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ガンバル事業所、応援します！
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特集「安城市内景況調査」
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折込「事故をなくす安全衛生活動」
折込「消費税軽減税率対策セミナー」
折込「初級簿記講座」
折込「会員従業員表彰推薦概要および推薦書」
折込「商工会議所創立65周年記念事業親睦ゴルフコンペ」
折込「ビジもんバスターズ」
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安城商工会議所 行事予定
8月

9月

３日㈮ 第65回安城七夕まつり

４日㈫ 理工系大学教授等との情報交換会

13：00〜16：30

４日㈯ 第65回安城七夕まつり

11日㈫ 消費税軽減税率対策セミナー

14：00〜15：30

５日㈰ 第65回安城七夕まつり

12日㈬ 金融相談（日本政策金融公庫）

10：00〜12：00

８日㈬ 金融相談（日本政策金融公庫）

10：00〜12：00

18日㈫ 税務相談（記帳継続指導）

13：00〜16：00

16日㈭ 法律相談

13：00〜16：00

20日㈭ 法律相談

13：00〜16：00

23日㈭ 気づき力向上セミナー

14：00〜16：30

28日㈮ 事故をなくす安全衛生活動

９：30〜16：30

24日㈮ 金融相談（愛知県信用保証協会）

13：00〜16：00

28日㈮ 金融相談（愛知県信用保証協会）

13：00〜16：00

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：76-5175

今月号の表紙

第65回安城七夕まつり

「願いごと、日本一。」の安城七夕まつりが今年も始まります！

第65回安城七夕まつりを８月３日㈮・４日㈯・５日㈰の３日間、JR安城駅周辺
市街地一帯にて開催いたします。今年のテーマは「笑顔」。願いごと四大イベン
ト「願いごとふうせん」
「 願いごと短冊」
「 願いごとキャンドル」
「 願いごとスク
リーン」をはじめ、来場された皆さまが「笑顔」になれるようなイベントを数多く
行います。
見どころ満載の第65回安城七夕まつりにぜひお越しください。

【お問合せ】安城七夕まつり協賛会（安城商工会議所内） TEL：0566-76-5175

あんじょう商工会議所

− ３−

おしらせ

商工会議所からの

『 健 康 経 営 』

三方良しの

〜企業インタビュー〜
「丸中鍛工㈱」
〜

健康経営優良法人2018 中小規模法人部門 に認定

健康で社員全員が笑顔で仕事ができる職場へ

〜

弊社が健康経営に積極的に取組むことになった大きなきっかけは、社員が
ガンで亡くなったことにあります。企業の財産は「人」。人材不足である中小企
業では、社員が病気になると、代わりがなく業務が止まってしまうことも多々
あります。 以前より定期健診等は実施し、保険等でもフォローできることは
したいと思ってきました。また大切な人材である社員の健康に関して、
「心の
健康」も含め、さらに多方面からのサポートが必要であると考えていました。そ
んな時に「健康経営優良法人認定制度」を知り、できることから進めていこう
と考えました。
特に力をいれていることは、職場の活性化の為のコミュニケーションの促

磯貝廣治代表取締役社長

進です。家族参加の親睦イベントとして年2回のバーベキュー大会を開催しています。家族が仕事を理解してくれてい
る、社員が充実した、幸せな生活を送ることが心の健康、会社の利益にも繋がっていきます。
実際、認定されてから、社外からは声をかけていただき、社内では、社員一人ひとりの健康に対する意識が高まって
いるように思われます。
まだまだ、一般的には広く知られていませんが、今後は、ハロー

主な取り組み

・がん検診・任意健診等の費用補助
・食生活の改善
（野菜もう一皿プラスの習慣化）
あるということをアピールしていくとともに、働きやすい職場を目
・家族参加イベントの実施
指して健康経営に取り組んでいきたいと思っています。
・屋内完全禁煙
・メンタル不調者への相談窓口の設置 など
ワークの求人票、ホームページ、名刺にロゴを掲載して、優良法人で

