
経営で迷ったら「バスターズコール
」を発動せよ！MISSION

バスターズコールとは…
ビジネス問題「ビジもん」を解決する最高機密機関「ACCI（安城商工会議所）」の最終
兵器であり、スペシャリスト「ビジもんバスターズ」を事業所が要請することができる。
「無料」「いつでも」「何度でも」の三大特典が揃った「専門家派遣事業」である。

発動無料!!

詳細は
ACCIバスターズ本部
（安城商工会議所）へ連絡!!

▲星野リゾートトマム アイスビレッジ

▼小田原箱根商工会議所 式典

▲森、道、市場 キッズスペース

▼ラグーナテンボス イルミネーション

６
2016  No.754

安城商工会議所会報

６
2016  No.754

安城商工会議所会報

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
運転資金が足りない…、設備を買いたい…、
どうしよう。と悩んでいる方にオススメ！

安城市による６ヵ月分の利子補給が
利用できます。〔                          〕



今月のみどころ

安城商工会議所 行事予定

今月の会員事業所紹介

特集「平成28年度第２回あいち
　　　　　　　中小企業応援ファンド」
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MIZUKOSHI
　所在地　安城市姫小川町
　　　　　舘出47-12　
　電　話　0566-99-0718

麺屋すずなり
　所在地　安城市新田町小山西68-1
　電　話　090-3259-0577

７月

３日㈰
５日㈫

６日㈬
10日㈰
17日㈰
24日㈰

ビジネス実務法務検定試験
源泉納付個別相談会

ビジネスマナー研修
福祉住環境コーディネーター検定試験
ビジネスマネジャー検定試験
eco検定試験

9：00～16：00
※12：00～13：00は除く
9：30～16：30

６月

７日㈫
８日㈬
８日㈬
12日㈰
13日㈪
14日㈫
16日㈭
17日㈮
19日㈰
21日㈫
23日㈭
24日㈮
24日㈮
26日㈰
28日㈫

高校進路指導担当者との情報交換会
経営相談
金融相談（日本政策金融公庫）
日商簿記検定試験
安城商工会議所 常議員会
時局講演会
法律相談
平成28年度産学官連携勉強会
カラーコーディネーター検定試験
クレーム対応セミナー
ものづくり人材育成研修会
ものづくり人材育成研修会
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

13：30～17：00
10：00～12：00
10：00～12：00

14：00～15：30
13：00～16：00
14：00～15：15

14：00～17：00
10：00～17：00
9：00～17：00
13：00～16：00

　グラフィックデザインをベースに事業展開しているクリエイティブ会社「プランエイチ株式会
社」。同社のイベント事業部では、ジオデシック構造を用いたジオデシックドームのオリジナル製作
販売・レンタルを展開しています。
　今回のジオデシックドームは、他社レンタル品の並行輸入品ではなく、完全自社製品となってい
るため、寸法や変形、天幕の種類など、お客様の要望に合わせたオリジナル製品を作ることが可能に
なります。
　現在、野外ライブハウスや野外講演会場、各種イルミネーションなど、様々な用途でご利用いただ
いており、お客様も好評の声を多数いただいています。直径10ｍまでのドームであればレンタル可
能ですので、各イベントやモニュメントとしての使用など、様々な場面で使用できるジオデシック
ドームをぜひご利用ください。

【お問合せ】 プランエイチ株式会社
　　　　　 所 在 地 ： 刈谷市幸町3-2-6
　　　　　 連 絡 先 ： 0566-78-3276

ジオデシックドームの製造販売とレンタル事業を展開中!!

