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安城商工会議所創立65周年記念事業

安城産業フェア「EXPO

出展 企
業
募集中
！

ANJO 2019」

安城商工会議所創立65周年を記念して一般市民を対象とする安城産業フェア
「EXPO ANJO 2019」を開催いたします。
と き
ところ
内 容

平成31年3月16日㈯・17日㈰ 10時00分〜16時00分
安城市体育館アリーナおよびロータリー
一般市民を対象とした展示会および飲食・物販など

※詳しくは、先月号の折込チラシもしくは、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

今月のみどころ
6・7
9

今月の会員事業所紹介

特集1
「安城市への要望書の回答（その1）」
特集2
「先端設備等導入計画策定の手引き」
折込「安城企業就職フェアANJOB」
折込「新春賀詞交歓会」
折込「合同プレス発表会・プレスリリースセミナー」
折込「共済還元事業・たなばた共済だより」

株式会社ままやタイガー
所在地

城南町1-3-9

電

73-6800

話

社会福祉法人相志会
所在地

篠目町竜田155

電

76-4165

話

安城商工会議所 行事予定
10月

11月

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

２日㈮ 初級簿記講座

18：30〜21：00

10日㈬ 金融相談（日本政策金融公庫）

10：00〜12：00

５日㈪ 初級簿記講座

18：30〜21：00

16日㈫ 事業を大きくするための決算書のイロハ 13：30〜16：00

７日㈬ 初級簿記講座

18：30〜21：00

18日㈭ 法律相談

13：00〜16：00

７日㈬ プレスリリースセミナー

14：00〜16：00

19日㈮ 若者の心をつかむ求人票セミナー

14：00〜16：00

９日㈮ 初級簿記講座

18：30〜21：00

22日㈪ 初級簿記講座

18：30〜21：00

11日㈰ ビジネスマネジャー検定試験

23日㈫ 会員親睦ゴルフコンペ

12日㈪ 初級簿記講座

18：30〜21：00

23日㈫ 初級簿記講座

18：30〜21：00

13日㈫ 経営セミナー

14：00〜15：30

25日㈭ 初級簿記講座

18：30〜21：00

14日㈬ 金融相談（日本政策金融公庫）

10：00〜12：00

26日㈮ 金融相談（愛知県信用保証協会）

13：00〜16：00

15日㈭ 法律相談

13：00〜16：00

28日㈰ 珠算検定試験

18日㈰ 日商簿記検定試験

29日㈪ 初級簿記講座

18：30〜21：00

20日㈫ 税務相談（記帳継続指導）

13：00〜16：00

31日㈬ 初級簿記講座

18：30〜21：00

20日㈫ 経営セミナー

14：00〜16：00

22日㈭ 創立65周年記念式典、記念講演

13：15〜16：00

25日㈰ 福祉住環境コーディネーター検定試験
26日㈪ 金融相談（愛知県信用保証協会）

13：00〜16：00

26日㈪ 合同プレス発表会

14：00〜16：00
表紙の写真／ © スタジオ RAY 田中克浩

今月号の表紙

Taro s Bar

まるでスイーツのようなカクテル「シャンパン・ジュエル」

表紙は、世界中の洋酒やオリジナルカクテル、こだわりのフードを味わえるTaroʼs Bar
のオリジナルカクテル「シャンパン・ジュエル」
（1,100円）です。数あるカクテルの中でも
シャンパン・ジュエルは、シャンパンの中にパインやマンゴー等のフルーツが５種類程
入っており、スイーツ感覚で楽しめるとお客様から大好評な逸品です。また、ノンアル
コール（900円）にもできるため、運転手の方も安心して注文できます。さらに、来春公開
予定の映画
「スウィート・ビター・キャンディ」
の劇中にも登場する話題のカクテルです。
ノスタルジックな雰囲気で非日常を満喫することができるTaroʼs Barでゆったりとした
素敵な時間を過ごしませんか。
【お問合せ】Taroʼs Bar三河安城店 所在地：安城市三河安城本町１丁目１-１１第３ビレッジ１階 TEL：72-7544
あんじょう商工会議所