新幹線三河安城駅を利用しましょう！
安城商工会議所は、西三河の行政、

商工会議所・商工会、そして1100社
を超える企業等の賛同を得て新幹

線三河安城駅「ひかり」停車活動を
進めています。もし、
「ひかり」停車が

実現すれば三河安城駅周辺がまさ

に西三河の中心地として発展が考え
られます。

こうした中で乗降客が少ないのが

大きな課 題となっておりますので、
皆様方の出張、行楽には是非とも新

幹線三河安城駅のご利用をお願い
いたします。

− ４−

あんじょう商工会議所

安城七夕親善大使一行来訪
8月3日㈮から5日㈰までの3日間開催される「第65
回安城七夕まつり」のＰＲを行うため、7月3日㈫に安城
七夕親善大使の皆さんが当所を表敬訪問されました。
当日お越しいただいた親善大使3名は、沓名会頭をは
じめ、副会頭、筆頭常議員に表敬を行い、今年の安城七
夕まつりの特徴やイベント等について紹介をいただき
ました。

日本政策金融公庫より感謝状受領
当所は、平成29年度小
規模事業者経営改善資金
の融資推進に努めたこと
を評価され、日本政策金
融公庫より感謝状を受領
しました。

各種検定試験のご案内

気づき力向上セミナー
本セミナーは、ビジネスにおいて必要な「気づき」を
学べるセミナーです。
「気づき」は仕事に対する考え方・
洞察力・行動力を身に付けるキッカケとなります。また、
業務を行う上での問題点や改善点などに気づくことに
よって、生産性向上や組織改善等へ繋がります。
ぜひ、この機会に「気づき」を学びませんか。
時 平成30年8月23日㈭

14時00分〜16時30分

場 安城商工会議所 3階 研修室
講 フリーエージェントインク株式会社 代表取締役 三宅 哲之 氏
内 １．仕事がスムーズに進む人、進まない人の習慣

２．毎日の中で気づく力を磨く５つのコツとツボ
３．明日から仕事に生かせる気づき力向上法
４．気づき力を組織に活かす
５．仕事も家族も幸せになる
¥ 安城商工会議所会員事業所 1名 3,240円（消費税込）
一般（上記以外）
1名 6,480円（消費税込）

東海税理士会
刈谷支部 安城部会

TEL 77-3636

【日本商工会議所主催検定試験】
●第150回簿記検定
試 験 日：平成30年11月18日㈰
申込期間：窓 口 平成30年9月10日㈪〜10月19日㈮
ネット平成30年9月10日㈪〜10月20日㈯
＜申込方法＞
当所窓口もしくは当所ホームページよりお申込みください。
【東京商工会議所主催検定試験】
●第8回ビジネスマネジャー検定試験
試 験 日：平成30年11月11日㈰
申込期間：平成30年8月28日㈫〜9月26日㈬
●第41回福祉住環境コーディネーター検定試験
試 験 日：平成30年11月25日㈰
申込期間：平成30年9月11日㈫〜10月12日㈮
●第45回カラーコーディネーター検定試験
試 験 日：平成30年12月2日㈰
申込期間：平成30年9月18日㈫〜10月19日㈮
●第44回ビジネス実務法務検定試験
試 験 日：平成30年12月9日㈰
申込期間：平成30年9月25日㈫〜10月26日㈮
●第25回環境社会検定試験（eco検定）
試 験 日：平成30年12月16日㈰
申込期間：平成30年10月2日㈫〜10月31日㈬
＜申込方法・お問合せ先＞
東京商工会議所 検定センター TEL:03-3989-0777
HP:http://www.kentei.org/

『平成30年度無料税務相談』

（休日の場合は、第２水曜日）場 市役所相談室
（北庁舎１階）
時 毎月第１水曜日
8月1日㈬

9月5日㈬

2月6日㈬

3月6日㈬

10月3日㈬

11月7日㈬

12月5日㈬

1月9日㈬

○ 相談時間 PM１：30〜PM４：00
○ ２ヶ月前から安城市役所市民税課で予約を受け付けております（各月定員８名）
○ 当日空いている時間であれば、予約がなくても相談できます。

問 安城市役所市民税課 TEL 71ー2213
（直通）
時 とき ■
場 ところ ■
講
■

講師

内 内容 ■
対 対象 ■
定 定員 ■
¥ 受講料・入場料 ■
問 問合せ先
■

あんじょう商工会議所

− ５−

キャリアアップ助成金（正社員化コース）
キャリアアップ助成金は、有期契約労働者、短時間
労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労
働者の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、
正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して
助成する制度です。
【受 給 額】
１．有期雇用→正規雇用
57万円<72万円>/名(42万7,500円<54万円>/名)
２．有期雇用→無期雇用
28万5,000円<36万円>/名(21万3,750円<27万円>/名)
３．無期雇用→正規雇用
28万5,000円/<36万円>名(21万3,750円/<27万円>名)