今月号の表紙　プランエイチ株式会社

　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！

折込「ビジネスマナー研修」

特集「お中元に観光土産品を
　　　　　　　　　　ご利用ください」
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折込「クレーム対応セミナー」
折込「平成28年度産学官連携勉強会」
折込「ものづくり人材育成研修会」
折込「源泉納付個別相談会」

－３－あんじょう商工会議所



■ とき　■ ところ　■ 対象　■ 講師　■ 内容　■ 定員　■ 受講料・入場料　■ 問合せ時 場 対 内講 定 ￥ 問

　５月24日（火）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、報告いたします。

ふるさと納税制度に関する産品
提供事業者説明会 参加者募集！ 刈谷法人会会長表彰を受賞！

　安城市では、ふるさと納税制度により、本市以外
にお住まいの方が本市へ１万円以上の寄附をしてい
ただいた場合に、安城産米「あいちのかおり」又は
安城和牛肉の返礼品を贈呈しています。
　平成28年度には、本市への寄附の促進と地元特産
品の販売促進、観光ＰＲなどの地域振興に繋げるた
めに、寄附者への返礼品の拡充を予定しています。
　返礼品を提供していただける事業者を広く募集す
るための説明会を開催しますので、少しでも興味の
ある方は、ぜひご出席ください。

※ふるさと納税については、総務省の「ふるさと納
　税ポータルサイト」をご覧ください。
URL：
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeis
ei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html

時 平成28年6月30日（木）
１回目：15時00分～16時30分
２回目：19時00分～20時30分

内 事業所の申込手続きに関する説明

場 安城市文化センター１階 講座室

問 安城市財政課 TEL 0566-71-2210

対 安城市内に事業所等を有する企業又は個人事業主
で、安城の魅力ある商品を提供できる方

　当所では、会員増強＆共済制度加入促進キャン
ペーンを実施しています。
　下記期間中は、当所職員ならびにアクサ生命保険
株式会社の推進員がお伺いさせていただき、福利厚
生充実のための制度「たなばた共済」についてご説
明いたしますので、お時間を賜りますよう、お願い
いたします。
　また、今回より新たに当所へご入会いただいた事
業所にＱＵＯカード（1,000円分）を差し上げます。
最近ご商売を始めた方やまだ商工会議所に入会され
ていない方をご存知でしたらこの機会にぜひご紹介
ください。

【実施期間】 平成28年6月30日（木）まで

安城警察署から
防犯対策のお願い

会員増強&共済制度加入
促進キャンペーン実施中！

　5月18日（水）未明、尾張部東部・名古屋市東部の会
社・工場事務所を狙った事務所荒らし等事件が一晩に
9件連続発生しました。
　これら事件の特徴は、出入口ドアを強引に破壊して
侵入し、事務所内の金庫・ロッカー等を物色しており、
今後、同種事件の発生が心配されますので、下記の防
犯対策を参考に、被害の未然防止をお願いいたします。

【防犯対策】
●事務所内には現金を保管しない
　防盗性の高い金庫を使用し、固定する。
　金庫を安易に発見される場所に設置しない。
　金庫の鍵の保管、管理を徹底する。
●帰宅時や事務所外に現金等を持ち出す際は、
　必ず複数人で対応する
●窓、出入口等開口部の強化
　補助錠を設置して複数施錠したり、ガードプレー
　トや鎌状デットボルトの錠を設置し、こじ破り対
　策をするなど、侵入に時間をかけさせる対策をす
　る。
●機械警備の導入や防犯カメラを設置し、撮影して
　いることを表示する

※不審者・不審車両を目撃したときはすぐに110番　
　通報してください！

東洋理工株式会社
横山　真喜男　氏

大見工業株式会社
大見　満宏　氏

－４－ あんじょう商工会議所

商工会議所からのおしらせ



デンソーブライトペガサス
当所田村会頭を表敬！

　5月11日（水）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」の澤部長、伊藤監
督および竹林主将他が当所の田村会頭を表敬訪問さ
れました。
　市制施行64周年安城市発展祭においてキックオフ
式を行った「安城市ホームチームサポーター事業」と
も連携を行い、地元大会をさらに盛り上げていけるよ
うに努めていきますと意気込みを語っていただきま
した。

市制64周年安城市発展祭 受賞おめでとう！
　5月9日（月）に安城市文化センターにて市制64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さまが表彰されましたので、ご紹介いたします。