− ３−

おしらせ

商工会議所からの

経営セミナー「事業を大きく
するための決算書のイロハ」

若者の心をつかむハローワーク
求人票の書き方セミナー

本セミナーでは、金融のプロである「金融機関」、税

本セミナーでは、
「ハローワークの求人票を書いた

務のプロである「税理士」が決算書の見方と改善のア

ことがない」方から「求人票を出しても応募がない」

プローチ方法を中心に、
「事業を大きくするための決

などのお悩みの方の経営者、採用担当者を対 象に、

算書のイロハ」を解説します。決算書を「上手く活用す

求人票の書き方ひとつで応募が来る方法を学べる機

るポイント」を習得し、事業拡大手法を学べる貴重な

会ですので、求人の強化を図りたい、経営者、担当者

機会ですので、ぜひご参加ください。
時 平成30年10月16日㈫

の方はぜひお申込みください。

13時30分〜16時00分

時 平成30年10月19日㈮

場 安城商工会議所 3階 研修室
講 日本政策金融公庫岡崎支店

14時00分〜16時00分

場 安城商工会議所 ３階 研修室

国民生活事業

講 有限会社LINABLEキャリア

立見 大作 氏
山田会計事務所 所長 税理士 山田 健太郎 氏
融資第二課長

代表取締役 荒川 陽子 氏

内 １．金融のプロが語る、融資しやすい会社と

内 1.今どきの若者の5つのギャップ

融資しにくい会社

2.求人票ＮＧ探し 若者たちのひっかかりどころ

２．税務・会計のプロが語る決算書の改善方法、

3.今どきの若者5つのこだわり

活用方法と事業拡大へのアプローチ方法

4.自社の求人票を見直そう

３．その他

明日からすぐに使えます

対 経営者、経営幹部、事業戦略及び拡大等の業務に従

¥ 会員事業所

事する方

2,500円

一般（上記以外） 5,000円

¥ 無料

『商工会議所福祉制度
キャンペーン』実施のお知らせ

管理職になるまでに身に
付けたい必須能力講座

ベストウイズクラブ で は 、
「福 祉 制 度 キャンペー

本セミナーでは、中堅社員・リーダーを対象に管理

ン」を9/18〜11/3 0に実 施いたします。本キャンペー

職になるまでに身に付けておきたいビジネススキル

ンは『商工会議所福祉制度 』を会員の皆様にご理解

を学べます。実 践に必要なスキルを理 解し、職 場で
活 躍するステージを高めていきたい方は、ぜ ひお申

いただき、会員事業所の福祉向上にお役立ていただ

込みください。

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

時 平成30年10月10日（水）９時30分〜16時30分

保 障 や 退 職 金 準 備 他 、入 院・介 護・老 後 に備 え た

場 安城商工会議所 3階 研修室

様々な保障ニーズにお応えするものです。

講 株式会社プロカレント

商工 会 議 所職 員とアクサ生命保 険 株 式 会 社の 担 当

内 １.組織の中で求められる中堅社員の期待と役割

社員がお伺いした際には、是非ご協力いただきます

２.目標達成への「仕事力」

ようお願い申しあげます。

３.深く考え、変化に動じない「実行力」
４.職場のやる気を高める「対話力」

※「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

５.まとめ

会議所およびアクサ生命保険株式会社により運営

¥ 会議所会員

されている組織です。

あんじょう商工会議所

5,400円

一般（上記以外）10,800円
※（上記料金には昼食756円を含む）

問 総務・業務グループ 共済係

− ４−

下田 浩貴 氏

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
■

特集1

平成30年度

安城商工会議所からの要望書の回答

6月26日㈫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。今月号と来月号にて、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、及び地域振興・地域活性化について掲載
させていただきます。

