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安城商工会議所創立65周年記念ゴルフコンペ
安城商工会議所創立65周年を記念して、会員様を対象とした
親睦ゴルフコンペを開催いたします。
と

き

ところ
定 員

平成30年10月23日㈫
葵カントリークラブ（愛知県額田郡幸田町大字大草字小沢37-1）
30組（120名）
※詳しくは、8月号の折込チラシをご覧ください。

安城商工会議所 E-mail▶info@anjo-cci.or.jp
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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
「常議員会・通常議員総会 開催！」

6

商工会議所からのお知らせ
「受賞おめでとう」

ブリットアプリケーション株式会社
所在地

御幸本町3-1
グリーンパールビル3F

電

話

91-6780

MTサロン城南店

折込「気づき力アップセミナー」
折込「健康宣言」

所在地

城南町1丁目5-20

電

91-5132

話

安城商工会議所 行事予定
7月

8月

１日㈰ ビジネス実務法務検定試験
３日㈫ 源泉納付個別相談会

３日㈮ 第65回安城七夕まつり
９：00〜16：00

８日㈰ 福祉住環境コーディネーター検定試験

４日㈯ 第65回安城七夕まつり
５日㈰ 第65回安城七夕まつり

11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

12日㈭ 経営セミナー決算書の基本と活用方法

13：30〜16：00

16日㈭ 法律相談

13：00〜16：00

23日㈭ 気づき力アップセミナー

14：00〜16：00

24日㈮ 金融相談（愛知県信用保証協会）

13：00〜16：00

15日㈰ ビジネスマネージャー検定試験
17日㈫ 税務相談

13：00〜16：00

17日㈫ 会員交流・共済還元優待バスツアー

７：20〜17：50

18日㈫ 新入社員・若手社員フォローアップ研修 ９：30〜17：00
19日㈭ 法律相談

13：00〜16：00

19日㈭ 会員交流・共済還元優待バスツアー

７：20〜17：50

22日㈰ 環境社会検定試験（eco検定試験）
24日㈫ LINEを活用したリピート術

14：00〜16：00

27日㈮ 金融相談（愛知県信用保証協会）

13：00〜16：00

今月号の表紙

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

メトロ電気工業株式会社

こたつを“オールシーズン使う”ための新提案！

表紙は、
メトロ電気工業株式会社が今年5月から販売を開始した新製品
「隠れfan」
＜メーカー
希望小売価格7,200円
（税別）
＞です。
「コタツをオールシーズン使用できないか」
との発想から生
まれた同製品は、
暑い夏をより快適に過ごすための新しいアイテムです。
使用方法はとても簡単で、
既存のコタツのヒーター部分を取り外し、
同製品をビス４本で固定
して電源を入れるだけで足元に心地よい風が吹きます。
また、
静音設計なので、
モーター音も気
になりません。
暑い夏をより快適に過ごしたいとお考えの方はぜひ、
メトロ電気工業株式会社にお問合せく
ださい。 ※安城商工会議所会員事業所は優待価格にてお買い求めいただけます。
【お問合せ】
メトロ電気工業株式会社 業務課 サービス係 フリーコール：0800-300-0520
所在地：安城市横山町寺田11-1
HP:http://www.metro-co.com
あんじょう商工会議所

− ３−

特集

常議員会を6月12日㈫、通常議員総会を6月26日㈫に開催！
全ての議案が原案どおり可決!!
【議 題】
①平成29年度事業報告承認に関する件
②平成29年度各会計収支決算承認に関する件
③要望書提出に関する件
④役員選任に関する件
【報告事項】
①議員職をとる者の変更について
株式会社ニッセイ:伊藤 達美 氏
株式会社名古屋銀行安城支店:大橋 達 氏
東海東京証券株式会社安城支店:浜田 周作 氏

株式会社イノアックコーポレーション
安城事業所:田村 重松 氏
株式会社タケヒロ:竹内 照雄 氏
②新入会員について
新入会員（H30.3〜）37事業所について報告。
③創立65周年記念事業について
記念式典、記念講演会、安城産業フェア「EXPO
ANJO」、経済視察、会員交流事業の5事業の開催に
ついて報告。