市制64周年安城市発展祭 受賞おめでとう！

市政功労者 一般功労者 特別感謝状
被贈呈者

杉山 秀樹 氏
（スギヤマ工業株式会社）

〈事業所〉

吉見 幸造 氏
（吉見法律事務所）

〈個人〉
金子 功男 氏

（新英金属株式会社）
岡田 初夫 氏
（有限会社初寿司）

株式会社デンソー
アイシン精機株式会社

大嶽 岩雄 氏
（株式会社大嶽安城）

富田 清治 氏
（株式会社南山園）

遠山 満 氏
（株式会社遠山観光）

平成28年熊本地震
災害義援金協力事業所

　当所では、被災地の一日でも早い復旧・復興のた
め、被災事業者の事業再開、被災商工会議所の再建、
観光回復等に係る事業に活用いただくための義援金
を募集いたしました。
　その結果、下記の事業所より合計110万円の義援金
を頂きましたので、ご報告させていただきます。この
度は、ご協力いただき、誠にありがとうございました。
　今回の義援金は、日本商工会議所を通じて被災商工
会議所および商工会議所連合会に寄贈させていただ
きます。
【災害義援金協力事業所（敬称略・五十音順）】
・ 株式会社エンター
・ 株式会社大嶽安城
・ 株式会社國立経済研究所
・ トップメディアホールディング株式会社
・ 日清電
・ 株式会社増田組
・ 山口旭薬局支店
・ 有限会社吉野屋

東海税理士会
刈谷支部  安城部会

TEL 77-3636

－５－あんじょう商工会議所



お中元に「Made in 安城」を
ご利用ください!!

安城市和泉町大北58-2／92-2655
（株）和泉そうめん丈山の里

安城市和泉町中本郷220-1／92-0138 安城市和泉町中北110／92-2711
（有）たつみ麺店 和泉手延麺業組合

安城市日の出町2-18／76-3024
櫻屋

安城市三河安城本町2丁目4-1／75-0230 安城市花ノ木町10-20／76-2865
中国料理 北京本店 桝見屋

安城市末広町2-18／76-2505
穂積堂

安城市御幸本町6-5／76-3701 安城市北百石町2-19-15／73-0260
竹之内かご店 御菓子司北城屋 百石総本店

安城市池浦町丸田160-2／77-1000
（福）ぬくもり福祉会 まるくてワークス

安城市赤松町梶1／92-5512
（株）ネクスト

安城ハムポークは、国産の豚モモ肉を低温長期熟
成させ、肉の旨味を引き出しました。塩分を抑えた香
り豊かなプレスハムです。安城ハムチキンは、国産の
鶏肉を仕様。あっさりとした淡白な味はどんな料理
でもお使いいただけます。

厳選した珈琲豆
を焙煎前・後と
２回 のハ ンド
ピック（選別）を
おこなうことで、
豆本来の持つ風
味を楽しめるク
リアな味に仕上
げました。

いちじくあん、柚子あ
んを柔らかいカステ
ラでサンドしたブッセ
菓子。

３メートル余りの長さまで
延ばし、夏に吹く風“そう
めんの風”というものを利
用してできる半生麺の手
延長そうめん。乾麺にはな
いモチモチの強いコシと
ツルツルののど越しは格
別。

黒糖入りの皮に焼き
いもと白餡を一緒に
練り上げた大島饅頭
です。

安城の梨を使った
みずみずしい羊かん。

ふっくらと炊きこんだ北海小豆で羽二重餅を包ん
だ香ばしい最中。

竹の皮ばかり集めて編み上げた為、堅ろうで美しく
出来上がりました。大きすぎず小さすぎず、箸も落
ちないように作りました。安城七夕まつりで使用し
た竹を使っています。

今や安城のソウルフードと言われ、秘伝の甘辛ダレ
で味付けしたふわトロ玉子の上に、三河ポークの唐
揚げがのる究極の丼。

当地独自の半生もどし
製法で作られる、名物の
長い半生そうめんです。
国際味覚審査機構にて
優秀味覚賞を受賞！

三河和泉郷に受け継がれ
た伝統の技法「半生もど
し」によって作られたコシ
の強い手延べ麺です。

お中元に「Made in 安城」を
ご利用ください!!

