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安城商工会議所創立65周年記念事業 会員親睦ゴルフコンペ
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）
120名（30組）
※詳しくは、会報６ページをご覧ください。

安城商工会議所 E-mail▶info@anjo-cci.or.jp
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今月のみどころ

今月の会員事業所紹介
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特集
「写真で振り返る第65回安城七夕まつり」

7

ガンバル事業所、応援します！

9

特集
働き方改革関連法が順次施行されます
折込「安城商工会議所創立65周年記念講演会」
折込「EXPO ANJO 2019」
折込「若者の心をつかむ求人票の書き方セミナー」
折込「管理職になるまでに身に付けたい必須能力講座」
折込「経営セミナー」

B-QUEST
所在地

里町証文山203-1

電

93-1725

話

株式会社 Gファクトリー
所在地

三河安城本町2-4-6
グリーンプラザ三河安城201号

電

話

73-0330

安城商工会議所 行事予定
9月

10月

４日㈫ 理工系大学教授等との情報交換会

13：00〜16：30

４日㈫ 理工系大学教授等との情報交換会

11日㈫ 消費税軽減税率対策セミナー

14：00〜15：30

10日㈬ 管理職になるまでに身に付けたい必須能力講座 ９：30〜16：30

13：00〜16：30

12日㈬ 金融相談（日本政策金融公庫）

10：00〜12：00

10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㈫ 経営セミナー

13：30〜16：00

20日㈭ 法律相談

13：00〜16：00

18日㈭ 法律相談

13：00〜16：00

28日㈮ 事故をなくす安全衛生活動

９：30〜16：30

19日㈮ 若者の心をつかむ求人票セミナー

14：00〜16：00

28日㈮ 金融相談（愛知県信用保証協会）

13：00〜16：00

22日㈪ 初級簿記講座

18：30〜21：00

23日㈫ 会員親睦ゴルフコンペ

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

23日㈫ 初級簿記講座

18：30〜21：00

25日㈭ 初級簿記講座

18：30〜21：00

26日㈮ 金融相談（愛知県信用保証協会）

13：00〜16：00

28日㈰ 珠算検定試験
29日㈪ 初級簿記講座

18：30〜21：00

31日㈬ 初級簿記講座

18：30〜21：00
表紙の写真／ © スタジオ RAY 田中克浩

今月号の表紙

ドゥエペルソーネ

オシャレな弁当販売を開始！

表紙は、
イタリア料理教室やケータリングサービスを行っているドゥエペルソーネが今
年6月から始めた弁当販売の一例です。弁当の種類は肉や魚の弁当をはじめとした４種
類【1,000円（税抜）〜】があります。この他にも、予算や季節などお客様の希望に合わせ
た弁当をご用意いただけるため、どんな場面でも利用できます。また、弁当の容器がオ
シャレなので、
花見やピクニック等で利用すると、
より一層雰囲気を盛り上げてくれます。
普段とは違ったドゥエペルソーネの弁当で、オシャレに美味しい食事を楽しんでみて
はいかがでしょうか。
【お問合せ】ドゥエペルソーネ

所在地：安城市福釜町釜ヶ淵2-1

TEL：72-2556
あんじょう商工会議所

− ３−

第65回
第64回

写真で振り返る
第65回安城七夕まつり
８月３日㈮から５日㈰ の３日間、第

65回安城七夕まつりが開催されました。
「笑顔」をテーマ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、来場者が笑顔になれる様々な催しが行われました。
七夕当日の３日間は合計104万人の人出で賑わいました。

▲願いごとふうせん

▲短冊ロード

▲願いごとスクリーン

色鮮やかな竹飾りや、様々なイベントを通して、誰もが「笑顔」でその場にいた…。

▲願いごとキャンドル

▲安城七夕親善大使市中パレード

〜きみに届け。はじまりの歌〜
緑黄色社会スペシャルライブ開催 !!
安城市在住の小説家・沖田円さんの最新作「きみに届け。はじまりの
歌」。安城市を舞台とした本作は、高校生の主人公が 部活仲間とバンド
を組み、安城七夕まつりのステージに出演するというストーリーです。愛
知県出身の4人組バンド「緑黄色社会」が作中の七夕まつりライブシー
ンとリンクして新曲「リトルシンガー」を8月4日に願いごと広場ステー
ジにて初披露しました。
− ４−