豊田安城線の事業推進

短期要望

国道23号名豊道路のIC周辺の
アクセス道路における渋滞緩和整備
要望

期完成と、引き続き名鉄西尾線との立体交差部を
県への働き掛けを要望

中期要望

IC周辺のアクセス道路における渋滞緩和整備を

整備計画区間内の安城新田工区（700ｍ）の早

含む未着手区間の早期事業化の推進について愛知

その1

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

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最重要路線として、国、

まいります。

なお、和泉ICについては、道路管理者である愛知県に

県に要望しているところです。

おいて、主要地方道安城碧南線を北進する車両がスムー

城線までの区間の安城新田工区（700ｍ）は、すでに事

和対策を図ってまいります。

愛知県においては、豊田安城線バイパスから現豊田安

スに通行できるよう、左折専用レーンを設置し渋滞の緩

業着手し、平成27年度より用地買収に入っております。

安城高浜線バイパスの事業効果を高めるためには、安

城池浦工区「仮称」（500ｍ）も含めた全線（1,200

新池箕輪線の早期整備

ｍ）の早期整備を促進してまいります。

中期要望

国道23号高棚北IC方面より早期に整備していた

だくよう関係機関への働き掛けを要望

名古屋岡崎線バイパスの事業推進

短期要望

新池箕輪線は、新幹線三河安城駅と名豊道路（国道23

号）を結ぶ重要な幹線道路であります。

事業推進の愛知県への働き掛けを要望

この路線は、県道安城小垣江線の代替路線であり、県

による都市計画決定がされており、市街地拡大の実現性
名古屋岡崎線バイパスの整備については、県事業とし

て行われており、安城市のみならず、名古屋岡崎線建設

の検討にあわせて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。

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

岡崎半田線の早期整備

部区間において、開通いたしました。また、一昨年度か

北明治区間の渋滞緩和と歩行者の安全確保のため

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。

河川（鹿乗川等）の改修工事の推進

中期要望

の拡幅整備について関係機関への働き掛けを要望

主要地方道岡崎半田線は、本市の中心市街地の一部で

ある北明治地区を通過し、岡崎市、安城市及び高浜市を

短期要望

浸水マップにおいて浸水予測がされている鹿乗

川等の改修工事の推進の関係機関への働き掛けを
要望

一級河川鹿乗川の改修については、県事業として行わ

れており、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

結ぶ重要路線です。

北明治区間については、街路整備に向けた地域の意識

醸成を図り、都市計画を変更する手続きが進められてい
ます。

今後も、引き続き県に対し、街路事業の推進を要望し

てまいりますので、よろしくご理解をお願いします。

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

愛知県への働き掛けを要望

安定的かつ継続的な次期廃棄処分場を確保するため、

え工事を実施していただきます。

「衣浦ポートアイランド廃棄物最終処分場」の第2期計

害の拡大が予想されますので、西鹿乗川の合流地点まで

イランド廃棄物最終処分場確保促進協議会を通じ、県に

今後もゲリラ豪雨の増加、市街化の進展により浸水被

の早期完成に向け、整備を促進してまいります。

− ６−

あんじょう商工会議所

画の具体的な建設促進につきましては、衣浦港ポートア
働き掛けてまいります。

地域商談会（三河・知多会場）
「発注企業」参加募集中！
発注企業と受注企業が一堂に会し、具体的な商談や
情報交換をしていただく商談会を開催します。
「発注ニーズ」をお持ちの企業の皆様、新たなビジネ
スパートナーの発掘に、是非ご参加ください！
時】 平成31年2月20日㈬
13時00〜17時15分
【場
所】 刈谷市産業振興センター
「あいおいホール」
【募集企業】 発注企業50社
※受注企業は150社を予定しています。
【参 加 費】 無料
【募集期間】 平成30年10月１日㈪〜11月２日㈮
【備
考】 受注企業は１１中旬から募集を開始する
予定です。
【お問合せ】 安城商工会議所 担当：杉山
TEL：76-5175
【日

IT導入補助金 3次公募受付中
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等が自社
の課題やニーズに合ったITツール（ソフトウエア、サービ
ス等）を導入する経費の一部を補助することで、業務効
率化・売上アップをサポートするものです。
【補助対象経費】
ソフトウェア製品
①ソフトウェア、クラウド サ ービ ス
クラウドサービス
②機能拡張／データ連携ソフト
③ＨＰ利用料
オ プ シ ョ ン
④アカウントＩＤ追加
／クラウド年間利用料追加