平成29年度 安城商工会議所収支決算
収入の部（総額：24,838万円）
その他
383万円

前期繰越金
2385万円

事業収入
9,063万円

支出の部（総額：24,838万円）
次期繰越金
2,650万円

会費
5,766万円

補助金
7,240万円

その他
3,273万円

事業費
7,440万円

事務費
1,541万円
人件費
9,934万円

※労働保険事務組合特別会計の保険料、特定退職金共済特別会計の掛金・退職給付金は除く（単位：万円）

− ４−

あんじょう商工会議所

平成30年度 安城商工会議所からの要望書 提出！
安城市長および安城市議会議長に対して要望書を提出しました。

＜中期的要望事項＞

＜短期的要望事項＞

１．インフラ整備

１．インフラ整備

⑴国道23号名豊道路のIC周辺の取付道路における渋滞緩和整備

⑴豊田安城線の事業推進

⑵名古屋岡崎線バイパスの事業推進

⑵新池箕輪線の早期整備

⑶河川（鹿乗川等）の改修工事の推進

⑶岡崎半田線の早期整備

⑷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

２．産業振興

⑴中小・小規模事業者の採用活動への支援

２．産業振興

⑵「アンフォーレ」を活用した中心市街地商業者の活

⑴（仮称）産業振興センターの建設

性化支援

３．地域振興・地域活性化

⑶地域の特性にあわせた補助制度の充実

⑴三河安城南地区の市街化区域拡大と指定時期の明確化

⑷市営駐車場回数券補助の増額

⑵JR安城駅前の一体的整備

⑸ものづくりコンベンション（ものコン）開催への支援

⑶新安城駅周辺の一体的整備と名鉄本線の高架化

３．地域振興・地域活性化

⑷種鶏場跡地の有効活用

⑴南明治第三土地区画整備事業の推進

⑵地域活性化策としてのプレミアム商品券事業の実施
⑶空き家対策

⑷JR安城駅の混雑解消

⑸安城芸妓文化振興会（笑美素会）への支援

⑹新幹線三河安城駅「ひかり」停車活動への協力
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会員の皆様へ
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平成29年度の日本経済を振り返りますと、国の各種政策の効果により、個人の所得環境の改善が続く中で景気は緩やかに回復し、
また海外経済も堅調に推移し、輸出や生産の持ち直しが続くとともに、個人消費や民間設備投資が持ち直すなど民需の改善が図られて
きました。一方、米国の保護関税政策や高水準な企業の人手不足など経営のリスクとして影響が懸念されています。
こうした状況の中、当所は地域を代表する総合経済団体として、地域の中小・小規模事業者の経営力強化や持続的成長のための支援
や、地域の活性化に向けた意見要望活動を積極的に取組んでまいりました。
重点事業として掲げました、経営発達支援事業としての専門家派遣事業「ビジネス問題バスターズ」による多くの事業所への経営支
援をはじめ、10月に開設された安城ビジネスコンシェルジュ（ABC）と連携したセミナー開催や、当所の要望により新設された安城
市の「販売促進事業補助金」を活用し、市内事業所の販路開拓支援に繋げることができました。製造業のＢtoＢマッチングを目的に、
隔年で開催している「ものづくりコンベンション（ものコン）」を５月に開催し、第3回目となる今回は88の企業、団体に出展いただ
き、621件の商談を行っていただくことができました。また、依然として厳しい採用環境にある市内中小事業者の雇用対策支援として
「ANJOB」の開催や企業ガイドブックの作成、西三河地域の商工会議所と共同で実施した合同企業説明会の開催など、企業の採用支
援にも積極的に取組みました。
また、西三河地域の活性化に向け、新幹線三河安城駅への新幹線「ひかり」停車の実現に向けた活動に取組み、2月には西三河地域
の経済界を中心とした要望書をJR東海へ提出しました。新たに取組み始めた「思いやり運転啓蒙活動」では、安城警察署や安城市など
と連携し、啓発ステッカーにて会員事業所の206社1,211台の車両において情報発信をするとともに、かもめ〜るハガキを活用した啓
蒙活動などにも取組み、安城市より感謝状をいただくなど、いずれも当地域の振興、交通安全の推進に大きな成果を挙げることができ
ました。
さらに、国・県・市に対する中小企業支援対策、インフラ整備の推進などの意見要望活動も積極的に取組み、道路整備の進展や工業
用地の新設など要望活動の効果を得ることもできました。
なお、従来からの経営改善普及事業の推進、会員ニーズに応じた講習会・講演会、検定事業のほか、財政基盤強化に向けた会員増強
にも力を入れ、会員数も前年度比で14社増の2,520社と成果を上げることができました。
ここに役員・議員各位を始め会員の皆様からの温かいご支援に心からお礼申し上げます。
今後とも、商工会議所の体質強化に取り組み、会員及び地域の期待に応えられるよう、一層努力してまいりますので、従前以上のご
指導ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
以下、実施いたしました事業等の概要を項目別にご報告いたします。

東海税理士会
刈谷支部 安城部会

TEL 77-3636

『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
7月4日㈬

8月1日㈬

9月5日㈬

1月9日㈬

2月6日㈬

3月6日㈬

10月3日㈬

11月7日㈬

12月5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）
あんじょう商工会議所

− ５−

おしらせ

商工会議所からの

観光サービス部会主催セミナー
LINEを活用したリピート術
本セミナーでは、LI N Eのビジネス版であるLI N E
＠（ライン・アット）の基本を学ぶとともに、収益に繋
げるための具体的なテクニックについて解説します。
LINEをビジネスに活かしたいとお考えの方は、ぜひ
この機会にご参加ください。
（火）
14時00分〜16時00分
時 平成30年7月24日
場 安城商工会議所