※< >は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は中小企業以外の額。

生産性の向上とは助成金の支給申請を行う直近の
会計年度における「生産性」が
・その3年前に比べて6%以上伸びていること 又は
・その3年前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること

マッチングフェアinなごや2018
受注企業募集！
この広域商談会は、発注企業と1対1で商談や情報交
換をしていただける交流・出会いの場です。新たなビジ
ネスパートナーを発掘できるこの機会を、是非ご活用く
ださい。
【日

時】 平成30年10月11日㈭
午前10時〜午後4時35分

【場

所】 愛知県産業労働センター 展示場7階・8階

【内

容】 発注企業と受注企業の個別面談
商談回数：最大10回、1回の面談時間：25分

【募集企業】 350社（定員になり次第締め切ります）
【料

金】 無料

【申込期限】 平成30年8月24日㈮
【お問合せ】 公益財団法人あいち産業振興機構
TEL:052-715-3068

【受給要件】
・有期契約・派遣などの形態で通算6ヶ月以上就業し
ていた従業員、または事業主による有期実践型訓
練を修了した有期契約労働者であること
・ガイドラインに沿ってキャリアアップ計画書を作成し、
労働局長の認定を受けること など
【お問合せ】 愛知労働局 職業対策課
あいち雇用助成室 TEL:052-219-5518

自動車エコ事業所を募集します！
愛知県では、平成16年度から、エコカーの導入や公
共交通機関の利用促進などの取組を積極的に実践し、
「安心・快適な暮らしを支え、環境と自動車利用が調
和した社会」の実現に大きく貢献している事業所を「自
動車エコ事業所」として認定しています。認定された事
業所には、認定証や表示板を交付するとともに、県の
ウェブページに掲載し、環境に配慮した事業所として広
く紹介します。企業PR等にぜひ、ご活用ください。
【対

象】 愛知県内の事業所（個人事業者を含む）

【募集締切】 平成30年9月28日㈮
【備

考】

「あいち自動車環境戦略推進大会」において、認定証及び
表示板の交付を行うほか、自動車エコ事業所認定制度を
紹介する以下の愛知県のウェブページへの掲載を行います。

【お問合せ】 愛知県 地球温暖化対策課
自動車環境グループ TEL：052-954-6217
− ６−

あんじょう商工会議所

製品・サービス等のCO2
排出量・削減量を算定します！
SDGs、ESG投資の拡大、パリ協定の採択を受け、持
続可能な社会実現のためのひとつの取り組みとして、脱
炭素化への動きが高まっていることから、中部経済産
業局では、製品・サービス等のCO2排出量・削減量の
無料算定を行っています。
自社の製品やサービス等からCO2がどれほど発生し
ているか、一度調べてみませんか。
【実施内容】LCAソフト及びデータベースを活用した製品
・サービス等のCO2排出量算定と結果報告
【対

象】 国内に拠点のある企業、自治体、団体であること
（企業規模、業種等は問いません）

【募集件数】30件程度
【料

金】 無料

【募集締切】平成30年12月21日㈮

※募集件数に達した時点で募集を締め切る
場合があります。

【お問合せ】 中部経済産業局 資源エネルギー環境部
エネルギー対策課 TEL：052‐951‐2775

ガンバル事業所、応援します!!
安城のソウルフードをご家庭でも！
「極・北京飯のたれ」発売！

バリ取り工程のお悩みを解決！バリ取りの自動化革命！
卓上バリ取り機「SM200」開発

安城のソウルフード「北京飯」。中国料理 北京本店の
大人気のメニューである「北京飯」がご家庭でも味わえ
ます。
「北京飯」専用の調味料「極・北京飯のたれ」が7月
18日に発売され、北京本店をはじめ、道の駅デンパーク
安城や、でんまぁとにて購入ができます。
「極・北京飯のたれ」は、様々な料理にもアレンジが可
能で、万能調味料としても活用できます。同店の杉浦代
表は、
「家庭に常備されるような調味料にしたい」と意気
込んでいます。
ぜひお試しください。