役

務

⑤保守・サポート費（最大１年分）
⑥導入設定、業務コンサル、
マニュアル作成、導入研修
⑦セキュリティ対策

※補助対象外経費：ハードウェア購入費 、
リース費用 、
ＯＳ費用 等

【補助額】
上限額

50万円

下限額

15万円

補助率

1/2以下

【申請締切】11月19月㈪
【お問合せ】
サービス等生産性向上IT導入支援事業 コールセンター
TEL：0570-000-429

− ８−

あんじょう商工会議所

「安城未来マイスター」表彰制度
今年度表彰分の申請期限迫る！
安城市では、優れた技能者を増やし、ものづくり企業
が技術力を高めることを目的に、未来を担う若手技能
者を表彰する「安城未来マイスター」表彰制度を今年度
創設しました。表彰には事前の申請が必要です。対象と
なる方はぜひご申請下さい。
【表彰対象者】
次の①〜③のいずれにも該当する方が対象となります。
①中小企業に勤務する安城市内在住・在勤の方
②国家技能検定の特級又は１級に合格した方
③対象となる検定試験の合格発表日において40歳
未満の方
【申請方法】
次の①〜④の必要書類を30年10月15日㈪までの間
に安城市役所商工課工業労政係へご提出ください。申
請様式及び表彰要領は、安城市公式ウェブサイト『望遠
郷』からダウンロードできます。
【必要書類】
①「安城未来マイスター」表彰申請書
②勤務先を証明する社員証等の写し
③運転免許証またはマイナンバーカードの写し
④合格通知はがきの写し
【表彰方法】
年度内に認定証及び記念品の贈呈を行う表彰式を実
施します。
【お問合せ】
安城市役所商工課工業労政係
TEL:71-2235 FAX：76-1184

認知症を知る講演会
「介護者も輝いて生きるために」
2025年には認知症の人の数は高齢者の５人に１人が
なると言われています。自分や身近な人が認知症になっ
ても安心して住み慣れた地域で生活するにはどうした
らいいでしょうか。介護経験者の視点から、介護する側、
介護される側がより良い介護を選ぶには何を基本に考
えればよいのか、介護を経験した女優の秋川リサ氏を
お迎えし、認知症の介護についてご講演いただきます。
【日

時】 平成30年11月17日㈯ 14時00〜16時10分

【場

所】 安城市民会館

【講

師】 女優・タレント

【定

員】 1,200名（先着順）

【料

金】 無料

サルビアホール

秋川 リサ 氏

【お問合せ】 安城市 高齢福祉課
地域支援係 TEL：71-2264

特集 2

生産性向上特別措置法

先端設備等導入計画策定の手引き

先 端 設備 等 導入計 画は、中小企 業・小規 模 事 業 者等が 設備 投 資を 通じて労 働 生 産 性の向上を図るた
めの計 画です。先 端 設備 等 導入 計 画を 策 定し、安 城 市の認 定を受けることで下記のメリットが あります。

メリット

税 制 措 置 一定の取得設備の固定資産税負担が3年間ゼロになります。
金融 支 援 民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けることができます。
予算 支 援 一部の補助事業の優先採択等を受けることができます。
【先端設備等導入計画の主な要件】
主 な 要 件
計 画 期 間

内

容

3年間、4年間又は5年間
計画期間において、基準年度（注釈）比で
労働生産性が年平均3%以上向上すること

【先端設備等導入計画の認定フロー】

経営革新等
支援機関

（安城商工会議所等）

（注釈）直近の事業年度末

労働生産性

労働生産性の算定式
（営業利益+人件費+減価償却費）
労働投入量

先端設備等
の
種 類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活
動等の用に直接供される下記設備
【対象設備】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具
備品、建物付属設備、ソフトウェア

計 画 内 容

・導入促進指針及び導入促進基本計画に
適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実
施されると見込まれるものであること
・認定経営革新等支援機関（商工会議所
等）において事前確認を行った計画で
あること

②事前確 認
書発行

中小事業者等
先端設備等
導入計画

③計画申請

⑤設備取得

（労働投入量は、労働者数又は労働者数×
1人当たり年間就業時間）

①事前確 認
依頼

④計画認定

安城市

詳細は安城市役所ホームページ（https://www.city.anjo.aichi.jp/zigyo/syoko/seisannsei.html）
または、
下記までお問合せください。
【お問合せ】 安城ビジネスコンシェルジュ（ABC） TEL：93-3341
安城市役所 産業振興部 商工課 工業労政係 TEL：71-2235