新入社員・若手社員
フォローアップ研修
本セミナーは、新入社員・若手社員が自らの行動意識
を高め、仕事の向上目指し、自ら率先垂範し、職場全体
に活力を与えられる社員として成長することを目的に開
催いたします。新入・若手社員を成長させたいという事
業所はぜひ、お申込みください。

（水）
9時30分〜17時00分
時 平成30年7月18日
場 安城商工会議所

３階 研修室

講 遠藤オフィス

（株）
講 イーンスパイア

3階 研修室

代表 遠藤 明日香 氏

内 １．
オリエンテーション

代表取締役 横田 秀珠 氏

内 １．
LINE＠とは？
（個人のＬＩＮＥとの違い）

２．
LINE＠は他のソーシャルメディアより強力
３．
LINE＠のプッシュ通知で効果的な投稿方法
４．
LINE＠を始める前にやるべきことと始め方
５．
LINE＠で友だちを増やす告知のテクニック
６．
実店舗へ圧倒的に集客するLINE＠成功事例
７．
ネット通販、
BtoB、
営業でも有効な活用法
８．
売上が2〜3倍になるLINE＠問合せボタン

２．
ビジネストレーニング
３．
ビジネスマナーの基本の復讐
４．
ビジネス電話の基本の復習とスキルアップ
５．
話すスキル ６．
聴くスキル ７．
プレゼンテーション

対 新入社員、
若手社員など

定 50名
（定員になり次第、
締切）
¥ 安城商工会議所会員事業所

1名 4,320円（税込）
但し、刈谷法人会安城支部および
刈谷労働基準協会安城支部会員 1名 6,480円（税込）
一般（上記以外） 1名 8,640円（税込）

定 35名
（定員になり次第、
締切）
¥ 安城商工会議所会員事業所

無料！
一般
（上記以外） 1名 3,240円（税込）

受賞おめでとう！
6月14日（木）に名鉄ニューグランドホテルにて開催さ
れた「（一社）愛知県法人会連合会第6回通常総会」で受
賞されました。おめでとうございます。

経営セミナー
決算書の基本と活用方法

＜全法連功労表彰＞

＜愛知県連会長表彰＞

本セミナーでは、経営者、経理・総務担当者を対象
に、決算書の見方、読み方の基礎知識に加え金融機関
が気にする決算書のポイントと、決算時に気になる税
金に関するポイントを学べます。

新英金属株式会社

決算書の知識習得、向上を図っていただく絶好の機
会ですので、ぜひご参加ください。
（木）
13時30分〜16時00分
時 平成30年7月12日
場 安城商工会議所

３階 研修室

講 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、
読み方と基礎知識

２．
貸借対照表と損益計算書の読み方
３．
金融機関が気にする決算書のポイント
４．
決算時に気になる税金講座
５．
簡単な財務諸表分析
６．
その他

対 経営者、
経理・総務担当者、
決算書について

学びたい方など

¥ 無料

− ６−

あんじょう商工会議所

金子 功男 氏

株式会社クサカ

日下 成人 氏

株式会社東祥

沓名 俊裕 氏

インテリアブランド
「モテアロマ」販売開始！
安城市内のものづくり企業6社による香りのブランドが㈱
ランドの直営店VALORE三河安城本店、
デンパーク店にて
販売を開始します。
今回販売になる商品は、
㈱ランドが製造
するエッセンシャルオイルを活用した４製品です。
低反発香り
ボール
『アロマシュマロ』
、
香り長持ち
『アロマジェル』
（共に三
栄ポリウレタン㈱）
。
ステンレスを0.2mmまで薄くして香り
の楽しめる
『アロマメタルカード』
（㈱タキオン）
、
天然エッセ
ンシャルオイルをそのままに味わえ
る、
子供でも安心なエアゾール
『アロ
マエアー』
（
。複合資材㈱）
各社の技術が詰まった商品を是
非体感してみてください。
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
■

事業承継補助金
事業承継補助金は、事業承継やM＆Aなどをきっかけとした、中小企業の新しいチャレンジを応援する制度です。 経
営者の交代後に経営革新等を行う場合（Ⅰ型）や事業の再編・統合等の実施後に経営革新等を行う場合（II型）に、必要
な経費を補助します。
＜Ⅰ型 後継者承継支援型＞

＜Ⅱ型 事業再編・事業統合支援型＞

【補助対象事業】

【補助対象事業】
・新事業分野への挑戦
・既存事業分野における新市場開拓
・既存事業分野における生産性向上 など

・新商品の開発又は生産

・新役務の開発又は提供

・商品の新たな生産又は販売の方式の導入

【募集期間】

・役務の新たな提供の方式の導入 など

平成30年7月初旬〜平成30年8月中旬予定

【募集期間】

平成30年7月初旬〜平成30年8月中旬予定

【募集対象者】

・日本国内で事業を営む中小企業・小規模企業者等、
個人事業主、特定非営利 活動法人であること

・地域経済に貢献している中小企業者等であること
【補助対象経費】

人件費、設備費、原材料費、外注費、委託費、

広報費、謝金、旅費、店舗等借入費、会場借料費など

【募集対象者】
・本補助金の対象事業となる事業再編・事業統合に関わるす
べての被承継者と承継者が、日本国内で事業を営む中小企
業・小規模企業者等、個人事業主、特定非営利 活動法人で
あること
・地域経済に貢献している中小企業者等であること