　安城市観光協会では、市内製造販売業
者が製造する土産品を安城市にふさわし
い土産品として26業者50品目を選定しま
した。
　認定期間は平成28年4月から平成30
年3月末までの2年間となり、認定土産品
には認定シールが貼られます。
　今回は、当所会員事業所の認定土産品
のオススメ商品をご紹介いたします。
　これからのお中元の季節に安城市の認
定土産品をお買い求めください。

問 安城市観光協会事務局
（安城市役所商工課内）
TEL：0566-71-2235

－６－ あんじょう商工会議所



安城市東栄町1-3-3／97-8168
（株）碧香園

安城市朝日町15-10／76-3311 安城市御幸本町2-1／76-2778
（株）金魚屋 （有）両口屋菓匠

安城市藤井町南山20／99-0128
（株）南山園

安城市御幸本町8-9／74-2224 安城市大山町1-12-31／76-9009
安城駅前元気会 デ・レーヴ タカハシ

安城市御幸本町1-1 キーポート内／73-9511
（株）安城スタイル

安城市赤松町梶1／92-7111 安城市美園町1-7-8／76-4307
（公財）安城都市農業振興協会（デンパーク） （有）マルコウ酒店

安城市桜井町三度山59／99-8038
パティスリーしあわせのえき

安城市赤松町梶1／92-7755
安城デンビール（株）

安城を含む、愛知県産
の小麦粉を使用し、こ
の地域で愛されてい
る和菓子のカステラを
洋菓子の技術を使い
製造しています。バター
を使わずに太白ごま
油を使って、軽い食感
を出してザラメ糖でア
クセントをつけていま
す。

「ごんぎつね」の
世界を、うなぎ、
くり、そして彼岸
花（紅しょうが）
で表現し、いな
りにしました。

絵札1枚1枚が異
なる作品を題材
にしています。新
美南吉の童話や
詩に親しむきっ
かけを作りまし
た。

西三河の玄関口とも言われ
る新幹線「三河安城駅」。
将来大きな躍進を願ってラ
ベルにしました。

“王さまと靴屋”
をモチーフに安
城産のいちじく
を使用したアー
モンドたっぷりの
王冠をイメージし
たフィナンシェ。

原料は麦芽と
ホップと酵母
だけで作られ
ています。非
加熱、非濾過
でビール酵母
が ちゃんと
残っている本
物の味をお楽
しみください。

十勝産小豆のつぶ餡に
やわらかい栗を入れ甘
さを控えた小豆の風味
は、どら焼き名人の名
にふさわしい逸品で
す。

安城市堀内町道下34-1／99-6123
どんぐり本店

バターの風味豊かなサクサクした焼き菓子です。

鳥帽子に素袍を来た太夫と鼓を打つ才蔵のかけあ
いでめでたい文句をとなえ舞を演ずる姿（三河万
歳）の人形です。

南吉作品に登場する動物をイメージして作った、シ
ンプルだけれど、何処か懐かしい味のクッキーです。
愛知県産の小麦粉を使って丁寧に焼き上げました。

３年連続モンドセレクション金賞受賞の抹茶と、上
品な玉露の詰め合わせです。

愛知県産のお茶
を使用しており
ます。深むし茶に
少し煎茶をブレ
ンドすることに
より、飲み口が
スッキリしてい
ながら深むし茶
独特のまろやか
さがお口の中に
広がります。

－７－あんじょう商工会議所



－８－ あんじょう商工会議所

ホームページ（http://www.aibsc.jp/）

〔申請受付期間〕平成28年６月29日㈬～平成28年７月29日㈮
〔助成対象事業〕新製品（商品）開発、販路拡大、人材育成（新製品（商品）開発、
　　　　　　　　販路拡大につながるもの）
〔各ファンドの対象事業者、助成対象分野、助成限度額・助成率〕