“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/

株式会社ままやタイガー
焼肉だけではない、創作料理がリーズナブルに楽しめるお店
今回は、城南町にある㈱ままやタイガー（ままやホルモン安城店）をご紹介します。
ままやタイガーは、
「敷居の高くない、気軽に来てもらえる店」を店舗コンセプトに、店の一
番人気メニューである牛ホルモンを中心に豊富な焼肉メニューをリーズナブルに提供してい
ます。座席も個室、半個室、カップルシート、座敷席を完備し、様々なシーンでご利用いただく
ことが可能です。
お店の特徴は焼肉だけではなく、創作一品料理、ドリンク、デザートメニューもリーズナブ
ルに、また豊富に揃えており、中でも一品料理の「ホルモン唐揚げ」、デザートの「ふわふわア
イス」は一番人気のメニューで、ホルモン唐揚げは安城七夕まつりの「グルめぐり」にも出店し
大変好評でした。
また、創作一品料理とデザートを求めて女性の来店も多く、女性も気軽に来ていただける
「雰囲気のある」店でもあります。
焼肉・一品料理・デザートと３つを同時に楽しめる焼肉店ですので、ぜひ㈱ままややタイガー（ままやホルモン安城店）をご利用して
みてはいかがでしょうか。

所 在 地

城南町1-3-9

電

73-6800

話

営業時間
定 休 日

小堤町

小堤公園

★

日〜木

17:00〜翌3:00

金・土

17:00〜翌5:00

水曜日

48
45
小堤町東

（杉原）

社会福祉法人 相志会（介護複合施設 こころくばり）
丁寧な介護サービスを提供します
今回は篠目町の「介護複合施設 こころくばり」を取材しました。
2018年4月にオープンしたこちらの施設は、
「特養」
「ショートステイ」
「グループホーム」
「デ
イサービス」
「看多機」５つを併設した介護複合施設となっております。また、日常生活の把握
を徹底し、問題が発生した場合は医療機関と連携をとり健康管理のケアを行います。
50台の駐車場を完備の清潔感と開放感があふれる施設は、無料スペース「地域交流室」を
設けており、営利目的でなければ一般の方でも利用することができたり、オープニングイベン
トで篠目中学校の吹奏楽部の皆さんに演奏をしてもらったりと地域の方との関わりを大切に
しています。
また、10月15日から名古屋市の介護学校が初任者研修を当施設で外部の人を対象に開催いたします。
在宅から通所、そして入居の介護サービス。医療連携をしっかりと行い、不安のない、そして丁寧な介護サービスを提供する地域
密着型の「こころくばり」をご利用下さい。
篠目
中学校

所 在 地

安城市篠目町竜田155

電

76-4165

話

H

P

篠目町竜田

大西

http://www.kokorokubari.or.jp/

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

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

●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

篠目町1

篠目
公園

篠目町古林畔

アンデン

（三村）

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。

★

梨の里
小学校

篠目町北

篠目町

女性会だより
安城七夕まつり意見交換会

七夕まつり特別委員会 委員長 筒木 麻三子

去る8月21日（火）、太っ腹にて意見交換会を開
催いたしました。参加された皆様から貴重なご意
見を数多くいただき、非常に中身の濃い、実りある
会となりました。今年の七夕まつりは、昨年同様の
企画に加えて新しい企画もあったため、利用者は
もちろんのこと、会員の皆様にも喜んでいただけま
した。今回の意見交換会でいただいた多くのご意
見を次年度以降にしっかりと繋いでいき、女性会

▲会長挨拶

▲意見交換会の様子

のこの活動がより良いものとなり、利用者からもよ
り喜んでいただけるよう企画をしていければと思
います。
後記になってしまいましたが、この会に参加して
いただきました皆様、そして猛暑の中、七夕まつり
３日間でお手伝いしていただいた会員の皆様に感

来 場 者 の声

利用者数
3日間合計

546名

・毎年利用しています。
・スタッフがとても優しかったです。
・涼しく快適に利用できました。
・お水のサービスが嬉しかったです。
・七夕が２倍楽しくなりました。

謝申し上げます。ありがとうございました。

活動報告
秋の交通安全キャンペーンに参加しました
9月21日(金)