【補助対象経費】

人件費、設備費、原材料費、外注費、委託費、

広報費、謝金、旅費、店舗等借入費、会場借料費など

【補助率・補助上限額】

【補助率・補助上限額】
補助率

補助上限額

上乗せ額

応募申請内容

補助率

補助上限額

3/2以内

200万円

＋300万円

採択上位

2/3以内

600万円

1/2以内

150万円

＋225万円

1/2上記以外

1/2以内

450万円

【お問合せ】事業承継補助金事務局 TEL：03-6264-2670

経済環境適応資金
「パワーアップ資金」の

生産性向上特別措置法に基づく
先端設備等導入計画

愛知県は、経営力の向上等や、県の施策となる取組の
実行を促進するため、経済環境適応資金「パワーアップ
資金」金利を0.3％（〈経営革新計画〉は0.1％）引き下げ
ました（〈設備投資促進枠〉は除く。）。

安城市は、中小企業者が生産性向上へ取り組むよう促
すため、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本
計画を策定しました。
先端設備等導入計画を策定し、本市の認定を受けた
中小企業者は、支援措置(計画に基づき導入した設備の
固定資産税の課税標準を3年間ゼロ、計画に基づく事業
に必要な資金繰りへの支援、国の補助金における優先
採択)を活用することができます。

金利が引下げられました！

【融資期間・利率】
区分

現 行

改正後

１年：年1.2％以内

１年：年0.9％以内

３年：年1.3％以内

３年：年1.0％以内

５年：年1.4（1.2）％以内 ５年：年1.1％以内
融資期間
７年：年1.5（1.3）％以内 ７年：年1.2％以内
・利率
10年：年1.6（1.4）％以内 10年：年1.3％以内
15年：年1.8％以内

15年：年1.5％以内

【補助金つなぎ】：年1.1％以内 【補助金つなぎ】：年0.8％以内
（ ）は【経営革新計画】

【お問合せ】
県中小企業金融課 融資グループ TEL：052-954-6333
TEL：0120-454-754
愛知県信用保証協会 総合相談窓口

【固定資産税の特例】
一定の中小事業者等が認定を受けた先端設備等導入
計画に基づき、平成33年3月31日までに要件を満たす設
備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産
税の課税標準が3年間ゼロになります。
詳細は、市ホームページ及び中小企業庁ホームページ
で確認してください。
【お問合せ】
安城ビジネスコンシェルジュ TEL：93-3341（計画認定に関すること）
資産税課
TEL：71-2215（固定資産税に関すること）
あんじょう商工会議所

− ７−

家電4品目は、家電リサイクル法の対象です！

人手不足対応アドバイザー

エアコン、テレビ、冷蔵庫及び冷凍庫、洗濯機及び衣

中小企業庁は、製造業、サービス業などあらゆる業種

類乾燥機の家電４品目は、家庭用機器であれば、事業所

で人手不足に陥っていることから、全国のよろず支援拠

で使用されている場合（賃貸物件やリース事業での使用

点へ「人手不足対応アドバイザー」を配置しました。さら

を含む）であっても、家電リサイクル法の対象となります。

に、それぞれの地域では対応が困難な相談内容について

事業に伴い家電４品目を排出（廃棄）する場合には、家

は、専門分野ごとの人手不足対応に精通した相談員を

電リサイクル法に基づき、正しくリサイクルしてください。

「人手不足対応広域アドバイザー」として選定し、地域

家電４品目の排出（廃棄）に当たっては、原則として、家

を越えてテレビ電話システムや出張を通じて対応にあた

電リサイクル法に基づき、
「リサイクル料金」と「収集運

ります。

搬料金」が必要です。
【廃棄方法】

①新しい製品に買い替える際は、新しい製品を購入する
小売業者に引き取りを依頼する
②処分する製品を購入した小売業者が分かる場合には処
分する製品を購入した小売業者に引取りを依頼する
③産業廃棄物収集運搬許可業者に委託し、指定引取場所
への運搬を行い、製造業者等に引き渡す
④廃棄物処理法に基づき、適正な処理を行うことができ
る産業廃棄物処分許可業者により処分を行う

【お問合せ】
中部経済産業局

人手不足でお悩みの中小企業・小規模事業者の皆さ
まは、ぜひご活用ください。

TEL：052-951-2768

【対

象】中小企業、小規模事業者、個人事業主

【料
金】無料
【備
考】
愛知県よろず支援拠点は、愛知県内で事業と営む中
小企業・小規模事業者様を対象に、経営に関する様々
な悩みを解決する無料相談窓口です。何度でも無料で
ご相談いただけます。
【お問合せ】
公益財団法人あいち産業振興機構
（愛知県よろず支援拠点） TEL：052-715-3070