地域産業資源活用応援ファンド

小規模企業者　※１

中小企業者　　※２

中小企業団体　※３

中小企業グループ

一般社団法人及び

一般財団法人

小規模事業者

支援機関

対象事業者

分野の指定なし

助成対象分野

1/2以内

2/3以内

2/3以内

助成率

◯個別の小規模企業者・中小企業者

　50万円以上300万円以内

◯団体又は中小企業者のグループ

　50万円以上500万円以内

50万円以上100万円以内

100万円以上500万円以内

助成限度額

地域産業資源※４
（市町村別地域産業
資源一覧（下記ホー
ムページ参照）に記
載された地域産業資
源のうち県下全域及
び事業所所在地の資
源）

活用する地域資源

モノづくり応援ファンド

小規模企業者
中小企業者
中小企業団体

中小企業グループ

対象事業者

次世代産業分野
※５

地場産業分野
※６

助成対象分野

1/2以内

助成率

50万円以上500万円以内

助成限度額

県内の地域資源

活用する地域資源

農商工連携応援ファンド

小規模企業者
中小企業者
中小企業団体

中小企業グループ

対象事業者

あいち産業科学
技術総合センタ
ーや愛知県農業
総合試験場等と
連携して行う事
業

助成対象分野

1/2以内

助成率

50万円以上500万円以内

助成限度額

県内の地域資源の

農林水産物

活用する地域資源

平成28年度あいち中小企業応援ファンド助成事業
～第２回募集のご案内～

平成28年度あいち中小企業応援ファンド助成事業
～第２回募集のご案内～

※１　中小企業基本法第２条第５項に規定する者とします。
※２　中小企業地域資源活用促進法第２条第１項第１号から第５号までに規程する者とします。
※３　中小企業地域資源活用促進法第２条第１項第６号から第８号に規定する団体で、企業組合、協業組合、事業協同組合、農業協同組
　　　合、漁業協同組合、森林組合、商工組合、商店街振興組合、酒造組合等です。
※４　中小企業地域資源活用促進法に基づき愛知県が指定した資源（下記ホームページ参照）

※５　愛知県が定めた次世代自動車、航空宇宙、環境・新エネルギー、ロボット、健康長寿とします。
※６　愛知県が指定する地場産業（詳細は下記ホームページ参照）

公益財団法人あいち産業振興機構　新事業支援部　地域資源活用・知的財産グループ
TEL.052-715-3074　各説明会情報や助成対象経費等の詳細につきましては、下記ホームページをご覧ください。

【お問合せ】



シャンプー・顔そり・マッサージの体感技術を！

みんなに愛される一杯があなたを待っている！
　今回ご紹介するのは、新田町にある「麺屋　すずなり」。元気で明るい大将が営んでいる店内
は、大将を慕う常連客でいっぱい。そんな大将のオススメは「台湾まぜそば卵黄のせ」（税込800
円）。ピリッとした辛さがやみつきになるスープと太麺の相性は抜群です。そこにクリーミーな
卵黄とピリ辛なミンチが絡みあい、一度食べだしたら止まらないこと間違いなし。〆の追い飯
までペロリと食べれてしまいます。数多くの雑誌に取り上げられるのも納得の一品です。
　また、平日のランチタイムはライスが1杯無料になっています。それに加え、学生さんには少
ないお金でもお腹いっぱいになって満足してもらいたいという大将の想いから、高校生までは麺大盛り無料もやっているそう
です。学生さんにも嬉しいサービスですね。
　ラーメンの味だけではなく、お客様との距離が近く、アットホームな雰囲気なのも「麺屋　すずなり」がみんなに愛される魅力
の1つです。
　ぜひ一度、大将こだわりの1杯を食べに足を運んでみては。

　今回は、姫小川町にある「ＨＡＩＲ-ＳＡＬＯＮ　ＭＩＺＵＫＯＳＨＩ」。
東京で８年間修行して、一昨年に代表者となり現在３代目です！
昨年には店舗もリニューアルしたばかりで、東京での経験を活かした店舗づくりが随所
に見られます。
　お店は、先代同様にお子さんからお年寄りまで、幅広く、世間話や大好きな野球の話
題といつも会話と笑い声の絶えない地域に密着したお店です。雨天でも車椅子での来店
者が雨に濡れることのないようにと店舗づくりにも細かな配慮がされています。
カットやパーマなどの特殊技術はもちろんですが、シャンプー・顔そり・マッサージなどの実際に体で感じる体感技術に力を
入れており、癒しの空間も創り出しています。ぜひ一度、体感技術を試してみてはいかがですか。
　また、外出ができない方への散髪の出張サービスも行っていますので、ぜひ一度お気軽にご連絡ください。

