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安城商工会議所 新春賀詞交歓会
新しい年のスタートにあたり、当所では「新春賀詞交歓会」を開催いたします。会員事業所の皆さまが親しくご歓談いただける
良い機会となり、会員事業所相互の交流にも繋がりますので、ぜひお気軽にご参加ください。
【日 時】
【場 所】
【参加費】
【定 員】

平成31年1月9日㈬ 12時15分〜13時30分
安城商工会議所 5階 大会議室
1人2,000円（税込）
120名
（定員になり次第、締め切り）
※詳細につきましては、10月号の折込チラシもしくは当所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

安城商工会議所事業のご紹介

おすすめサービス

『事業承継支援』
をご利用ください！
商工会議所は、自治体や他の支援機関と連携強化を図るとともに、事業承継税制や事業承継補助金等、
国の支援策を活用しながら、中小企業・小規模事業者の意識や課題に応じた事業継承支援を行っています。

「事業承継支援業務提携に関する覚書」を締結
安城商工会議所は平成28年3月に市内10金融機関と
事業承継支援の業務提携を締結しており、今回、平成30
年9月27日に東海税理士会刈谷支部安城部会と、事業承
継を始めとした経営課題を連携して伴走型支援を行い、市
内事業者の持続的発展と事業承継を支援するための「事
業承継支援業務提携に関する覚書」を締結しました。
今後は、会議所、金融機関、税理士会の三者で連携し事
業承継に関するセミナーや経営相談会の開催など、企業
のサポートを行っていきます。

中小企業・小規模事業者の意識・課題に応じた事業承継支援
中小企業の
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情報発信

セミナー等による合同支援

個別支援

● 会 報、ＨＰ等に

●各種セミナーや演会開催

よる施策情報の

を 通じた事 業 継 承ガイド

発信

ライン、事 業 承 継 税 制 等

●事業承継の個別相談
●あいち事業承継ネットワークを活用した
支援
●ビジもんバスターズを活用した専門家派遣
●小規模事業者持続化補助金などの活用
●税理士、弁護士等の専門家の紹介・派遣
●事業引継支援センター、後継者バンクの
紹介

●経営指導員によ
る巡回、窓口相
談を 通じた 周
知・啓発

の普及
平成30年11月13日
知っておきたい効果的な
節税方法セミナー開催

今月のみどころ
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今月の会員事業所紹介

特集1
「安城商工会議所からの要望書の回答(その2)」
特集2
「補助金採択者の声」
特集3
「安城市内景況調査」
折込「部下の育成とモチベーションアップ講座」
折込「西三河合同企業説明会」
折込「刈谷合同企業説明会」
折込「企業ガイドブック2019」