若手職場定着支援アドバイザー
愛知県は、若手社員の早期離職が多くの企業で課題
となり、企業が十分な人材を確保し「魅力ある職場」づく
りへの取組が重要となっていることから、各企業に適し
た定着のための取組をアドバイスする社会保険労務士
等の専門家を派遣し、企業の実情、課題に応じた支援を
始めました。
社員の就業意欲を高め、定着率向上を目指している
事業所の皆さまは、ぜひお申込み下さい。
【対
象】
愛知県内の自動車産業・地域創生産業・観光集客産
業の企業の内、以下のいずれかに該当する企業
１．若者職場定着支援事業に参加した 実績のある企業
２．若者の職場定着に取り組む企業（予定を含む）

【派遣期間】平成31年3月29日㈮まで
※申込は平成31年3月1日㈮まで
【派遣回数】1企業3回まで（1回2時間程度）
【料

金】無料

【お問合せ】
愛知県 産業労働部 労政局労働福祉課 施設・調整グループ
TEL：052-954-6358
− ８−

あんじょう商工会議所

無料省エネ相談
愛知県は、名古屋市と共同して「中小事業者向け省エ
ネ相談事業」として、中小事業者の皆さまを対象に、専
門家が無料で相談者の取組状況・経営状況に合わせた
無理なく取り組める省エネ対策をアドバイスしています。
エネルギーを効率的に利用し、収益率向上を目指してい
る事業所の皆さまは、ぜひご活用ください。
【内
容】
省エネルギーセンター東海支部において、随時、電話
による相談を行います。また、専門家が相談者の事業所
又はお近くの相談窓口まで出張し、相談を行います。
※出張相談には予約が必要です。
【対

象】

愛知県内の中小事業者
※企業、団体及び個人、農業者も含みます
【料

金】無料

【お問合せ】
一般財団法人省エネルギーセンター東海支部
TEL：052-232-2216

活動報告ダイジェスト
版
高校進路指導担当者等との情報交換会
雇用対策事業として６月７日（木）に「高校進路指導
担当者との情報交換会」を開催しました。
第1部では、株式会社アドプランナーの植松精氏に、
高卒採用の現状と人材確保のためのポイントについ
てご講話いただきました。
第2部では、高校と事業所に
よ る 情 報 交 換 会 を 行 い 、相 互
のパイプ作りに役立てていた
だきました。

健康経営セミナー
6月19日（火）に三方良しの「健康経営セミナー」を開
催しました。
当日は、有限会社ピージェイハーベスト代表取締役
の沖倉功能氏を講師にお招きし、少子高齢化を勝ち抜
く健康経営セミナーをテーマ
に、健康経営の進め方や、実践
的な取り組みの方法等をご教
授いただきました。

「健康宣言」優良事業所表彰
協会けんぽ愛知支部より「丸中鍛工株式会社」様が
健康宣言優良事業所として銀賞を受賞されました。

商業部会主催セミナー
6月6日（水）に商業部会主催セミナー「A4アンケー
ト1枚で利益を5倍にする方法」を開催しました。
当日は、販売促進コンサルタントの岡本達彦氏を講
師にお招きし、自社の強みが
伝わるキャッチコピーレイア
ウトの作り方や、効果的な宣
伝の仕方等をご教授いただき
ました。

時局講演会
評論家の石平氏を講師にお招きし、6月5日（火）に
時局講演会「中国政治・経済情勢と今後の行方」を開催
しました。
当日は、
「 高度成長の終焉と経済破綻の危険性」、
「習
近平独裁体制の成立と今後の中国政治」、
「 習政権の国
際 戦 略 と 日 中 関 係 」の テ ー マ
に 沿 っ て 、参 加 し た 当 所 会 員
および一般市民168名の聴講
者に分かりやすく解説いただ
きました。

中小企業庁長官講演会
中小企業庁長官の安藤久佳氏を講師にお招きし、6
月11日（月）に中小企業庁長官講演会「中小企業・小規
模事業者政策の展開〜事業承継と人手不足を中心に
〜」を開催しました。
当日は、事業承継税制改正をはじめ、雇用対策に関す
る補助金等について参加した
当所会員および一般市民128
名の聴講者に分かりやすく解
説いただきました。

安城企業説明会「ANJOB」
人材確保を目指している企業と就職希望者を対象
に、6月17日（日）に安城企業説明会「ANJOB」を開催
しました。
当日は、安城市内の企業27社が集まり、就職希望者
97名が来場しました。
参加者は、仕事内容や給与
体系など就職する上で重視す
るポイントを企業の採用担当
者と個別面談をし、意見交換
等を行いました。