あんじょう商工会議所

▲大盆踊り大会

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】桜井屋

★ 特選

【愛知県議会議長賞】八宝亭【安城市長賞】㈲吉野屋

★ 準特選

【安城市議会議長賞】小林時計店【安城商工会議所会頭賞】㈱ホソイメガネ【愛知県観光協会長
賞】㈱築本屋【安城市観光協会長賞】㈱アイライフ石川【中日新聞社賞】㈲両口屋菓匠

★飾り付け大賞
【愛知県知事賞】桜井屋

★ 入選

【砺波市賞】㈱金魚屋【あいち中央農業協同組合賞】めん処 丸長【安城ロータリークラブ賞】大野
屋【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】㈱博文堂事務機店
【安城南ライオンズクラブ賞】精文堂印刷【安城中央ライオンズクラブ賞】㈲フットバランス【安
城青年会議所賞】杉友時計店【明治用水土地改良区理事長賞】㈱花の店友楽園【国際ソロプチミ
スト安城賞】末広米穀店㈲【安城商工会議所青年部賞】㈱森田屋燃料【キャッチネットワーク賞】
あいち中央農業協同組合【安城サルビアスタンプ会賞】メガネの杉友【JR東海賞】和菓子処櫻屋
【安城文化協会賞】マネキヤ化粧品店

★ 準入選

南安城整骨院、昭和堂商店、AQUA
杉浦時計店、コサキ㈱

LIKE、㈱栄寿司、㈱梅本、地域活動支援センター陽なた、㈱

★ 特別奨励賞

★準特選
【安城商工会議所会頭賞】㈱ホソイメガネ

TAKOYAまんぷく、中央精機㈱、安城市立錦町小学校、新田保育園、セブンティーンズ、ダンス
スクエアMARTH、安城学園A、野田公民館絵画教室B、野田公民館絵画教室A、朝日町子供会、立
正佼成会、安城市水道指定工事店(協)、医療法人安祥会松井整形外科、新三商事㈱、安城市立安
城南中学校、安城北部幼稚園、安城市立錦町小学校、安城婦人会協議会、安城学園B、安城市児童
センター、安城市立安城北中学校、安城保育園、慈恵幼稚園、明治本町子供会、すえひろ翔裕館、
本町子供会、花ノ木花旺会、ガールスカウト愛知県96団、Anjo未来クラブ、末広子供会

★ 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】TAKOYAまんぷく

★ 飾り付け区域外優秀賞

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

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いました。
〜出店事業所一覧〜
中国料理北京本店、ふらんす食堂ここりこ&OHANA CURRY、カフェPIQUANT、
㈱ぼてこアンドぼてじゅう、杉浦製粉㈱、㈱L&R、㈱ままやタイガー、
㈱TOP-RISE、三河一押 安城魂、タージ・ベンガル、よなき家安城店、
カフェキッチン・BONO、スギ製菓㈱、JAPAN CREPE café CROVER

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
9月5日㈬

10月3日㈬

11月7日㈬

12月5日㈬

1月9日㈬

2月6日㈬

3月6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

事故をなくす安全衛生活動セミナー

消費税軽減税率対策セミナー

本セミナーでは、中堅の社員を対象に、職場の安全
衛生の改善をめざして、安全衛生の要点や企業におけ
る安全衛生活動、リスクを低減するための点検手法に
ついて学ぶことができます。
効果的な安全衛生の対策や安全衛生活動の活性化
を目指されたい方はぜひ、ご参加ください。
時 平成30年９月28日㈮

平成30年９月５日㈬

政府は、2019年10月1日より消費税率を10％に引き上
げ、同時に軽減税率制度を導入する予定です。導入に伴
い、消費マインドの冷え込みや、価格競争の激化等が予
想されるため、早期に対策していくことが必要不可欠と
なります。
本セミナーでは、消費軽減税率制度の概要を始め、
現行から変更となる内容や補助金活用方法を学べます
ので、売上アップや経営改善を図りたい方はぜひ、この
機会にご参加ください。