-リバイタライズエステHEAL
所在地

緑町2-11-8

電

74-5102

話

株式会社CREATIVE
所在地

池浦町池浦85

電

89-2143

話

安城商工会議所 行事予定
11月

12月

２日㈮ 初級簿記講座

18：30〜21：00

２日㈰ 安城元気フェスタ2018

５日㈪ 初級簿記講座

18：30〜21：00

２日㈰ カラーコーディネーター検定試験

７日㈬ 初級簿記講座

18：30〜21：00

７日㈮ 部下の育成とモチベーションアップ講座 13：30〜16：30

７日㈬ プレスリリースセミナー

14：00〜16：00

９日㈰ ビジネス実務法務検定試験

９日㈮ 初級簿記講座

18：30〜21：00

12日㈬ 金融相談（日本政策金融公庫）

11日㈰ ビジネスマネジャー検定試験

９：00〜15：00

10：00〜12：00

16日㈰ 環境社会検定試験

12日㈪ 初級簿記講座

18：30〜21：00

20日㈭ 法律相談

13：00〜16：00

13日㈫ 経営セミナー

14：00〜15：30

28日㈮ 金融相談（愛知県信用保証協会）

13：00〜16：00

14日㈬ 金融相談（日本政策金融公庫）

10：00〜12：00

15日㈭ 法律相談

13：00〜16：00

18日㈰ 日商簿記検定試験
19日㈪ 御園座コロッケ特別公演観劇

９：20〜15：30

20日㈫ 税務相談（記帳継続指導）

13：00〜16：00

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

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

表紙の写真／ © スタジオ RAY 田中克浩

今月号の表紙

脇田製畳

畳グッズで快適な暮らしを！

表紙は、
柿碕町にある脇田製畳が小規模事業者持続化補助金の採択を受け製作を始めた
「畳販促グッズ」
です。
同グッズはコースターやぞうり、ケースなどがあり、いずれも熊本八代産の「い草」を使用し
ています。
「い草」は内部がスポンジのような構造になっていることから、湿度調整・空気浄
化・消臭効果があり、デザイン性だけではなく、機能性にも優れているのが特徴です。そのた
め、環境に優しく、快適に利用できます。
国産の素材にこだわり、熟練の技により製作された畳に興味のある方はぜひ、脇田製畳へ
お問合せください。
【お問合せ】脇田製畳 所在地：安城市柿碕町南屋敷22 TEL：97-8001
あんじょう商工会議所

− ３−

おしらせ

商工会議所からの

三方良しの健康経営
受動喫煙防止対策助成金

経営セミナー「効果的な新規顧客
開拓に繋がる販売促進ツールの選び方」

受動喫煙防止対策助成金は、職場の受動喫煙防止
対策として喫煙室の設置や改修、換気装置の設置な
どを行った際に費用の一部を助成する制度です。
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

本セミナーでは、新規顧客開拓の基 本と顧客ター
ゲットとターゲットに応じた販 売促 進ツールの選び
方を学び、新規顧客開拓、売上アップ等、経営改善を
図る機会ですので、ぜひご参加ください。

【助成対象となる措置】
右の基準を満たす
①
喫煙室の設置・改修

時 平成30年11月20日㈫

喫煙室の入口で、喫煙室内
に向かう風速が0.2m/秒以上

場 安城商工会議所 ３階 研修室
講 中小企業診断士

右の基準を満たす屋 喫煙所での喫煙で、喫煙所の
② 外喫煙所（閉鎖系） 直近の建物の出入口などにお
の設置・改修
ける粉じん濃度が増加しない

遠藤 久志 氏

２.顧客ターゲットと販売促進ツール（IT、チラシ等）
の選び方
３.販路開拓等の取組に資する補助金の紹介
４.消費税・軽減税率の制度概要
５.その他

【助成対象経費】

対 売上アップ、新規顧客開拓を図りたい経営者、経営

助成対象経費

助成率

幹部の方、販路開拓等の取組に資する補助金に関

上限額

心のある方

上記①〜③の措置にか １/２
かる工費、設備費、備 飲食店を営んでい 100万円
品費、機械装置費など る事業場は１/3

¥ 無料

【お問合わせ】
雇用環境・均等部企画課 TEL:052-857-0313
【URL】https://www.mhlw.go.jp/index.html

経営セミナー
「知っておきたい効果的な節税方法」
小規模、中小企業事業者向け税制は現在多岐にわた
り、税制を知り活用することで節税にもつながります。
本 セミナーで は 、「 知っておくべ き 節 税 の 知 識 」
「効果的な節税 方法 」と「事 業承 継 税制の概要」等
を学ぶ機会ですので、ぜひご参加ください。

安城ものづくり学校
協力企業募集
安城市教育委員会及び安城市少年少女発明クラブで
は、将来の「匠」となる市内の子どもたちが、地元工業
の優れた技術を体験することで、地元企業の魅力を感
じ、ものづくりに対する意識を高めるため、ものづくり
体験の場を提供いただける企業を募集します。
時 平成31年３月21日㈭

13時00分〜16時30分

場 安城市文化センター

3階全フロア

時 平成30年11月13日㈫
講 税理士

・経営者が知っておくべき節税の知識
・効果的な節税方法
２.事業承継税制の概要
３.その他
対 経営者、経営幹部、総務・経理担当者

ループ20人の小学生が1社あたり30〜45分程度体験

¥ 無料

講座や、科学講座、実際の製品を使用した工作教室

＜11月11日〜17日は「税を考える週間」です＞

などを行っていただきます。

国税庁では、毎年11月11日から17日を「税を考える週間」と

（材料費含む）
【備考】謝礼として5万円程度お支払いたします。

して、国税庁ホームページで、様々な情報を提供しています

【お問合わせ】
安城市少年少女発明クラブ

ので、ぜひこの機会に税について考えてみてください。

76-1515

詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

77-3376
時 とき ■
場 ところ ■
講
■

加藤 繋 氏

内 １.事業者にとって必要な節税について

します。そのため、職人、技術者等によるものづくり

安城市教育委員会 生涯学習課

14時00分〜15時30分

場 安城商工会議所 ３階 研修室

内 各企業の製品や技術に関連した実験や工作を、1グ

あんじょう商工会議所

くおん経営代表

内 １.新規顧客開拓・販路開拓の基本

喫 煙区域の粉じん濃 度が
0.15mg/㎥以下、または必
右の基準を満たす
③
換気装置の設置など 要換気量が70.3×（席数）
㎥/時間 以上

− ４−

14時00分〜16時00分

【URL】www.nta.go.jp
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
先月号に引き続き、安城市長および安城市議会議長に提出した要望書に対する回答を掲載いた