受賞
おめでとう

「第17回女性起業家大賞」
スタートアップ部門
伊藤

信子

特別賞受賞

氏（株式会社想珠）

市役所前
9月26日(水)
DCMカーマ住吉店

赤い羽根共同募金への
ご協力をお願いします！
今年度も１０月１日から全国一斉に「赤い羽根共同募金
運動」が展開されます。
事業所の皆さまには毎年事業所募金をお願いしてお
り、担当地区の民生委員が各事業所を訪問し、募金の協
力を呼びかけます。お寄せいただいた募金は、地域のボラ
ンティア活動、障がい者施設への施設備品等助成、ひとり
親家庭の子どもへの入学祝い品贈呈等、幅広く活用して
います。
これらの事業は、皆さまからの募金により支えられてい
ますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
なお、共同募金への寄付は、法人税に対する税制上の優
遇措置として「全額損金」とすることができます。
ご一報をいただきますと、募金の受け取りに参ります。
あたたかいご支援、ご協力をお願いし
ます。
【お問合せ】
安城市共同募金委員会 担当 辻田
（安城市社会福祉協議会総務課企画財務係）
ＴＥＬ0566-77-2941
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あんじょう商工会議所

活動報告
フラ部会

9月6日㈭
みなみの風

９月23日㈰
桜井下谷会
芸能発表会

10月1日㈪
小川の里

〜安城警察署からのお知らせ〜
〜特殊詐欺にご注意を〜
●特殊詐欺とは

面識のない不特定の者に対し、電話その他の通信手段を用

いることにより、対面することなく欺罔行為を完結させるとと
もに、不正に調達し架空・他人名義の預貯金口座への振込そ

の他の方法により、被害者に財物を交付させるなどの詐欺を
言います。

●被害に遭わないためには

・犯人と話さないために電話機を常時留守番電話設定にし、
相手を確認後に電話に出る。
・ナンバーディスプレイ電話や被害防止対策機能付電話機、
迷惑メール対策機能アプリを使用する。
・相手を疑い、一度電話を切り、正しい電話番号を調べる。
・第三者に現金やキャッシュカードを渡さ
ない。暗証番号を教えない。
・普段から、家族や地域で「振り込め詐欺」
の話をする。など

YEG

安城ＹＥＧだより

安城商工会議所青年部

8月例会「安城七夕まつり」
平成30年8月3日㈮から8月5日㈰の3日間、8月例会及び第65回安城七夕まつりが盛大に開催されまし
た。
今年の安城七夕まつりは〜笑顔いっぱい盛り上げよう！次代へつなぐ七夕まつり〜をテーマとして、昨年
6月にオープンしました中心市街地拠点施設「アンフォーレ」の会場でのイベントも以前にも増して賑わっ
ていました。
安城商工会議所青年部としては、例年通り碧海信用金庫様のご好意により本店駐車場をお借りして、天
の川をイメージした「天の川テラス」を設営し、ダンスや音楽を発表する「天の川ステージ」に多くの人が集
まりました。また、ステージや各市民団体テント、休憩スペース等の運営、そして物品販売では、美味しいと
好評の焼きそば、フランク、焼き鳥、かき氷に加え、今年新たにチョコバナナ、金魚すくいを行い大盛況の
中、青年部メンバー全員が頑張って参加させて頂きました。
また、熱中症対策としても効果的なミストシャワーを「天の川テラス」と「アンフォーレ」に設置したとこ
ろ、ミストシャワーの降るポイントに多くの人が集まり、涼しげな雰囲気を楽しんでいたのが印象的でした。
今年も3日間、連日の猛暑が及ぼす影響が危惧されていましたが、青年部メンバー同士で水分補給を促
し、体調不良や熱中症など大きな問題を出すことなく無事に七夕まつりを終えたことは、青年部メンバー
皆様のご協力のお陰だと考えております。ありがとうございました。そして設営から片付けに至るまで大
変お疲れ様でした。

トーク

元気ノ助のメールで投句

仲いいね あやかりたいね 私等も
愛子︵ 才・柿崎町︶

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

33

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
○場
○会
○内

時
所
費
容

平成30年10月25日㈬ 18時30分より
デンパーク花車
2,000円（当日徴収いたします）
臨時総会では平成31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を語る闘
論会！」として会員同士で熱い思いを語って頂き、来期以
降の有意義な会活動へと繋げると共に懇親を深める場
とします。
あんじょう商工会議所