“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

− ９−

会員事業 所 訪 問
ホームページにも掲載中

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

ブリットアプリケーション株式会社
最適なソリューションをお届けします
今回は、製造業向け統合生産管理パッケージの開発・販売・サポートを行っている、ブリッ
トアプリケーション(株)をご紹介します。
当社が25年間の過去実績で培った業務ノウハウをもとに開発した「BULiT Application
AS」は、統合部品表を中心に、内示管理・月次所要量計算／日次所要量計算、リソースを考慮
したスケジューリングから債権／債務までを網羅しており、中堅中小企業の自動車部品サプ
ライヤー向けに特化した基幹業務システムです。一般に多数存在する生産管理パッケージと
は違い、中部地区を中心とするかんばん生産方式とMRP生産方式を同時に実現するパッケージは当社の商品が初となります。
今後は、設備の製造実績の採取から金型保全時期のアラーム、そして設備の故障に対する予知予防と、生産管理システムと連
動したIoTソリューションの提供およびAIソリューションにも取り組んでいくそうです。
製造業の皆様、ソリューションベンダーのブリットアプリケーション(株)で最適なパッケージの導入を検討してみてはいかがで
しょうか。

所 在 地
電
話
営業時間
定 休 日
H
P

御幸本町3-1 グリーンパールビル3F
91-6780
9:00〜17:00
毎週土曜日・日曜日
http://www.bulit.co.jp/

東海

道本

線
JR安城駅

★
駅前
ロータリー
三菱UFJ
銀行

（黒野）

MTサロン城南店
本気で肌にお悩みの方必見！
今回は5月12日にオープンしました、ＭＴサロン城南店をご紹介します。
ＭＴサロンとは、ドクターズコスメの「ＭＴメタトロン化粧品」と、今話題の「超音波洗浄」
との融合効果で健康肌を目指す、新感覚のスキンケアサロンです。こちらでは施術を受け
るだけではなく、お客様の肌に真剣に向き合うオーナーが日々のホームケアについても
しっかりアドバイスしてくれるので、継続的に美肌になる習慣を作ることができます。
オーナーの加藤さんは、元々肌がとても敏感で肌悩みが多かったそう。そんな時にＭＴ
サロンに出会い、二本木店にお客さんとして通い始め一週間ほどで肌の変化を感じ、だん
だんと悩みが一つずつ減っていくことにとても感動されたそうです。この感動をたくさんの方に届けたいと、お店をオープンさ
れました。
完全予約制ですので、興味のある方はお気軽にお電話してみてくださいね。皮膚科ともエステとも違
う新感覚の肌質改善サロンを、ぜひ試してみませんか。

所 在 地
電
話
営業時間
定 休 日
H
P

安城市城南町1丁目5-20
91-5132
10:00〜18:00（最終予約時間17:00）
日曜日・不定休
http://www.mtsalon.jp/

小堤町
45

48

★

（田中）

事業所のPRをしませんか？

鍛造素材から部品加工まで、
HV車部品を支える、匠の技

安城商工会議所事業所訪問先募集中

丸中鍛工株式会社

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

小堤町東
錦町小学校南

●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

女性会だより
第1回

教養サロン「フラワーアレンジメント講習会」

交流・研修委員会 副委員長

祢冝田 秀子

6月7日
（木）
昭林公民館にてグリーンショップ岡田様のスタッフ指導のもと、
フラワーアレンジ作りを体験いたしました。
当日は23名の会員が参加し、スタッフの説明を聞きながら皆、真剣に取り組んでおりました。季節の花を盛った花籠
は、同じ材料を使用していても出来上がった作品は世界にたった1つしかな
い自分だけのオリジナル作品です。スタッフからのアドバイスにより、さら
に良い作品に仕上がりました。
家へ持ち帰ると家族はとても喜び、私自身も幸せな気分になりました。
改めてフラワーアレンジ作りに参加して良かったと感じました。

七夕まつり特別委員会 委員長 挨拶

筒木 麻三子

七夕委員長に就任し、まだ日も浅く、慣れないことばかりで戸惑っておりますが、8月3・4・5の3日間開催ということ
で七夕まつりは間近に迫っております。
今年も浴衣着崩れ直し、授乳・おむつ交換の場所提供を行います。年々人気が増しており、何より稲垣会長が七夕委
員長の時に企画して10年続いているものですので、女性会の催事としてすっかり定着致しました。
そして、今年の七夕のテーマは「笑顔」です。参加の皆様はもちろん、女性会会員の皆様も一緒に笑顔になれるような
企画にしていきたいと思っております。皆様のご指導、ご協力をよろしくお願い致します。

元気フェスタ特別委員会 委員長 挨拶

深田 智子

本年度の元気フェスタは、
『20周年だよ、盛り上げよう安城！』をテーマに12月2日(日)に開
催されます。
スポーツや体験を通じて子供たちの夢を応援できるよう、商工会議所、青年部さんととも
に盛り上げていきたいと思います。女性会としては、毎年好評の豚汁販売、ごみ分別クイズ、
警察・消防・自衛隊の体験コーナーを予定しています。女性としての暖かさ細やかさで、子供
たち・来場者に喜んでいただき、私たち会員も楽しめる企画にしたいと準備を進めています。
節目の「20周年」が思い出に残る良いものとなりますよう、どうぞ皆さまのご支援・ご協力
をよろしくお願い申し上げます。