します。今月号は、要望事項の中から「産業振興」に関する回答になります。

営駐車場回数券補助の増額

市営駐車場回数券に対する補助の増額を要望

駐車場の確保が難しい中心市街地の商店の顧客
定着のため実施している駐車場回数券の購入補助
は、昨年の料金改定により、補助総額についても増
加しております。
料金改定による負担軽減のため、駐車場回数券の
大口の購入者に対しては、回数券の取りまとめをして
いる団体により、今年度から新たな割引を実施してお
ります。
現時点では、駐車場回数券購入費の5割の補助を
行っており、受益者負担の観点から、現在の補助率
を維持してまいりたいと考えておりますので、よろし
くお願いいたします。

「アンフォーレ」を活用した中心市街地
短期要望
商業者の活性化支援
中心市街地商業者等が実施するまちなかの賑
わい創出と活性化のための事業への引き続きの
支援を要望

アンフォーレは、オープン以降、多くの方々にご来
館いただいています。このアンフォーレの集客力を活
用した賑わい創出と活性化の事業につきましては、
関係する商業者等との連携を図りつつ、効果的な支
援策について検討してまいります。

中小・小規模事業者の採用活動への支援 短期要望
就職支援サイトへの掲載費用補助など企業の
採用活動への支援施策の拡充を要望

市内中小・小規模事業者が実施する採用活動へ
の支援として、平成28 年度から企業説明会等への
出展の際の小間料を補助する制度を創設し、平成
29年度は32件の利用がございました。現在のとこ
ろ、就 職 支援サイトへの掲載に対して費 用補助を
行う予定はございませんが、事 業 者が人材確保を
行うための効果的な支 援 方法について、今後も研
究してまいります。

地域の特性にあわせた補助制度の充実

来年度に開催予定をしている「第４回ものづく
りコンベンション」への支援を要望

来年度に開催を予定されている「ものコン」につ
きましては、市内経 済の活性化に結びつく事 業と
なるよう、市としても前向きに支援の検討を進めて
まいります。

TEL 77-3636

短期要望

商工団体等への補助金を地域の特性にあわせ
て、補助内容を変えるなど、各地域の活性化への
支援を要望

市内商工団体の活動の充実、地域の商業振興に係
る課題解決が図られ、地域経済の活性化につながる
よう、地域ごとの特性やニーズにあわせた、実効性の
高い補助制度を実施してまいります。

（仮称）産業振興センターの建設

中期要望

産業振興センターの建設について具体的な計
画策定、用地の確保等を要望

ものづくりコンベンション（ものコン）
短期要望
開催への支援

東海税理士会
刈谷支部 安城部会

その2

短期要望

大規模な展示場としての機能を有する産業振興セ
ンターの建設につきましては、長期的な課題として研
究してまいります。
その間、市内企業が会する産業フェア等の開催に
つきまして、既存の施設を有効活用していただき、地
域産業の活性化に繋がる事業の開催をご検討いただ
きたいと思います。

『平成30年度無料税務相談』

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

特集2

補助金 採択者の声

当所では、各種補助金申請における作成支援を行い、小規模事業者持続化補助金80.0%、ものづくり・商業・サービス
革新補助金66.7%と高い採択結果を挙げることが出来ました。経営指導員による計画のブラッシュアップ、セミナー等を
活用され、見事採択された企業をご紹介します。