和泉町で自動化生産設備の設計・製作を手掛ける㈲
中島精工は、バリ取り工程で悩む部品メーカーのニーズ
に対応した、卓上バリ取り専用機「SM200」を開発しま
した。
同製品は、幅60cm、高さ65cm、奥行き48cmのコン
パクトサイズになっており、ツール交換・条件設定をすれ
ば熟練工でなくても、品質が安定したバリ取りが可能。
「SM200」は1台200万円と導入コストを抑えながら、
リードタイムの短縮や生産性向上等に貢献しています。

中国料理 北京本店

有限会社 中島精工

三河安城本町2丁目4-1

TEL／0566-75-0230

和泉町大海古6-8 TEL／0566-79-2155
URL http://www.sammleon.com/

バランス食堂いこっと「IKOTTO」
安城市役所にオープン

様々な情報をタイムリーに情報発信できる
デジタルサイネージを設置！

株式会社勤労食は、安城市役所内にバランス食堂い
こっと
「IKOTTO」
を平成30年4月にオープンしました。
店内手作りの同食堂では、カレーや丼もの、麺類に加
え、2種類の日替わりランチは季節にあわせた地元食材
を多く使い、
栄養バランスのとれた食事を楽しめます。
また、お好みの分量のおかずを購入できる「グラムデ
リ」
は、
食事のちょい足しができるのも楽しみのひとつ。
どなたでも食事ができる同食堂の近くを寄った際や市
役所に訪れた時は利用してみてはいかがでしょうか。

朝日町商店街にある精文堂印刷では、工場1階モニ
ターにデジタルサイネージ（動画広告）を設置しました。
交通量の多い交差点角に設けられた「街カドサイネー
ジ」は、時間ごとに内容が切り替わり多種多様でタイム
リーな情報を発信することができます。またスペースを
シェアする事によりお値打ちに広告が出せます。
商店・企業の広告、求人広告、また誕生日やプロポーズ
などのサプライズとして個人的な発信などいかがでしょ
うか。お問い合わせは下記までお願いいたします。

バランス食堂いこっと「IKOTTO」

安城市役所内

平日11時00分〜14時00分

※ピーク時の 12 時〜13 時以外が比較的利用しやすいです。

精文堂印刷／D-ARCH

朝日町22-2

URL

TEL／0566-76-2522

http://www.seibundo-print.com
あんじょう商工会議所
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安城市内景況調査結果 （平成30年4月〜6月）

＜ 全産業において依然として人手不足が続く見通し ＞
1．調 査 対 象

対象企業数

会議所役員・会員事業所

2．調査対象時期

平成30年4〜6月期

103企業

前年同期比 前年同期比
（前 回） （今 回）

(1)前年同期(平成29年4〜6月)と比べた今期の状況
(2)今期と比べた来期(平成30年7〜9月)の先行き見通し
3．企 業 数 内 訳

製造業 小売・卸業 建設業 サービス業
企業数

22

23

19

構成比

21.4%

22.3%

18.4%

計

39

103

37.9% 100.0%

安城市内の今期の業況判断DIを詳しく見ると下記の表のとおり、△15.5ポイ

ントとなった。業況判断の前回実績（△7.7）と比較すると7.8ポイントの減少

であった。来期の雇用人員においては、全産業ともに人員不足の状態が続いて
いく見通しである。
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※ＤＩとは、
「ディフュージョン・インデックス」
（景気動向指数）
の略で、
各調査項目について
「増加」
（好転、
やや好転）
した企業割合から、
「減少」
（やや悪化、
悪化）
した企業割合を差し引いた値である。
例えば、
売上で
「増加」
２５％、
「不変」
６０％、
「減少」
１５％の場合のＤＩは、
２５−１５＝１０となる。

今後も、四半期ごとに景況調査を実施いたしますので、ご協力の程よろしくお願いたします。
なお、詳しい指標は、当所ホームページの「景況調査」のページをご覧下さい。
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あんじょう商工会議所

活動報告ダイジェスト
版
新入・若手社員フォローアップ研修

7月18日㈬に新入社員・若手社員フォローアップ研修を
開催しました。
当日は、遠藤オフィス代表の遠藤明日香氏を講師にお招
きし、ビジネスマナーの基本、話すスキル、聴くスキル等に
ついてご教授いただきました。
参加者は入社してからこれまでの仕事を振返り、ビジネ
スの基本を改めて学びました。