MIZUKOSHI

麺屋 すずなり

●所 在 地　安城市姫小川町舘出47-12
●電　　話　0566-99-0718
●営業時間　平日　9：00～19：30
　　　　　　土日　9：00～19：00
●定 休 日　月・火曜日（第１月曜日は除く）

●所 在 地　安城市新田町小山西68-1
●電　　話　090-3259-0577
●営業時間　11：30～14：30／18：00～22：30
　　　　　　（ラストオーダー 22：10）
●定 休 日　水曜日　Ｐあり

クーポン付

◯有効期限　平成28年6月末日まで

※他券併用不可

のいずれか
１つ無料！

亀岡

柴田（裕）

ホームページにも掲載中　http://anjo-cci.or.jp/

会員事業所訪問



　交流・研修委員会は、異業種間の交流、親睦を深め、女性ならではの研修事
業を計画し、多くの会員さんの参加を促すような内容、構成にしていきたい
と思います。
参加していただき、楽しかった、役に立った、参考になったと言われるよう
な事業を実施し、沢山の方々と知り合いになることで異業種交流が出来、良
い人間関係の場になることが提供でき、この様な出会い、機会を皆様に利用
していただけると、ますます活気
ある会に広まっていくのではと感
じます。これからも時代に即した
女性会を目指して、活動してまいり
たいと思いますので、温かいご理解、
ご支援を賜りますようお願い申し
上げます。

交流・研修委員会紹介 委員長 稲垣三枝子

　愛知県では、家庭教育を応援する企業を募集しています。
「あいちっこ家庭教育応援企業」とは、子育てしやすい職場環境づくりと子どもたちが健やかに育つことができる活動に取り組み、
家庭教育を支援することに賛同していただく企業のことを言います。
　愛知県教育委員会生涯学習課ホームページにて賛同書がダウンロードできるようになっておりますので、ご賛同いただける企業は、
ダウンロードいただき、ＦＡＸにてお申込みください。
　また、企業が行う従業員を対象とした家庭教育の研修会に講師を無料で派遣しておりますので、お気軽にご利用ください。
【お問合せ】
　愛知県教育委員会生涯学習課　ＴＥＬ：052-954-6780
　ホームページ：詳しくは下記ＵＲＬをご覧ください。
　http://www.pref.aichi.jp/soshiki/syogaigakushu/kateikyouikuouenkigyou.html

あなたの企業も子育て応援！「あいちっこ家庭教育応援企業」募集中！

☆フラガール部会
　6月11日（土）11：00～11：45　
　桜井福祉センターかんらんしゃ

お 知 ら せ

☆第１回教養サロン
　6月6日（月）13：15～15：30　
　市民会館２階 講座室

・安中信子　訪問介護あいわ
・伊藤信子　㈱想珠

元気フェスタ特別委員会 委員長 加藤淳子

　七夕まつり特別委員会と致しまして
は、今年もお子様連れの利用者様が、笑
顔で七夕まつりを楽しめるように、利用
者様の負担を軽くするお手伝いが出来
ればうれしいです。七夕まつりに浴衣の
利用者様、お子様連れの利用者様、
女性会の方々に笑顔が沢山あふれ
ますように頑張ります。

七夕まつり特別委員会
委員長 河西幸恵

新 入 会 員 紹 介

　　本年度は12月４日（日）に開催されます「元気フェスタ2016」。スポー
ツを通して、地域の青少年の育成と交流を商工会議所・青年部さんと共にこ
れから約半年間をかけて準備していきます。今年も女性会ならではの美味
しい「豚汁販売」と子供達を対象と
した体験コーナー（警察・消防・自
衛隊）を予定しております。次世
代につなげていけるような楽しい
一日に出来ますよう委員会をはじ
め会員皆様でバトン渡しがスムー
ズに出来るように、ご協力頂けます
ようお願い致します。

行 事 予 定

－12－ あんじょう商工会議所

★講習会・イベント最新情報
★事業所ＰＲ
★会員の皆さんからの口コミ情報
★公的融資や助成金情報
★各種経営情報　など
役立つ情報をメールでお届けします。

安城商工会議所メールマガジン購読者募集中！！

申込み

当所ホームページ→　http://anjo-cci.or.jp

購読無料!!