餃子自動包み機の導入による、
当店自慢のオリジナル餃子の開発

小規模事業者持続化補助金

非接触型3次元測定機導入による、
独自3Dコンカレント開発プロセスの構築

13-1サンハウス三河安城1階

導入設備

企業DATA

販路開拓内容

企業DATA

あんじょう商工会議所

非接触型３次元測定機

販売促進事業補助金

当塾は、
平成29年6月に桜井町に、覚え方、学び方、授業の受け方などの学習方法に対するアド
バイスをする自学支援と言うオリジナルメニューを中心とした自習室のある学習塾を創業しまし
た。創業間もないこともあり、当初は地域での認知度も低く、生徒数も少ない状況にありました。
その際には、いかに地域での認知度を向上させて集客を得られるかが、最大の課題となっていま
した。
販売促進事業補助金を利用して、競合とは異なる自学・自習がわかりやすく、明確に伝わるよう
なチラシの新聞折込みやネット上でも認知度を向上させるために、口コミサイトを利用して集客を
図りました。これにより当塾の強みである自学支援
事業所名：学び安
担当者名：石川 慈人
を幅広く認知させることができ、生徒も増加傾向に
所 在 地：安城市桜井町塔見塚96
あります。

− ６−

餃子自動包み機の導入

ものづくり・商業・サービス革新補助金

当社は、自動車等工業製品（小型精密部品）の樹脂成形加工を行っています。
現在、自動車等の低燃費軽量化により金属から高機能樹脂化対応、精密金属加工同等の高
精度寸法指示や複雑な立体形状の部品開発要望が増加しています。また、生産性向上に向け
て組付レスや省力化、自動化に対応する部品形状の複雑化や複合大型化の傾向があります。
当社は今回の採択により、これらの要請に対応するため、精密測定解析技術を駆使した独自
コンカレント開発プロセスの構築を行い、工程の自動化と短納期化を目指します。
当社は図面構想から材料選定・金型企画・試作・量産までを一貫管理体制で実現するため、
お客様に合わせたVA提案が可能です。また、お急
事業所名：㈲神本樹脂工業所
担当者名：神本 真
ぎの見積りや小ロット案件にも柔軟に対応できま
所 在 地：安城市宇頭茶屋町南裏46番地3
すので、お気軽にご相談ください。

自学・自習を前面に出した
チラシや口コミサイトによる新規顧客開拓

販路開拓内容

企業DATA

当店は、三河湾の魚を中心に季節の食材を存分に使った料理や豊富なドリンクメニューを取
り揃え、若年層からシニア層まで幅広い顧客層に利用いただいている飲食店です。
約80種類の料理を提供していますが、目玉となる看板メニューがなく、集客の武器となるメ
ニューがないことが課題でした。
今回の採択により、当店自慢のこだわり食材を使用した「オリジナル餃子」開発のための機械
（餃子自動包み機）の導入を行い、看板メニューを作ることで知名度の向上、販売促進に役立
てていきます。販売開始時期は開発状況によるため、現在のところ未定となりますが、今後より
一層、お客様から愛される店舗を目指していきます
事業所名：もてなし旬菜や（や。フードサービス㈱）
担当者名：安藤 勝
ので、食事会や宴会の際にはぜひ当店をご利用く
所 在 地：安城市三河安城町2丁目
ださい。お待ちしております。

チラシの作成と
新聞折込み、
口コミサイト利用

安城市内景況調査結果 （平成30年7月〜9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7〜9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7〜9月)と比べた今期の状況
(2)今期と比べた来期(平成30年10〜12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

26

25

19

構成比

25.3%

24.3%

18.4%

計

33

103

32.0% 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、△0.1ポイン

トとなった。業況判断の前回実績（△15.5）と比較すると15.4ポイントの上昇

であった。建設業においては、改善基調が見られるものの、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。