９時30分〜16時30分
締切

場 安城商工会議所 ３階 研修室
講 株式会社インソース 中小企業診断士 松本 富雄 氏

時 平成30年９月11日㈫
場 安城商工会議所

内 ●安全衛生概論

１．労働安全衛生法とは

14時00分〜15時30分
３階 研修室

講 中小企業診断士 池原 敏郎 氏

２．ストレスの対処法

内 １．消費税軽減税率制度とは

●企業における安全衛生活動

２．軽減税率制度導入に伴う変更事項
３．補助金等支援施策の概要と売上アップへの活用
方法（レジ導入やスマホ、タブレットの活用
対 経営者、経営幹部、経理担当者、小売業・サービス
業事業者の方、レジを持つ事業者の方、レジ導入を
ご検討している方など
¥ 無料

１．オペレーションミスの防止 ２．5Ｓとは
３．5Ｓのポイント ４．仕事の流れの見直し
●点検による管理
１．適切なチェック
２．ミス防止のための仕組みと仕掛け
●応用実践
１．組織的なミス防止を考える
２．ミス防止計画作成
¥ 1名 3,240円（税込）※昼食代含む

初級簿記講座

安城商工会議所創立65周年記念事業
会員親睦ゴルフコンペ

簿記の基礎から日商簿記３級検定試験の内容を習得
することで、会社や商店の経理事務に対応し財務面の
意識向上及び経営の一助となりますので、ぜひご受講
ください。

安城商工会議所創立65周年記念事業として、会員親
睦ゴルフコンペを開催します。
お誘い合わせの上、ぜひご参加ください。

時 平成30年10月 22日㈪、23日㈫、25日㈭、29日㈪、

31日㈬
11月 ２日㈮、５日㈪、７日㈬、9日㈮、
12日㈪
※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 研修室
講 税理士 鳥居 玄倫 氏

時 平成30年10月23日㈫

受付：６時30分〜 スタート：７時30分〜
場 葵カントリークラブ
定 120名（30組）定員になり次第締め切り
¥ １名 3,000円（懇親会費を含む）
【備考】
・プレー代及び飲食代は当日各自でご精算していた
だきます。
（ビジター特別料金12,794円 ※キャディ付）
・18ホール、ダブルぺリア方式（ダブルパーカット、
上限36）
・組合せ並びにスタート時間は、当所にて決定させ
ていただきます
・プレー終了後、クラブハウス内で表彰式および懇
親会を開催いたします。
− ６−

あんじょう商工会議所

時 とき ■
場 ところ ■
講
■

内 商業簿記（日商簿記検定試験3級程度の内容）

対 経営者、経理・総務担当者、会計の基礎知識を得た

い方など

定 20名

¥ 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

講師

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

ガンバル事業所、応援します!!
労働生産性向上に向けた工場新設・働き方改革！ フジイ化工㈱『第５工場』稼働開始！
東端町でプラスチックリサイクル業の第一線に立つ、フジ
イ化工㈱が第5工場を増設しました。第5工場は９月上旬より
稼働し、生産工程・材料管理として機能する他、働き方改革の
一環として同工場内の一角に休憩所を新たに設置します。

休憩所には空調設備を完備し、体と心を休ませる憩いの場

として機能させることで、従業員の働きやすい環境をより一
層強化する予定。快適な空間を提供することにより、従業員
の仕事に対するモチベーション維持と労働生産性向上を目
指しています。
また、４月には健康宣言の認定を受けており、労働環境の
改善に力を入れている同社。環境にも従業員にも優しいフジ
イ化工㈱から目が離せません。

フジイ化工株式会社

東端町南用地15-1 TEL／0566-92-4100
URL http://fujii-kakou.co.jp/

「町工場からメーカーへ」をコンセプトに新社屋・新工場を建設！
横山町の株式会社アドバン・テックが、新社屋・新工場を建
設しました。

「町工場からメーカーへ」
「 スタイリッシュな工場へ」をコンセ
プトに建設し、９月から新社屋・新工場での業務をスタートし
ます。

今回の建設は、お客様からの中規模ライン設備製作ニーズ

を受け、旧工場になかったライン設備も製作可能とするため、
広さも旧工場の２倍以上となっています。
また、新社屋２階の事務・設計・作業ルームはデザイン性を
重視し、お越しになるお客様が心地良くなれる空間となって
います。新社屋・新工場の建設により、更なる業績向上を目指
します。