− 13−

地域の弱者のために福祉車両を製造する
西元自動車
北陸新幹線の新高岡駅で下車し、車で10分ほど走った
富山県射水市内の大きな道路に面した場所に、小さな自

つの拠点に戻している。
筆者が同社を高評価し、注目しているのは、こうした自
動車整備工場の在り方だけではない。それは同社が数年

動車整備工場がある。

ここが「西元自動車有限会社」で、主事業は社名の通り、 前から、あえて立ち上げた、もう一つの地域貢献・社会貢
自動車の修理、鈑金塗装をはじめ、自動車やオートバイの
小売り販売である。自動車整備業の多くは、当然ながら、

献事業である。
その事業は、福祉車両の製造・販売である。具体的にい

自動車の整備や自動車保険がその売上高の大半を占める

えば、高齢や障がいのため、既存の自動車を運転できない

が、同社の最大の売り上げは、自動車やオートバイの小売

社会的弱者のために、
その人の状況に応じてオーダーメー

りである。

ドで既存の自動車を改良するというサービスである。

しかし、ここには美しい自動車を展示しているショールー

きっかけは、周辺に増えつつある移動難民・買い物難民

ムがあるわけではない。小売りが最大の売上高となった理

といわれる高齢者と障がい者の存在を知ったことだ。自動

由は、同社が自動車に関するあらゆることに、ワンストップ

車整備工場として支援しようと海外の福祉機器メーカー

のサービスを提供していることと、創業以来、企業の都合

と提携し、立ち上がった。

ではなく、その顧客に一番合っていると思われる自動車を、

余談だが、同社を訪問した当日、西元社長が駅から工場

親身になって探し提供してきた誠実な経営姿勢が地域社

まで送迎してくれたその自動車が、まさに福祉車両であっ

会の高い評価を受けてきたからにほかならない。

た。その自動車はハンドルが外側と内側の大小の二重構造

同社の創業は1969年。現社長の西元勇司氏の父が、名
古屋の自動車整備業で丁稚（でっち）奉公をした後に故郷

になっており、内側にあるハンドル自体にブレーキやアク
セルの機能が付加されているというものだった。

へ帰り、一人でスタートさせた。子どもの頃から父親の仕事

同社の事務所で、福祉車両に改造した車を利用している

ぶりを見ていた現社長は、迷うことなく父の後を継ぐと決

下半身に障がいのある高齢者からのサンキューレターを

意し、愛知県の著名な自動車整備を学ぶ専門学校を卒業

読ませていただき、真に世のため・人のためになっている企

した後、同社に入社した。経営環境にも恵まれ、また若かっ

業と実感した。
人を大切にする経営学会

たこともあり、一時、会社を数カ所に拡大したこともあるが、

会長 坂本 光司

「何のために……」という原点に立ち返り、現在は会社を一

税務署から相談窓口のお知らせ
所得税や法人税、贈与税などの国税に関する一般的なご質問、ご相談は、パソコンやスマートフォンから国税庁ホー
ムページ「タックスアンサー」にて調べることや、所管の税務署にて電話相談ができます。
インターネット上の税務相談室
「タックスアンサー」
国税庁ホームページの「タックスアンサー」で

電話相談センター

国税に関する一般的なご相談は電話センターをご利用ください。
① 刈谷税務署（TEL：0566-21-6211）へお電話をお掛けください。

は、項目別やキーワードで身近な税金に関する
情報が検索できます。

タックスアンサーは、インターネット環境のあ

るパソコンのほかスマートフォンや携帯電話から
も利用できます。

タックスアンサー

− 14−

あんじょう商工会議所

② 自動音声によりご案内しますので、 1 を押してください。
（案内の途中でも押すことができます）
③自動音声に従って、相談したい内容の番号を選択してください。
【受付時間：8時30分〜17時00分 ※土日祝日、年末年始を除く】

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

ネクスト

〒446-0046 安城市赤松町梶 1 番地
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）

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

ご意見・ご要望などをお寄せください
安城商工会議所に対するご意見・ご要望・ご提案などがございまし
たら窓口・電話・FAX・メールにお寄せください。メールは一部の職員
しか見ることができませんので、お気軽にお送りください。
TEL：0566-76-5175 FAX：0566-76-4322
メールアドレス：info@anjo-cci.or.jp

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

30

月１日号︵毎月１日発行︶

10

第
号

782

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