LINEを活用したリピート術セミナー

7月24日㈫に当所観光サービス部会および安城ビジネ
スコンシェルジュ（安城市商工課）との共催にて「LINEを活
用したリピート術セミナー」を開催しました。
当日は、イーンスパイア株式会社代表取締役の横田秀珠
氏を講師にお招きし、LINEのビジネス版のLINE＠の使い
方や効果的な活用方法についてご教授いただきました。
参加者は、LINE＠の基礎知識や顧客のリピート化につな
げる方法等に関して理解を深めていました。

源泉納付個別相談会

7月3日㈫に平成30年分源泉所得税にかかる源泉納付個
別相談会を開催しました。
当日は、東海税理士会刈谷支部安城部会の税理士や、当
所経営指導員らが平成30年1月から6月までに支払われた
従業員や専従者等の給与に係る源泉所得税納付手続き及
び相談を行い、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。

会員交流・共済還元優待バスツアー

会員同士の交流と共済制度加入者様への還元を目的に、
会
員交流・共済還元優待バスツアーを7月17日㈫に開催しました。
今回のバスツアーでは、NHK朝ドラ「半分、青い。」のロケ
地である岩村城下町をメインに、恵那峡遊覧船や苗木城
跡、ちこり村を巡りました。
参加者は各所を満喫する中で、会員同士の交流を深めま
した。

“もっと社会のパートナーへ”

会 員 募 集 中 ！！

公益社団法人
刈谷法人会安城支部
〒446-8512 安城市桜町 16 番 1 号（安城商工会議所内）
ＴＥＬ 0566-76-5175
あんじょう商工会議所
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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/

MARUMI
希少フレーバーに出会えるかも
今回ご紹介するのは、キッチンカーの「まるみ」。 同店は、たません、焼きそば、そして夏は
かき氷をメインとしたファーストフードの移動販売が中心。メインのキッチンカーでは様々な
ところで販売している一方で、イベントやお祭りによっては屋台で出店することもあるとか。
安城市内では定期的にホコ天きーぼー市にキッチンカーで出店し、今年の8月3、4、5日の
安城七夕まつりにもかき氷屋の露店で出店を予定。
同店のかき氷の「氷」は、創業70年程の老舗氷屋から買い付けた、こだわりの「氷」。見た目
はふわふわで口に入れたらすぐに溶けるほど、やさしい口当たりが好評だ。
フレーバーも20種類ほど取り揃えており、定番の「イチゴ」や「ブルーハワイ」はもちろん、
「 マンゴー」や絶品の「クリームショ
コラ」は女性に大人気。
そして今の時期には「すいか」など、季節のフルーツを使用した生搾りのフレーバーが香りも高く甘さ控えめでオススメ。他で
はあまり見かけない、希少なフレーバーを一度味わってみるのはいかが。
また、同店は安城七夕まつりの際などイベント時には、他のお店にも「氷」を配達しているとか。子ども会やお祭
り、地域イベントで「氷」が必要な方は、まずはお気軽にお電話にてお問合せてみては。

電

話

0564-21-8382

※移動販売の為、お電話にてお問い合わせ下さい。

（吉田）

もじゃまる
楽しく美味しく味わえる『本格もんじゃ焼き』
今回は新明町にあります、
「もじゃまる」を取材しました。
もんじゃ焼きや、お好み焼き等を味わえる、本格鉄板焼き居酒屋を展開している同店を
訪問すると、美味しいもんじゃ焼きの焼き方や食べ方を笑顔でレクチャーする店長の姿が
ありました。
店内は昭和の雰囲気を残したモダンなデザインであり、懐かしさを感じます。個室や座
敷があり、カップルや家族等、老若男女問わず全ての方が楽しみながら鉄板焼きを満喫で
きる空間がありました。
オススメは牛すじネギもんじゃ（税込950円）。自家製牛すじ煮込みがもんじゃ焼きと最高にマッチする逸品です。もんじゃ焼
きは、店員さんに作ってもらうこともできるとのこと。また、お酒にもこだわりがあり、キリン極上生ビールアワード2018年認定
店にも選出されている。更に、女性向けのカクテルが20種類以上あるため、女子会や宴会で盛り上がること間違いなし！
本格鉄板焼き居酒屋の「もじゃまる」。もんじゃ焼きを作る・食べる楽しみを、ぜひ体感してみてはいかがでしょうか。
新田公園