株式会社アドバン・テック

横山町横山321 TEL／0566-76-9710
URL http://www.e-advan-tec.co.jp

自動車部品の塗装を手掛ける職人がつくる自社商品「和風アイアンランプ」開発！
藤塗装工業㈱では、NPO法人G-netが手掛ける「シェアプ
ロ」を活用し、インターンを含む6名にて「和風アイアンランプ」
を開発しました。
インテリア性に特化させた本製品は「光」をテーマとし、暖か
みのある光を表現するために耐火和紙が使用されています。
サクラやウサギ、ネコなど全4種類のデザインを用意し、色は
全4色で、レーザーカットによる金属加工から塗装、組立までを
同社にて行っています。一枚一枚丹念に塗り上げ、創業56年間
磨き上げてきた塗装技術の魅力や品質を活かし、点灯してい
ない時でも彩りを与え、飽きさせない工夫が施されています。
現在はminneやCreemaを通じてネット販売のみとなりま
すが、今後は店頭販売を目指していきます。興味のある方は和
風アイアンランプで検索！

藤塗装工業株式会社 安城工場

城ヶ入町団戸173-4 TEL／0566-92-5415
URL http://fujicoat.jp/
あんじょう商工会議所
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メッセナゴヤ201８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30年11月7日㈬ 〜10日㈯

【場

所】 ポートメッセなごや

【募 集 数】 2社（①7〜8日、②9〜10日）
【出展条件】 ・2日間両日の参加可能な方
・小間サイズ未定（長机1本分程度）
【料

金】 無料

イクボスセミナー
「働きやすい職場づくりとワークライフバランス」
本セミナーでは、企業経営の傍ら、愛知県の「働き方改
革アドバイザー」としても活躍されている講師から、経営者
自らが働きたいと思える会社になるための取組や、西三河
の企業から働きやすい職場づくりについての先進的事例
を紹介します。
【日

時】 平成30年10月10日㈬ 13時30分〜16時00分

【場

所】 安城市中心市街地拠点施設アンフォーレ

【内

容】

1.基調講演
「経営者が働きたい会社は、社員も働きたい会社」
講師：株式会社梶川土木コンサルタント 代表取締役 梶川 洋氏
2.事例紹介
①企業の継続は働きやすい職場から
②蓄電池社会の到来を見据え、働き続けることができる環境を整備
③女性活躍推進の取り組み

【申込期限】 平成30年9月28日㈮
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。

【定

員】 30名（先着順）

【料

金】 無料

【申込期限】 平成30年10月3日㈬
【お問合せ】 西三河県民事務所 産業労働課 TEL：0564-27-2782

西三河８市町特別徴収徹底宣言！
西三河8市町（岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、幸田町）は、平成31年度から原則として
すべての事業所に特別徴収義務者の指定を実施します。事業主の方は、ご理解とご協力をお願いいたします。
＜個人住民税の特別徴収とは＞
事業所（給与支払者）が、毎月従業員（納税義務者）に支払う給与から個人住民税を徴収（天引き）し、従業員に代
わって市町村へ納入していただく制度です。
法令等により、所得税の源泉徴収義務のある事業所は、原則としてすべて特別徴収義務者として住民税の特別徴
収を行っていただくこととされています。
＜対象事業所＞
対象となる事業所は、従業員（正社員・契約社員・役員・パート・アルバイトなど雇用形態は問いません）の総数3名
以上の事業所です。ただし、以下のいずれかの理由に該当する従業員のみ、普通徴収（個人で納付）に切り替えること
ができます。