安城商工会議所メールマガジン購読者募集中！！
★講習会・イベント最新情報
★事業所ＰＲ
購読無料!!
★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。

申込み：当所ホームページ→ http://anjo-cci.or.jp
左下

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

よりお申込みいただけます。

〜安城警察署からのお知らせ〜
〜警察官・警察職員募集〜

愛知県警察では、地域の安全を守る警察官や警察職員
を募集しています。私たちと共に県民の生活を守り、支えま
せんか。
＜第2回警察官採用試験日程＞
試 験 日 平成30年9月16日㈰
受付期間 平成30年8月13日㈪〜31日㈮消印有効
試験資格 警察官A大学卒業程度、警察官Ｂ高等学校卒業程度
お問合せ 採用センター
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TEL：052-961-1479

お知らせ
安城七夕まつり

8月3日（金）〜5日（日）

着崩れ直し講習会

7月26日
（金）10:00〜
桜井公民館

七夕全体会議

7月31日
（火）
10：00〜
新富

カナダ女子ソフトボール代表チームが
安城市で合宿をします！
8月2日から千葉県で開催される「女子ソフトボー
ル世界選手権」に出場する、カナダ女子ソフトボール
代表チームが、安城市で事前合宿を行います。練習
及び練習試合はA球場の内野スタンドを開放いたし
ますので、ご自由にご観覧ください。
【日

時】合宿期間：
平成30年7月25日㈬〜8月1日㈬
練習日：７月２６日㈭〜７月３１日㈫
（予定）
練習試合：7月28日㈯、
29日㈰
（対戦未定）

【場

所】安城市総合運動公園ソフトボール場

【料

金】無料

（スポーツ振興係）
【お問合せ】安城市スポーツ課
TEL：75-3535

YEG

安城ＹＥＧだより

安城商工会議所青年部

5月例会「味への追求！競って交流カレークッキング」
5月25日（金）、安城学園調理実習室に於きまして、平成30年度安城商工会議所青年5月例会が交流委
員会設営にて開催されました。メンバーの交流を深め、青年部員のつながりを強固にする事業となりまし
た。委員会対抗でカレーを作りましたがメンバーの意外な一面を見る事も多々あり、企業人としてだけで
はなく家庭での姿を想像できる素晴らしい例会となりました。食材ドラフトから始まり役割分担を決める
事から始まりましたが女性メンバーに頼りすぎない事を目標に味と見栄えを想像しながらのカレー作りは
普段の例会に無い交流を深める例会に相応しいテーマだったと思われます。時間内に工夫してカレー作り
から片付けまで行うことで、チームワークを高めることが出来たでしょう。今後、このチームワークの良さ
が、
『 安城七夕まつり』の事業や『元気フェスタ』の運営をする団体としての支えとなっていくと感じられま
した。この経験を活かし、社員、家族、地域の皆様との交流を深めていく事が出来る様に一層の活動を目指
します。

▲会長挨拶

▲新入会員紹介

▲優勝は渉外委員会！

▲真剣に料理をしていました

▲食材ドラフト

▲役員で審査を行いました

トーク

元気ノ助のメールで投句

無理せずに ここはしっかり 泣いて
おく
NANA︵ 才・上条町︶

︻宛先︼Ｅメール atsuya
＠ katch.
ne.jp
Ｆ Ａ Ｘ ９９ー２７７６

21

ー 7月例会「集って語ろう経営者パートナー」ー
７月例会を下記のとおり開催します。
○日 時 平成30年7月27日
（金） 18:00〜21:00
○場 所 農場レストラン花車（デンパーク内）
○会 費 3,000円
○内 容 経営者を家庭で支える妻、共に働く妻、違う仕事をしながら家計や

家庭を支える妻、自営の彼と結婚を考えてる女性、脱サラして開業
をする夫を持つ妻など、形は違ってもみんな経営者と同様に不安
や悩みを抱えているはず。そこで、夫婦経営等に詳しい講師を迎え、
ひとつでも不安や悩みを解消させることで、経営状況を良好にし、
ゆくゆくの企業の発展に繋がることを目的として開催します。
あんじょう商工会議所
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サンキューレターが殺到する「新世紀解体工業」
東京・池袋駅から東武東上線に乗り、川越駅下車、そこから
JR八高（はちこう）線に乗り換え、高麗川（こまがわ）駅で下車
し、車で7分ほど走った埼玉県日高市の郊外に、株式会社新世
紀解体工業という社名の中小企業がある。主事業は、社名の通
り建築物、とりわけ個人住宅に特化した解体工事業。現在の社
員数は24人である。同社の創業は2001年、社名の由来もここ
にある。創業者は現社長の引間晋太氏の父親で、現会長の引間
豊氏だ。現会長は高校卒業後、他社の営業として勤めていたが、
親戚の経営者が解体工事業を立ち上げたところ、人手が少なく
困っているからと、19歳でその企業に請われ、解体職人として
入社した。経営者が病弱だったことに加え離職もあり、職人不
足のため事業継続は容易ではなかったが、365日、雨の日以外
は休日が無いほど働き続け、経営を軌道に乗せた。
このようなこともあり、親戚から解体工事部門の分離継承を
依頼され、経営者になるや、現会長は「社員には自分のような苦
労をさせたくない……」と、労働条件の改善、働きがいを感じる
企業経営に注力してきた。例えば、
「全社員の正規社員化・月給
化」
「業界平均をはるかに上回る賃金支給」
「経理をはじめとし
た経営のガラス張り化」や「社員の誕生日にバースデーケーキ
のプレゼント」
「サービス残業をさせない」
「全社員が週40時間
労働制となる就業カレンダーの作成」といった福利厚生制度の