30以上

凡例▶

10超える

10〜△10

△10超える

全
製 造 業
業

況

前 年 同 期 対 比

売
売

判
上

産

業況判断

△15.5

△0.1

△4.0

売上高

△14.6

5.9

0

売上単価

△7.7

4.9

7.0

資金繰り

△8.7

△0.9

△4.8

借入難度

△2.0

0

0

収益状況 △27.1

△7.8

△9.8

雇用人員 △42.7

△47.0

△43.0

△30以上

業

小売・卸業

建 設 業

サービス業

断

△0.1

11.6

△24.0

10.6

3.1

高

5.9

11.6

△12.0

26.4

3.2

上

単

価

4.9

△3.9

0

15.8

9.3

資 金
ふくろう

繰

り

△0.9

△23.1

△12.0

10.5

△18.8

来 期 の 見 通 し

借

入

難

度

0

11.6

△8.0

10.6

△9.4

収

益

状

況

△7.8

△3.9

△36.0

21.1

△6.2

雇

用

人

員

△47.0

△65.4

△24.0

△73.7

△34.4

業

況

判

断

△4.0

7.7

△24.0

31.5

△18.8

高

0

11.5

△12.0

15.8

△6.3

売

上

来期の
見通し

売

上

単

価

7.0

7.7

0

15.8

6.3

資

金

繰

り

△4.8

3.8

△16.0

10.5

△12.6

借

入

難

度

0

3.8

△8.0

15.7

△6.4

収

益

状

況

△9.8

0

△28.0

10.6

△15.7

雇

用

人

員

△43.0

△57.7

△16.0

△73.7

△34.4

※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。

あんじょう商工会議所

− ７−

活動報告ダイジェスト
版
初級簿記講座

経営セミナー

経営者、経理・総務担当者などを対象に、10月22日

経営者や経営幹部等を対象に10月16日㈫に経営セ

㈪より計10日間にわたる「初級簿記講座」を開講しま

ミナー「事業を大きくするための決算書のイロハ」を

した。

開催しました。

当日は、鳥居玄倫税理士事務所の鳥居玄倫氏を講

当日は、山田会計事務所所長で税理士の山田健太

師にお招きし、簿記の基礎から日商簿記3級検定試

郎氏ならびに日本政策金融公庫国民生活事業融資

験の内容までをご教授いただきました。

第二課長の立見大作氏を講師にお招きし、決算書の

参加者は、仕訳帳や総勘定元帳等の記帳 簿の見
方・書き方を学び、財務知識向上に努めました。

活用方法や、事業拡大に向けたノウハウをご教授い
ただきました。

管理職になるまでに身に付けたい必須能力講座

求人票の書き方セミナー

10月10日㈬に管理職になるまでに身に付けたい必

10月19日㈮に若者の心をつかむハローワーク求人

須能力講座を開催しました。

票の書き方セミナーを開催しました。

当日は、株式会社プロカレントの下田浩貴氏を講師

当日は、有限会社LINABLEキャリアの荒川陽子氏

にお招きし、リーダーや中堅社員に向けて、将来の管

を講師にお招きし、若者をターゲットとした求人票の

理職に必要なスキルについてご教授いただきました。

書き方やコツをご教授いただきました。

参加者は将来期待されている役割を自覚し、仕事
において、自分自身の存在価値を高め、活躍するス
テージを上げていくスキルや必要性ついて理解を深
めました。

− ８−

あんじょう商工会議所

参加者は求人票の書き方ひとつで応募がくる書き
方を学び、人材確保について理解を深めました。

活動報告ダイジェスト
版
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周年記念事業として10月23日㈫に葵カ