Ａ 総従業員数が３名未満の事業所の給与所得者
Ｂ 他の事業所で特別徴収を実施する乙欄該当者
Ｃ 毎月の給与が少なく指定された税額を天引きできない者
Ｄ 給与の支払が不定期な者（給与の支払のない月がある者）
Ｅ 個人事業主の専従者（専従者以外の給与所得者が在籍する事業所は除く）
Ｆ 退職（休職）者または指定年度の５月31日までに退職（休職）予定の者
【お問合わせ】安城市

− ８−

あんじょう商工会議所

市民税課

ＴＥＬ：71-2214

特集

2019 年 4月1日 から
「働き方改 革関連 法 」が
順 次 施 行されます！

2019年4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行されます。
主な改正点は、以下のとおりです。

1

時間外労働の上限規制が導入

＜施行2019年（中小企業2020年）4月1日〜＞
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な

事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満（休日労働含む）、複数月平均
80時間（休日労働含む）を限度に設定する必要があります。

2

年次有給休暇の確実な取得
＜施行：2019年4月1日〜＞

使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年５日、

時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

3

正規・非正規雇用労働者間の不合理な
待遇差の禁止
＜施行：2020年（中小企業2021年）4月1日〜＞

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者（パートタイム労働者、

有期雇用労働者、派遣労働者）の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合
理な待遇差が禁止されます。

＜お問合せ＞愛知労働局 雇用環境・均等部 指導課

TEL:052-857-0312

“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/

B-QUEST
美を追求するお店

B-QUEST

今回は、里町にある美容室「Ｂ−ＱＵＥＳＴ」をご紹介します。今年の4月に東山中学校の隣
にオープンしました。お店の名前の由来は、
「お客様の美を追求する」という思いが込められ、
「Ｂ−ＱＵＥＳＴ」という名前になりました。
店主の原さんは、17年間美容関係に勤務後、念願の独立。17年間で身に着けた技術により、
お客様の顔に合った髪形やなりたい髪形に仕上げます。また、髪の悩みやカウンセリングも
行い、親身になって対応してくれます。市販で販売されているものは絶対に使用しないとシャ
ンプーやトリートメントにもこだわりを持っております。
店内はオシャレな空間で座席は1席のみとなっています。人目を気にせずに利用出来る為、子連れのママさんに是非利用してもら
いたいとのことです。
今回、当店利用の方を対象に10％OFFのクーポン券をいただきました。是非、ご利用してみてください。

所 在 地

里町証文山203-1

電

93-1725

話

営業時間
定 休 日

デンソー

里町壱斗山

9:00〜19:00

東山中

不定休

★
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76

（鈴木雄）

株式会社 Gファクトリー
人材派遣・業務請負はＧファクトリーにおまかせを！
今回は三河安城本町に事務所を構え、製造業企業の業務請負や労働者の派遣、職業紹介
を行っている人材派遣会社「株式会社Ｇファクトリー」をご紹介します。
同社は愛知営業所をはじめ、全国に８営業所を展開し、各地域の特色にあった人材派遣を
行っている地域密着型の人材派遣会社です。
そんな同社では、特に派遣労働者の人材育成に力を入れており、溶接やプログラミング等
の様々な専門技術を学べる職業訓練施設やグループ会社があるため、企業の求める理想な
人材を育成し、派遣することができます。
また、労働者の「他の業務にも挑戦したい」
「スキルアップしたい」という要望にもｅラーニングや、専門の研修を行うなど労働者
のキャリアアップをサポートする体制も整っています。
さらに、法令順守や良い労働環境の確保等に努め、一定の基準を満たしていることから、厚生労働省委託認定機関より「優良派
遣事業者」として認定されています。そのため、企業は安心して労働者の派遣依頼ができます。
業務請負や人材派遣をお考えの企業は「株式会社Ｇファクトリー」までぜひ、ご相談ください。
三河安城駅

全メニュー

10%oﬀ
◯有効期限

平成30年9月末まで

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

★
三河安城南

（柴田裕）

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

48

道本

線

三河安城駅
アイシン精機
安城工場

線

里町証文山203-1
TEL 93-1725

三河安城駅前

12

幹

B-QUEST

安城商工会議所
事業所訪問先募集中

東海

新

Coupon

事業所のPRをしませんか？

JR

道
海

安城商工会議所会員限定クーポン券

三河安城本町2-4-6グリーンプラザ三河安城201号
0566-73-0330／0120-330-213
9:00〜18:00
土・日・祝日
http://www.gcs-g.co.jp/1311926459508/