安城商工会議所会員限定クーポン券

Coupon
もじゃまる
安城市新明町16-13
TEL 74-5033

自家製なめらか杏仁豆腐
１組様２個まで

無料サービス！
◯有効期限

平成30年8月末まで

安城市新明町16-13
74-5033
17:00〜23:30（L.O 23:00）
不定休
http://localplace.jp/t200314013/

事業所のPRをしませんか？

安城商工会議所
事業所訪問先募集中
商工会議所の会報とホームペー
ジに無料で掲載できます。
会員向けにクーポンを発行した
い方大歓迎です！
是非ご利用ください！
問合せ：安城商工会議所
TEL 76-5175

名鉄西尾線

所 在 地
電
話
営業時間
定 休 日
H
P

（杉山）

鍛造素材から部品加工まで、
HV車部品を支える、匠の技

丸中鍛工株式会社
●本
社：安城市桜町12-24
●東端工場：安城市東端町西大坪1-1

TEL 0566-92-1526
FAX 0566-92-3297
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新明町西

★
新明町東

東海

安城東公園

道本

線

女性会だより
平成30年度 愛知県商工会議所女性会連合会

総会・懇親会

副会長 本多 真由美

7月10日㈫に名古屋マリオットアソシアホテルで開催された総会において、議案は全て承
認されました。
引き続きヴァイオリンとピアノからなるDuoAile（デュオエール）による音楽会を楽しみ、
カレーハウスCoCO壱番屋創業者宗次德二氏より「カレーなる人生」と題した講演では、孤
児院で育ち養父母との極貧生活、壱番屋の創業から退任後に私財を投じてクラシック音楽
の普及活動及び青少年に楽器を贈る運動にいたるまで波乱万丈の人生のお話を聞かせてい
ただきました。
また懇親会では、和装ハーピスト＜綾＞の演奏を聴きながら県内19団体の参加者と親交
を深めることができました。

平成30年度 愛知県商工会議所
女性会連合会 総会・懇親会

▲宗次德二氏と記念撮影

東海商工会議所女性会 設立20周年記念式典

副会長 稲垣 三枝子

6月22日㈮東 海 市 芸 術劇場にて、節目を祝う記 念 式 典が 執り行われ、当会からは会
場 他2名が参加しました。まちづくり応援 隊「とまてぃーぬ」に出迎えられ、会員手作り
のバラのコサージュが竹 笹に飾られ、七夕気分を味わえるような演出に、おもてなしの
心を感じました。
会議所会頭、市長の挨拶の中にも女性会が果たした役割の大きさが 語られ女性会の
存 在を再確認しました。祝賀会のアトラクションでは青島広 志 氏のピ アノ、小野勉氏の
テノールお二人の絶妙なトークとピアノ。澄みきったさわやかな声で女性の美しさ、やさ
しさを歌った13曲は郷愁を誘い、なんとも懐かしく心に染みてきました。会員のチーム
ワークの良さが光り、色々と学ぶことが多かった素晴らしい記念祝賀会でした。

活動報告

夏の交通安全キャンペーン

▲会場入り口にて記念撮影

着崩れ直し講習会

●7月11日 ザ・モール安城
●7月17日 JR安城駅前

7月26日 桜井公民館

七夕まつり全体説明会

7月31日 新富

▲キャンペーンの様子

▲参加者で記念撮影

フラ
部会

7月14日 缶富塾
7月22日 小川の里 夏祭り

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〜
水と山の事故

危険はいつも

すぐそこに

〜ちょっとした注意や事前の準備が危険から守ります〜

＜水難事故が起きた時の措置＞
○大声を出すなどして、近くにいる人に助けを求める。
○岸から浮き輪、ロープ、ペットボトル、ビニール袋等を
使って救助する。
○水の中に入り救助する場合は、二重事故に注意する。
○救助した際は、水を吐かせたり、人口呼吸を施す。
○警察（110番）、救急隊（119番）に早く知らせる。
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＜万が一山で遭難してしまったら？＞
○パニックにならず、必ず下山できると信じて行動しましょう。
○体力の温存に努め、むやみに動き回るのはやめましょう。
○救助要請をしましょう。
但し携帯電話が繋がらない場合は
電波が受信可能な場所へ移動しましょう。