上位入賞者紹介

当日は、当所会員事業所72社97名の方にご参加いただき、プ

優勝

ントリークラブにて、会員親睦ゴルフコンペを開催しました。

楠

和憲

アクサ生命保険㈱

ベスグロ賞 神谷

雅彦
さよ子

（男性）

㈱朋友

レーを楽しんでいただきました。

2位

渡邊

真一

ベスグロ賞 横山

フィーと賞品を授与されました。

3位

神谷

雅彦

鈴木

雄一

4位

神谷

恒徳

髙橋

伸弥

5位

横山

さよ子

表彰式では、楠和憲様（アクサ生命保険㈱）が優勝し、トロ

プレー後には懇親会を行い、沓名会頭より65周年の挨拶をい

ただき、参加者同士の親睦を図りました。

当所の創立65周年をPRするとともに、会員同士の交流を深め

る良いゴルフコンペとなりました。

▲記念撮影

㈱渡辺設計

㈱朋友

㈲ワタハチ

（女性）

会頭賞

横山歯科医院

㈱鈴木保温工業
㈱タカハシ

横山歯科医院

▲懇親会の様子

安城市執行部との意見交換会
安城市執行部との意見交換会を10月２日㈫に開催しました。

当日は、安城市長や副市長をはじめとした安城市役所執行部の

方々にお集まりいただきました。そして現在の安城市政の取り組みと
して健幸に関することや、昨年オープンした安城市中心市街地拠点

施設アンフォーレの状況、安城市の商工業事業についてご説明いた
だきました。

また、当所より提出しましたインフラ整備や、産業振興、地域振

興・地域活性化に関する30年度の要望事項に対し、各担当の部課長

よりご回答いただき、当所の正副会頭、筆頭常議員、各部会長ならびに委員長との積極的な意見交換を通じて、
相互の理解を深めました。

“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

− ９−

会員事業 所 訪 問
ホームページにも掲載中

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

ーリバイタライズエステー HEAL
熟練のオールハンド×オーガニックの名品
三河安城駅にほど近い、
閑静な住宅街。 真の癒しと結果を求める大人の女性のプライ
ベートサロンです。
サロンに足を踏み入れた瞬間、
高い窓から光がそそぎ、
オーガニックハー
ブの純粋で優しい香りに包まれます。
より豊かな人生を送る為には、
自身の肌、
身体とゆったり深く向き合い、
健康で美しくな
る時間を持つことはとても重要な時間。
「あ〜幸せ！」
それが美しさの原点。
と話されるオーナーの黒部さんは、
国際ライセンスを
保有。
エステティック協会認定講師としてエステティックコンテストの審査員を務めるなど
実力派。
業界最先端の肌再生トリートメントやボディメイキングを施すと同時に肌・身体・
心の調和をとても大切にされ、
人生をより美しく、
豊かに楽しまれる多くの女性をサポートしています。
日頃の疲れを癒やし、
真の美しさを求める方・
・
・心から信頼のおけるサロンを探していらっしゃる方まずはお試
しプラン＜60分5,000円＞で訪れてみてはいかがですか？ 下記QRコードはお得なクーポンを配信中です。

★検索 ID は「@heilen」
＠マークをお忘れなく

所 在 地

安城市緑町2-11-8

電

74-5102

話

JR

東海

線

三河

安城

→

二本木小学校

営業時間

10:00〜17:00

定 休 日

日曜・月曜・祝日

H

http://www.ageless-esthe.com （鈴木（靖））

P

道本

若葉公園
緑町1丁目

★

48

二本木
保育園

緑町1丁目東

二本木公園

株式会社CREATIVE
あなたのお困りごとをクリエイティブに解決！
今回は、池浦町にあります「株式会社CREATIVE」をご紹介します。
同社は、映像制作やネットショップ、編み小物・衣類・キッチン雑貨をはじめとした商品の開
発および販売（マルシェ出店）、農業・企業・医院等の草刈りなど、まさに事業所名どおりのク
リエイティブな活動を行っている事業所です。
その中でも特に注力しているのは映像コンテンツ制作。40秒から１分程度のショートムー
ビーを得意としており、SNSでも使えるとお客様から好評をいただいています。近年話題のド
ローンを使用した撮影ができ、金額は予算に合わせた相談ができるため「あまり費用をかけ
ず、ちょっとしたムービーを作って欲しい」という方に大変オススメとのこと。
「フットワークの軽さを武器に、お客様からのお困りごとは出来るだけ解決して日々のライフスタイルをより楽しいものにしてい
くお手伝いをしたい」と話す代表の木村さん。映像コンテンツ制作、草刈りなどをご希望の際には、お電話もしくはメールにてお気
軽にご相談ください。

池浦町池浦85

電話&FAX

89-2143

営業時間

9：00〜18：00

定 休 日

不定休

メールアドレス

artworkstudio.creative@gmail.com

★

柴田（真）

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

線
名鉄西尾

ドローンで撮影した事務所

アンディ

所 在 地

●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

池浦町大山田上

総合運動
公園

女性会だより
全国商工会議所女性会連合会 創立50周年記念式典

副会長 本多 真由美

◀記念撮影

10月3日㈫ 盛岡市民文化ホールにて開催された式典・総会に全国
308女性会1451名が集結し、当会からは三役と事務局で参加しまし
た。大船渡女性会の力強い太鼓の演奏で迎えられ、やわらかな方言で
語られる遠野昔話で開会し、創立50周年特別決議・岩手宣言〜平和
で心豊かな社会に向けて、女性会が未来の架け橋に〜が採決されま

◀北上翔南高校の鬼剣舞

した。
「 食を通じ
式典後には、㈱モスフードサービス会長の櫻田厚氏より、
て人を幸せにするモスバーガーの経営理念」と題した講演を拝聴しま
した。
会場を移して催された懇親会は、北上翔南高校による鬼剣舞で始ま
り、地元食材をふんだんに使った料理を頂きながら、交流を深め盛岡
さんさ踊りで閉会を迎え、岩手を十二分に満喫させて頂きました。
コラム