東

所 在 地
電
話
営業時間
定 休 日
H
P

女性会だより
第65回 安城七夕まつり

七夕まつり特別委員会 大村 由香

今年、安城商工会議所女性会に入会した私は、初めて七夕まつりのお手伝いをさせて頂きました。昨年までお客さんとし
て七夕まつりに行っていた私が、開催する側として参加するなんて不思議な気持ちでしたが、ワクワクしました。
「親子ふれあいコーナー」では、折り紙でこまを作りました。子供たちに折り方を教えてあげながら色々な会話をしたりと、
楽しい時間でした。
「浴衣着崩れ直しコーナー」では、着慣れない若い方や子供さんたちのための着崩れ直しコーナーとして始めて10年、来
場者の多さに定着していることを実感するとともに、来年はぜひ私もできるようにしたいと思いました。
「おむつ交換、授乳コーナー」もあり、私も息子が小さい頃知っていたらもっと七夕まつりを楽しむことができたのにと感
じ、ママの為のコーナーの必要性を痛感しました。
子育てを経験してきた女性たちだからこそできる事って、きっと他にもまだまだあるはずです。女性会には、希望と可能
性がたくさんあると感じた七夕まつりでした。

▲着崩れ直し講習会の様子

▲当日の着崩れ直し風景

お知らせ

▲折り紙も大好評でした

ご報告

秋の全国交通安全活動が9月21

「西日本豪雨災害義援金」

日㈮から同月30日㈰までの10日間
行われますので、皆様ご協力をお願
いいたします。

中日新聞社会事業団へ
￥39,480を募金いたしました。

なお、交通安全キャンペーンの日
時等は後日ご案内いたします。

ご協力いただき、
ありがとうございました。

▲七夕まつり事前説明会の様子

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〜
●「警察安全相談」ってなに？

〜緊急電話は110番

相談ごとは♯9110〜

警察安全相談とは、犯罪等による被害を未然に防止するための相談や、県民の方々の生活の安全と平穏に係る相談をい
います。警察安全相談窓口として警察本部及び全警察署に「住民コーナー」を設け、みなさんの相談に応じています。

●「♯9110」ってなに？

♯9110は、警察相談専用電話です。全国統一の番号で、発信地を管轄する警察本部につながります。

または、052-953-9110にお電話ください。

（月〜金曜日の午前9時〜午後5時

※祝日、年末年始を除く

土・日・祝日及び時間外でお急ぎのご相談は、最寄りの警察署又は交番でお願いします。
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あんじょう商工会議所

YEG

安城ＹＥＧだより

安城商工会議所青年部

7月例会「集って語ろう経営者パートナー」
7月27日（金）、農業レストラン花車に於きまして、平成30年度安
城商工会議所青年7月例会が渉外委員会設営にて開催されまし
た。講師に夫婦経営研究所㈱の岩淵泉様をお招きし、
『 集って語
ろう経営者パートナー』をテーマに御講演を頂きました。商工会
議所に所属する我々中小企業経営者は家族のサポートが不可欠
であると同時に、家族に負担を掛けるばかりで感謝する事の大
切さと感謝を伝える事を疎かにしてる事が多いのではと改めて
感じました。地元に根付く中小企業として、パートナーの理解と協
力を無条件に求めるのでなく、共有し合える関係を築きあげていく事は企業活動や青年部活動で我々に
自然に身についている事ですが、人生のパートナーである家族に対し足らなかったのではと考えさせて頂
きました。安城七夕まつり直前の例会事業であり、熱が入った時期に大切な事を学ぶ機会を得ることが出
来ました。講演会後は、野外のバーベキュー会場にて懇親会が行われ、パートナーとの絆もより一層深める
場となりました。