左下

よりお申込みいただけます。

メールマガジンの配信
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



ー ６月例会『その報道、鵜呑みにしていませんか？』 ーー ６月例会『その報道、鵜呑みにしていませんか？』 ー

○日　時　平成28年６月20日（月）　19：00～21：00
○場　所　安城商工会議所
○内　容　情報化社会の中で新聞・ニュース・インターネット

等様々な情報ツールが私達の周りに溢れています。
様々な情報から正しい情報を選別し読み取る力が
青年経済人として必須と考えます。そこで『メディ
アリテラシー』についての講演会を開催します。

６月例会を下記のとおり開催します。
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通常総会・５月例会

　５月16日（月）、安城商工会議所３階会議室に於きまして、平成２８年度安城商工会議所青年部通常総会が執り行われ

ました。

　田村脩安城商工会議所会頭、金子功男副会頭、沓名俊裕副会頭、富田清治筆頭常議員、弓場てる子女性会会長、岩瀬英行

専務理事、菊池修常務理事にご臨席いただき、松本会長の緊張感のある挨拶で２８年度の会長所信を述べられました。通

常総会では議場も施錠され、例年よりも更に緊張感のある雰囲気で執り行われ、２７年度安城商工会議所青年部事業報

告並びに収支決算が無事に承認されました。

　総会承認の後、竹中前会長からのお礼のご挨拶、竹中前会長から松本会長へのバッチの引継ぎがされ、熱い握手が交わ

されました。

　青年部ＯＢの皆様を交えた懇親会では、商工会議所５階へ会場を移動して楽しく食事をしながら、三味線奏者の山口

晃司氏をお招きし素晴らしい演奏をして頂きました。安城の誇る芸妓さんの演奏する三味線とは趣の異なる迫力ある演

奏は圧巻でした。平成28年度の事業が迫力と勢いに満ちたものになると期待させる例会でした。

安城商工会議所青年部

安城ＹＥＧだよりYEG

－13－あんじょう商工会議所



　松山市内から車で１時間ほど走った愛媛県の西端に、八幡
浜市というまちがある。人口は、昭和30年当時７万2000人
を数えたが、その後、年々減少し、今や３万6000人とピー
ク比半減化し、その高齢化率も36％と、日本が2040年にな
るであろう高齢化率を先取りしたまちである。
　このまちに、地域住民、とりわけ高齢者のライフラインを
下支えしている小さな企業がある。その企業は「アサノ設
備」という社名で、主事業は、給排水工事や住宅の増改築工
事、さらには福祉用品の販売やレンタル事業、社員数は17人
である。
　同社の創業者であり、現経営者は浅野幸雄氏である。地元
生まれではあるが、幼少のころに父親を亡くし、次男という
こともあり、地元の学校を卒業した後、大阪の大手鉄鋼メー
カーに就職した。そこで水道関係の部署で働いていたが、28
歳で故郷に帰り、昭和54年、30歳のとき、今も一緒に働く
社員１人を雇用し、２人でスタートしている。
　ちなみに浅野社長が故郷に戻ったのは、母親と一緒に暮ら
していた長男が、税理士になるため、自宅を離れなければな
らない事情が発生し、兄に代わり、育ててくれた母親の面倒
を見るためであった。
　故郷に戻ったとはいえ、働く安定した職場もなく、それ故
起業することを目的に雇用してもらい、２年後、計画通り創
業したのである。以来37年間、一度も赤字を出すことなく、
社員数も17人にまで拡大し、地域住民の評価も極めて高い企