創設である。
こうした社員やその家族思いの経営は、解体職人をはじめと
した全社員の心を捉え、リーマンショックにより工事量が激減
した2008年を除くと、創業以来16年連続増収増益、社員数も
減少した年は一度もなく増員している。
こうした経営スタイルは、15年にバトンタッチされた現社
長も見事に継承しているばかりか、一段と進化している。
先日、機会があって同社に数名の社会人学生と訪問させてい
ただいたが、
「わが社の自慢は社員さんです」
「お客さまや近隣
の方々に褒められる職人は当社の宝であり、最高の営業マンで
す」と語ってくれた引間社長を私たちは絶賛した。
余談であるが、帰りがけ、解体物件の所有者からの数々のお
礼状を見せていただいた。文面には同社の解体職人の お客さ
まのために を優先して行った、丁寧な作業態度への感謝の思
いとお礼が書き連ねられていた。

人を大切にする経営学会
会長 坂本 光司

新商品発表会などへの出席時のマナー
取引先企業主催のパーティーやこれから売り出す新商品の発
表会に招待されることも多いのではないでしょうか。特に新商品
発表会は、取引先企業にとっては〝わが子〟をお披露目する晴れ
の舞台です。社運を懸けた重要なイベントかもしれません。それ
故に、
出席する側にも、
相応の振る舞い方が求められます。
ここで
マナー違反をしてしまうと、せっかくの発表会が台無しになるだ
けでなく、
今後の取引にも影響しかねないため、
注意が必要です。
招待を受けたら、
まずは出席なのか欠席なのか、
早めに意思表
示を。
また、
同行者がいる場合には、
その人数も忘れずに伝えるよ
うにしましょう。先方は、配布資料や席数を調整する必要がある
ためです。
招待を受けたからといって、
何も伝えずに出席すると、
先方に迷惑を掛ける可能性があります。
当日は、
会場に到着して受け付けを済ませたら、
手荷物や上着
などを預けられる場合は預けておきます。
新商品の発表会ともな
ると、
多くの企業やマスコミが参加し混み合うことも考えられま
す。
手回り品は少なめの方が、
会場内をスムーズに移動できます。
リュックサックなどを背負っていると、他の参加者にぶつかって
邪魔になるかもしれません。
携行する場合には、
付属のストラップ
などを取り外しておけば、
周囲の迷惑にもなりにくいでしょう。
会場に椅子が用意されている場合、
着席して構いませんが、
案
内に従うようにしましょう。会社からの急な呼び出しがありそう
な場合には、
案内係に事情を話して、
なるべく席を立っても目立た
ない場所に座るようにしましょう。
発表会の最中に、
前方や中
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央の席で立ち上がってウロウロするのは、
他の参加者にとって迷
惑です。途中退席が分かっている場合は、
できるだけ後ろ側でか
つ端の席を選ぶとよいでしょう。
新商品の発表会に限りませんが、不特定多数の人が集まる場
では、
自分が発する
「におい」
に注意しなくてはなりません。
におい
の強い香水やクリーム、
整髪剤などを使用してはいませんか？ 良
いにおいかどうかは、
人によって感じ方が違います。
自分では良い
においと思っていても、
人によっては不快なだけかもしれません。
においの強いものを身に着けることは避け、
限りなく無臭でいる
ように心掛けてください。
夏場は、
汗ふきシートや瞬間消臭できる
スプレーなどを携帯しておくと便利です。
新商品の発表会では、
「音」
にも気を配る必要があります。
発表
会の主役は、
言うまでもなく新商品です。
その商品説明の最中に、
携帯電話の着信音や、配布資料をペラペラとめくる音、
メモを取
る際にボールペンをカチカチ鳴らす音などに気を取られることに
なっては、参加者は説明に集中できません。音はなるべく出さな
いように。
声も同様で、
会話は必要最低限に、
小声で行いましょう。
新商品を、他社の製品と比較して大声で話すなどは言語道断で
す。
新商品の撮影や触れるなどの行為は、
主催者の許可を得てか
ら行うことも大切なマナーです。
人財育成トレーナー
美月 あきこ

毎月第4金曜発行

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7月１日号︵毎月１日発行︶

30

第
号

779

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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