▲会長挨拶

▲講師の岩淵様

▲多くの方にご参加頂きました。

県連キャラバン隊が訪問！
7月例会終了後に愛知県商工会議所青年部連

合会の井澤会長はじめ大勢のYEGDAYキャラバ
ン隊がお見えになり、11月3日(土)に豊川市総合

体育館で開催されるYEGDAYのPR活動を行いま
した。我ら安城ＹＥＧからも4名の方が出向して
おり、大いに会場は盛り上がりました。お越し頂

きました県連キャラバン隊の皆様、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

好きだから 苦しいけれど 苦痛じゃ
ない
ハルト︵ 才・池浦町︶

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

15

ー９月例会『今知っておきたい経営の基礎知識』ー
9月例会を下記のとおり開催します。

○日
○場
○内

時
所
容

○その他

平成30年9月27日㈭ 19:00〜21:00
安城商工会議所3階研修室
山田健太郎税理士による経営計画ミニセミナー
同一労働同一賃金に関するミニセミナー
政府が最重要法案として位置付けた「働き方改革」のうち、経
営者として認知しておくべき、
「同一労働同一賃金」の要点と
税務面から経営改善に役立つ「経営計画」について、プランニ
ングの流れと作成メリットについて、知識の周知啓発を行う。
あんじょう商工会議所
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地元を大切にしながら成長発展する
『最上川千本だんご』
山形新幹線に乗り、山形駅を通り過ぎ終着駅である新

ただきましたが、正直絶品でした。それもそのはず、大石田

庄駅の一つ手前の大石田駅で下車し、駅から車で5分ほど

で収穫されたお米をベースに厳選された原材料を使用し、

走った場所に古民家のようなすてきなデザインのお店があ

一切の添加物を使用せず、スタッフが注文を受けてから1

ります。ここが「最上川千本だんご」の唯一の製造・販売

本1本手づくりで目の前でつくってくれるからです。現在、製

拠点です。創業は、今から60年前の1958年、現代表の五

造・販売されている種類は「ずんだだんご」
「しょうゆだん

十嵐智志さんのご両親が始めたお店です。創業当初は夫

ご」
「ごまだんご」
「あんこだんご」、
そして「くるみだんご」

婦で豆腐の製造卸を専門とする、いわゆるお豆腐屋さんで

の5種類がメインです。ほかには四季折々の旬の原材料で

したが、豆腐屋としての限界を感じたため、豆腐の製造卸

味付けをしています。気になるところは値段ですが、1本

をやる傍ら、現在のお店のある大石田で収穫されたお米を

120〜140円と、安価（リーズナブル）な値段です。規模を

ふかしてついただんごをつくり、
「大石田だんご」と名付け

大きくしようと思えば、要請のある全国各地の百貨店や

副業として販売するようになりました。

スーパーマーケットに卸せばいいわけですが、同店はそう

この「大石田だんご」が今のように売れるようになった、 したことは決してしないと明言しています。その理由は、単
そして、名前が「最 上 川千本 だ んご」に変わったのは、 にだんごの日持ちの問題ではなく、五十嵐さん夫婦の大石
2000年に開催されたあるイベントがきっかけでした。山

田への強い思いからです。大石田町も、過疎化が著しく進

形市内の地元百貨店で「大石田フェア」があるので出展し

行しており、この地に人を呼び込みたいのです。18年前ま

ないかと声を掛けられたのです。

では、家族だけの小さなお店でしたが、現在は正社員が12

「明日には、硬くなるだんごはいかが…」という呼び声で、 人、パートやアルバイトが13人と、計25人の今や地域内外
つくりたての本物のだんごだからすぐに硬くなるという点

で著名な繁盛店になりました。

をアピールして来場客に販売したところ、日に日に客が殺

こうしたお店の存在を知ると、中小企業の問題は、ロ

到し、最終日には、1日で1000本を売り上げることができ

ケーションでも規模でも、広告力などでもなく、強くぶれ

たのです。このことがきっかけとなり、これまでの「大石田

ない本物へのこだわりの有無と思えてなりません。

だんご」から県外の人も知っている最上川の名前を入れて、
「最上川千本だんご」に名前が変わりました。
先日訪問した折、この最上川千本だんごを食べさせてい
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人を大切にする経営学会
会長 坂本 光司

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9月１日号︵毎月１日発行︶

30

第
号

781

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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