秋といえば柿
総務広報委員会 加藤 雅子

「柿が赤くなると医者が青くなる」と言われるくら
い柿の栄養価はとても理想的です。柿は果物で
すが、生ハム巻き・サラダ・天婦羅などのお料理や、
プリン・パンケーキなどのスイーツにも変身したり、
ワインやチーズとも良く合うようですが、干し柿の
方が好きという方もいらっしゃるかもね！

あんじょう求人ナビ

お 知らせ
●秋の日帰り親睦バス研修
「アサヒビール名古屋工場見学と
歩く100億円女社長吉川幸枝代表講話ランチ会」
日時：11月6日㈫

場所：愛知県名古屋市
●安城元気フェスタ2018全体説明会
日時：11月20日㈫ 10時00分〜11時00分
場所：安城商工会議所

人材採用を
希望している
企業に
オススメです！

研修室

〜広げよう支援の輪〜
11月25日から12月１日は「犯罪被害者週間」です。犯罪被害
者とそのご家族が置かれている状況、支援の必要性について
県民の方に理解を深めていただき、社会全体で支援する気
運を高めるために、県内各地で広報啓発活動が行われます。
もしも自分が被害に遭ったら、自分の大切な人が被害に遭っ
たらと考えて、犯罪被害者等が少しでも早く立ち直り、平穏
な生活を取り戻せるよう社会全体で支えていきましよう。

＜犯罪被害相談窓口のご案内＞

●犯罪被害者のためのこころの悩み相談（ハートフルライン）
TEL：052-954-8897

【URL】https://anjo-cci.or.jp/navi.php?c=1

平日の午前9時〜午後5時

●性犯罪被害相談（性犯罪被害相談電話）
TEL：♯8103または0120-67-7830
●ストーカー110番

あんじょう商工会議所

3階

〜安城警察署からのお知らせ〜

当所は、会員事業所様限定の求人
サイト「安城求人ナビ」を新たに開設
しました。
同サイトはパソコンだけで
はなく、スマートフォンからもアクセ
スでき、
いつでも・どこでも求人情報
を閲覧することができます。
そのため、
事業所様の採用のタ
イミングにあわせたリアルタイムな人材募集活動を行うこ
とができます。
同サイトには当所ホームページからもアクセ
スが可能です。
掲載企業は随
時募集しています
ので、人材募集に
お悩みの事業所
様はぜひ、お問合
せください。

− 12−

8時15分〜

24時間

TEL：052-961-0888

【お問合せ】安城警察署

警務係

TEL：0566-76-0110

YEG

安城ＹＥＧだより

安城商工会議所青年部

９月例会『今知っておきたい経営の基礎知識』
９月27日夜、安城商工会議所３階研修室おいて、広報委員会担当例会として、税理士である山田健太郎会員と、
社会保険労務士である加藤康彦会員のタッグによる上記タイトルの勉強会が開催されました。
まず、山田税理士が、自らの事務所経営をモデルに、経営計画について、その作成の重要性を熱い口調で語り、
続いて加藤社労士が昨今話題となっている『働き方改革』の一環である『同一労働同一賃金』の概要についての
解説を行いました。
今後の企業運営に多大な影響を与えるテーマであるだけに参加した経営者の皆さん方は、時に真剣な眼差しで
聞き入り、時には気にかかった話を熱心にメモされていました。
例会中、担当委員会である広報委員会が改善に取り組んでいる、YEGホームページの改善デザインの報告が、
株式会社ミーツの大屋氏より有り、昨今主流となっているツイッター、フェイスブック、インスタグラム、Youtube
との連携を強化し、これまで解りづらかったYEGの日頃の活動報告を主体かつ前面に押し出した大幅なデザイン
変更に参加者の視線にも期待が籠っていたように感じられました。
その後懇親会においても、働き方改革がもたらす経済への影響や日本の今後等について、参加者の皆さんは真
摯にその思いを、熱く語る方もいれば、それに真摯に耳を傾ける方もいたりと限られた予算にも拘らず、盛況で参
加者より好評を頂けた例会となりました。

第20回 安城元気フェスタ2018 告知
12月２日㈰９時〜16時まで安城市総合運動公園一円において、第20
回安城元気フェスタ２０１８を開催いたします。皆様のご理解ご協力に
より、今年で２０回目を迎えることができました。今年の事業概要とい
たしまして、スポーツ教室（野球・ソフトボール、サッカー）やものづくり
･職業体験、元気ステージを行います。スポーツ教室では、中日ドラゴ
ンズ有名ＯＢ選手やデンソー女子ソフトボール部ブライトペガサスの
選手・名古屋グランパスのプロスクールコーチにご指導いただきます。
美味しいグルメが堪能できる元気市場も開催されますので、是非遊び
に来てください。安城商工会議所青年部一同お待ちしております。