YEG

安城ＹＥＧだより

安城商工会議所青年部

6月例会「七宝焼き体験 ビール工場見学」
今回の例会は外部視察研修事業として、まず初めに「七宝焼きアートビレッジ」にて２月例会でお世話
になりました田村有紀さんより七宝焼について学ばせて頂きました。伝統工芸の次代への継承の大切さと
大変さを実感すると共に田村有紀さんの地域を愛する気持ちが伝わってきました。七宝焼きの青年部オ
リジナル会員バッジを実際に作成し、七宝焼きの難しさや凄さを肌で感じることができ、貴重な体験に
なったのではないかと思います。昼食後、
「キリンビール名古屋工場」を見学し今回例会の終了となりました。
普段何気なく飲んでいるビールですが、原材料から製造過程を見学させて頂き、過去から現在までのビー
ル製造の移り変わりと品質管理・生産管理を大変重視されてい
ることがよく分かりました。国内シェアを１％上げる難しさと自
社製品の既存のファンを裏切らない新商品の開発に取り組む事
をお話頂いた方の真剣な表情を我々中小企業はもっと持つべき
だと感じました。６月例会を設営してくださいました、研修委員
会の皆様ありがとうございました。

▲会長挨拶

▲田村有紀さんによる説明

▲目の前で焼いてくれました

▲バッジの仕上がり確認

▲ビール工場見学

▲おいしいビールを堪能！

トーク

元気ノ助のメールで投句

ヤバいかも どんどん好きに なって
いく
サヤカ︵ 才・箕輪町︶

︻宛先︼Ｅメール atsuya
＠ katch.
ne.jp
Ｆ Ａ Ｘ ９９ー２７７６
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ー ８月例会『第６５回安城七夕まつり』ー
８月を下記のとおり開催します。
○日

時

平成30年8月2日（木）〜5日
（日）

○場

所

碧海信用金庫本店駐車場

○内

容

第65回安城七夕まつりへの参画

※８月２日は前日準備です。

○その他

碧海信用金庫本店駐車場で天の川テラスとして、
物販ブースやステージ管理などを行います。
あんじょう商工会議所
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本物にこだわり成長発展する『太子食品工業』
青森県三戸郡三戸町に太子食品工業株式会社という社
名の食品メーカーがある。現在の主事業は「豆腐」
「もや
し」
「納豆」など、日配食品の製造販売であり、豆腐では知
られた企業である。
創業は今から78年前の1940年、青森県三戸郡南部町
で、現社長の工藤茂雄氏の父が中心となり、納豆の製造販
売を行う家業的企業としてスタートした。その後、戦争によ
る混乱や大手企業とのあつれき、さらには東日本大震災の
風評被害など、幾多の困難もあったが「地域を代表するい
い会社になりたい……」という夢と希望を胸に、後継者を
中心として全社員がその思いを結集させ、火の玉集団と化
して経営革新の努力をしてきた。
そのかいあって、現在では社員数640人、売上高は170
億円という、青森県どころか全国でも有数の食品メーカー
にまで成長・発展している。同社の成長・発展の要因は
多々あるが、
その最大の要因は、本物にこだわる新商品の
開発力と、
その確かな商品化のための生産技術力、
そして
その管理力の高さと思われる。
事実、同社が創業した当初は、納豆だけの小さな製造
販売企業であったが、一貫して、市場に支持される新しい
本物の商品づくりに注力してきた。しかも開発する新商品
は、他社の物まね商品ではなく、いずれも本邦初という画
期的なものばかりである。ミニサイズの豆腐「ミニやっこ」
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や「昆布入りたれ付き納豆」などがそうである。
こうした新商品開発の努力が実り、売上高は創業当初
の数千万円から今や170億円にまで拡大しただけでなく、
その売上比率も大きく変わったのである。ちなみに、現在
は豆腐が45％、もやしが14％、油揚げが13％となり、かつ
て100％商品であった納豆は、今や10％以下となっている。
同社が、顧客から高い評価を受けてきたのは、単にこう
したユニークな商品づくりをしてきたからだけではない。
それは同社がこの間、
「偽物はつくらない・売らない……」
という方針の下、徹底的に安全・安心にこだわった新商品
づくりをしてきたからでもある。
例えば、わが国で最初に「遺伝子組み換え大豆不使用
宣言」をしたのも、また豆腐製造工程で一般的に使用され
る「乳化にがり」や「消泡剤」の不使用宣言をしたのも同社
である。加えて言えば、日持ちのする豆腐の製造技術であ
る「一丁寄せ製法」を開発したのも同社である。同社が業
界のイノベーターといわれるゆえんもこうしたことにある。
先般、機会があって、同社の十和田工場を訪問したが、
その食品づくりへの強い思いは、生産環境面はもとより、
人財育成の面でも強く感じることができた。
人を大切にする経営学会
会長 坂本 光司
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掲載店
募集中!