業となっている。
　同社がこの間、地域住民の高い評価を受けつつ、着実に成
長、発展してきた要因は、徹底した顧客満足度追求と、それ
を担う社員への思いである。
　顧客満足でいうならば、「奉仕を先に利を後に……」とい
う経営方針のもと、工事の大小や昼夜を問わず、顧客のもと
にすぐに駆け付ける経営を持続してきた。一般的に、水漏れ
や詰まりなどは、大した金額にもならないため、業界では後
回しにされるのが常であるが、同社の方針は、一番困ってい
る顧客やお年寄りを、いつでも・どこでも最優先してきたの
である。
　さらに言えば、数年前から本業とはかけ離れた福祉用品の
販売やレンタル事業に乗り出したが、これも金もうけなどで
はなく、この間頼りにしてくれた顧客が、一段と高齢化し、
満足な介護や生活ができない人々がおり、見過ごせなかった
からという。
　こうした徹底した弱者思いの誠実な経営姿勢は、次第に地
域の強者からも高い評価を受けていった。
　このような顧客満足度の高い経営ができるのも、浅野社長
の背中と心で示すリーダーシップと、社員と家族思いの経営
姿勢に、全スタッフが共感・共鳴しているからに他ならな
い。

法政大学大学院政策創造研究科
教授　坂本　光司

　飛行機に乗っていると、不安定な気流によって機体が突然
大きく揺れることがあります。このとき、慣れている方なら
座席ベルトを締めつつ落ち着いた表情でやり過ごすこともで
きるかもしれませんが、中には慌てたり、悲鳴を上げたり、
血相を変えて乗務員を探すような乗客もいらっしゃいます。
　日々、飛行機に乗っている乗務員は、大きな揺れも慣れて
はいますが、人によっては少なからず不安や恐怖を感じてい
るものです。ですが、だからといって乗務員が焦りの表情を
浮かべて業務連絡を受けたり、他の乗務員にコソコソと話し
掛けていてはいけません。これでは、乗客の不安と恐怖は一
気に増してしまいます。機内という閉ざされた環境からパ
ニックになりかねません。心の中では多少不安を感じていた
としても、乗務員は軽く微笑み、「大丈夫ですよ」と乗客を
落ち着かせる役回りが求められます。その表情や振る舞いを
見て、乗客は安心するのです。
　たとえ危機が訪れていても、内心では「大変だ。心配だ」
と思っていても、平然とした態度と表情で「大丈夫」「安心
して」と口にし、周りを安心させる。これは、経営者にも求
められることです。
　会社を経営していれば、大なり小なり危機は訪れます。そ
して、いざというときの責任のすべてを、経営者は背負わな
くてはなりません。このとき、微笑みのひとつも浮かべなが
ら平然としていられるためには、普段からネガティブな事態
の想定（リマインド）をして準備しておくことが重要です。

　私が、飛行機の客室乗務員だったころのことです。毎年の
救難訓練を受けるだけではなく、フライトごとに乗務員同士
での緊急時の手順確認や、パイロットとの脱出確認を繰り返
し行っていました。離着陸時にも「もし緊急脱出することに
なったら……」「いま火災が起きたら……」「急病のお客様
がいらっしゃったら……」といった決してあってはならない
ような事態をイメージしては、その場合の対応の手順を頭の
中で思い巡らせるのです。よく、機内の乗務員が窓の外を眺
めていますが、あれは決してボーッとしているわけではなく、
非常時の想定問答を頭の中で繰り返しているのです。
　私は乗務員時代に機内での火災や暴力行為に遭遇しました
が、上記のような日々の想定のおかげで、「STEP１、STEP
２……」と記憶をたどりながら対応することができました。
日頃から備えておけば、非常時にも余裕が生まれますし、そ
の余裕は微笑みにもつながります。
　社員が「大変だ、大変だ」と動揺するような事態にも、微
笑みを浮かべながら「大丈夫」「想定内」「安心して」と諭
し、周囲を落ち着かせる。これも、経営者の仕事のうちで
しょう。そのためにも、ポジティブ思考だけではなく、ネガ
ティブな想定も日頃から心掛けなくてはなりません。
  

人財育成コンサルタント
美月　あきこ

人口減が続くまちを支える『アサノ設備』

普段から非常時の想定を

－14－ あんじょう商工会議所
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