トーク

元気ノ助のメールで投句

お転婆も 今日はすまして 七五三
愛子︵ 才・百石町︶

︻宛先︼Ｅメール atsuya
＠ katch.
ne.jp
Ｆ Ａ Ｘ ９９ー２７７６
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ー11月例会『平成30年度愛知県YEGDAYin 豊川』ー
11月例会を下記のとおり開催します。
○日

時

平成30年11月３日（土･祝）12：30〜20：30

○場

所

豊川市総合体育館

○内

容

研修、交流事業・懇親会

○その他

豊川を舞台にしたロゲイニングや豊川の夜空にスカ
イランタンを浮かべる事業など、愛知県下YEGメン
バーが一堂に集う交流の場として開催されます。
あんじょう商工会議所
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頑張る出雲の高機能調湿木炭メーカー
『出雲土建』
島根県出雲市郊外の丘陵地に「出雲土建株式会社」と

ニ・白アリ・シックハウスなどの問題を抱え、これが原因で

いう社名の中小企業がある。現在の主事業は社名の通り、 アトピーやぜんそくが起きていると関係者から聞いたこと
建設工事や土木事業、さらにはグループ会社である「出雲
カーボン株式会社」と共同で進めている、木材チップの炭

がきっかけになり、
『炭八』が誕生したのである。
石飛氏は、建設会社としてこうした問題を解決すること
で、世のため・人のために貢献しようと考えた。そして、
その

化事業などである。
近年、同社がとりわけ注目されているのは、新規事業で
ある「高機能調湿木炭」の開発・生産である。高機能調湿

分野で知見の豊富な島根大学の医学部や総合理工学部
などと共同研究をスタートさせるに至ったのだ。

木炭は、
『炭八（すみはち）』という商品名でブランディング

苦節10年、
ついには『炭八』の開発に成功した。これを

された、近年の住宅において最大級の課題である湿度の

住宅の床下や天井裏、あるいは壁の中に敷設すると、小児

調整と臭い消しを同時に解決する優れものである。

ぜんそくで薬ではなかなか改善しなかった子どもたちやア

同社はもともと、土木建設であり、公共工事一辺倒の企

トピーで困っている人々から、症状が軽くなった、良くなっ

業であった。しかし公共工事の大幅な縮減で、事業の多角

てきたとの報告が増え、
今現在、全国各地から注文が相次

化に乗り出したのだが、そのほとんどが失敗し、一時は倒

いでいるという。

産の危機にひんした。経営が今にも沈みそうな泥船状態で、

倒産寸前の企業が見事によみがえった最大の要因は、

大半の幹部社員が同社に見切りをつけ離職する中、最後

自身の給料を一番低い社員と同額にし、
「社員とその家族

まで残った幹部社員の１人が、現社長の石飛裕司氏であっ

の命と生活を守らねば……」と、この間、血のにじむ努力を

た。石飛氏は泥船状態であるにもかかわらず、
「辞めずに

してきた石飛氏の 背中と心で示すリーダーシップ である。

頑張っている社員やその家族の生活を何としても守らね

「問題は、自分ではなく環境」と言い張る企業経営者には、

ば……」と再建を引き受けた。それから文字通り命懸けの

この経営者としての石飛氏の 姿勢 を大いに学んでほし

再建を行ってきたのである。

いものである。

土木建設事業で培った技術やノウハウを生かす新事業

人を大切にする経営学会

を模索している中で、現代の多くの住宅は結露・カビ・ダ

会長 坂本 光司

安城商工会議所会員サービス

今更BCP？ いいえ、今だからこそBCPです!!

安城商工会議所事業継続支援アプリ

BCP

安否確認に

災害時
従業員の

「BCPめ組」は大規模災害時のBCP(事業
継続計画）をスムーズにおこなえるよう開
発されたアプリケーションです。携帯電話
やスマートフォン、パソコンで管理者と従業
員間のメッセージやりとりなど双方向で安
否確認ができ、大人数を同時に一元化して
管理できるシステムです。

BCPへの取り組みに、使える機能搭載！
【お問合せ】 安城商工会議所 ＴＥＬ:0566-76-5175
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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︶

11

第
号

783

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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