アンカリッチは安城・刈谷・知立の全域に確実に届く
クーポン付きフリーペーパーです｡(144,900部）

お問合せ・申込みは

〒446-0039 安城市花ノ木町5-2
TEL（0566）75-1188

http://www.ankarichi.jp

お客様のビジネスをサポート
インターネット接続サービス

防犯・災害対策サービス

拠点間接続サービス

映像・動画系サービス

データセンター・クラウドサービス

お問い合わせ

0120-2-39391株式会社キャッチネットワーク
刈谷市野田町大ヒゴ1番地

地元「安城」で生まれた名産品。
匠の味をお届けします。

広告掲載の募集をします!!
商工会館1階サイネージにて広告掲載あり

会報誌は、当所会員事業所をはじめ、行政機関や
主要交通機関等へ毎月2800部を配布します。
事業所のPRにぜひご活用ください！
＜料 金>

株式会社

〒446-0046 安城市赤松町梶 1 番地
ネクスト TEL
0566-92-5512

ギフトセットはこちらから！

安城ハム

安城商工会議所は
セキュリティアクションを宣言しています
「SECURITY ACTION」は中小企業自ら
が、情報セキュリティ対策に取り組むことを自
己宣言する制度です。IT社会では、企業経営
においてもIT活用による「攻め」と、情報セ
キュリティによる「守り」が不可欠です。
身近なところから情報セキュリティ対策を
始めましょう。

内面モノクロ広告 1小間 年間掲載料： 67,380円（税込）
1ヵ月単価： 5,025円（税込）
裏面裏カラー広告 1小間 年間掲載料： 84,300円（税込）
1ヵ月単価： 7,025円（税込）

【特 典】
会報誌へ広告掲載いただくと、商工
会館1階に設置されているデジタルサ
イネージにも広告掲載を行います。
デジタルサイネージ広告▶

掲載ご希望の方はご連絡ください
安城商工会議所広報係

TEL 76-5175
あんじょう商工会議所
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平成

「健康で元気をつくる東祥」 ホリデイスポーツクラブ

年8月１日号︵毎月１日発行︶

30

第
号

780

豊富なプログラムのスタジオ

リラックスできる温浴設備

〒

泳ぐだけじゃないプール

発行所／安城商工会議所

広く開放的なジム

ー８５１２

446

安城市桜町

〒446-0056
安城市三河安城町1-16-5

TEL 0566-79-3111

東京証券取引所 証券コード：8920

番１号

16

貸切バス

【ドライバーの運転マナーが自慢です】

0566-97-6000
安城市尾崎町堤下11-1 東伸運輸㈱バス事業部

★遺言書作成と資産承継★
電話相談受付は、夜8時まで！

76

代表
司法書士 矢田良一

司法書士 サルビア事務所
安城市緑町2丁目19番地15

TEL 0566〈77〉3882
四季の雫
（しずく）

検索

印刷所／安城印刷株式会社

中 型・ 小 型
40人・27人乗

幹事さんの強い味方!!
○観光旅行に○イベントに
○空港への送迎○結婚式の送迎
○巡礼の旅○冠婚葬祭に

①相続人に実印をお願いしなくても、
相続が完了する
②遺言者の希望通りの相続が完了する

☎

遺言を作って、安心して長生きを！

ー５１７５㈹

安城の

購買料／定価
円︵購買料は会費に含む︶

60
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あんじょう商工会議所

