイスを求めつつ、動画を撮って分析を行い、
トレーニングしましょう。自然に話すのではなく、自然に見え
るように話すのです。
人財育成トレーナー
美月 あきこ

