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※詳しくは、今月号の折込チラシをご覧ください。

～文化講演会～
「パックンマックンの笑劇的
　　　　　  国際コミュニケーション力」
【日　時】　平成31年１月30日㈬　14時00分 ～ 15時30分
【場　所】　安城商工会議所　５階　大会議室
【講　師】　コメディアン　パックンマックン 氏
【料　金】　無料

　当所では、平成30年12月29日㈯から平成
31年１月３日㈭までの間、業務を休止させ
ていただきます。
　ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願
いいたします。

安城商工会議所
年末年始業務のご案内！



記念講演会

特集①

安城商工会議所 創立65周年記念式典 開催

　記念式典後、落語家の三遊亭円楽氏による記念講演会を開催しま
した。
　講演テーマに「笑いは心の栄養剤」を掲げ、ものごとはプラス思考
としてとらえ、気・力・欲をもって個の時代、元気に生き抜く方法を笑
いをもってご講話いただきました。
　記念式典よりご出席いただいていた、来賓、当所役員議員、会員事
業所、従業員被表彰者などのほか、一般市民など、約500名の方々に
ご聴講いただきました。

　平成30年11月22日㈭午後１時15分より安城市文化センターマツバホールにて、安城商工会議所創立65周年
記念式典を開催しました。
　永年在職役員議員事業所の紹介や50年以上にわたり会員事業所として在籍いただいた永年会員事業所、
368事業所を代表して中央精機株式会社の代表取締役社長中川宏氏に記念品の贈呈を行いました。その
後、安城市長の神谷学氏、安城市議会議長の野場慶徳氏よりそれぞれご祝辞をいただきました。
　また、併せて従業員表彰を行い、今年は永年・優良勤続者205名の方々を表彰しました。

▲従業員表彰 ▲永年会員記念品贈呈 ▲神谷安城市長 ご祝辞
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安城商工会議所 行事予定

今月の会員事業所紹介

photo office back to top
　所在地　姫小川町姫96
　電　話　090-5607-2779

カツイエ.com　
　所在地　池浦町池浦93-36
　電　話　080-4144-9123

12月

　表紙は、可愛らしい外観が目を引く小さな洋菓子店「お菓子工房Maki」が販売している
「オリジナルメッセージクッキー（1枚100円～）」です。クッキーの形はハート型や桜型など
数種類あり、その型内に納まる字数であれば字数制限はありません。刻める文字はひらが
な、数字、アルファベットに対応しており、誕生日や記念日などのプレゼントとして幅広く利
用できます。
　世界に一枚の「オリジナルメッセージクッキー」で日頃伝えられない想いを大切な人へ伝
えてみてはいかがでしょうか。
　※オリジナルメッセージクッキーは事前予約が必要になります。
【お問合せ】お菓子工房Maki　所在地：安城市桜井町宮西34　TEL：99-4836

気持ちが伝わるメッセージクッキー予約受付中！

今月号の表紙　お菓子工房Maki

今月のみどころ
2 特集1
  「安城商工会議所 創立65周年記念式典」

6・7 ガンバル事業所、応援します！

8 特集2

  「経営セーフティ共済・小規模企業共済」

　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

安城商工会議所会報誌　表紙掲載事業所の募集 !

表紙の写真／©スタジオ RAY 田中克浩
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９日㈰
12日㈬
16日㈰
20日㈭
28日㈮

安城元気フェスタ2018
カラーコーディネーター検定試験
部下の育成とモチベーションアップ講座
ビジネス実務法務検定試験
金融相談（日本政策金融公庫）
環境社会検定試験
法律相談
金融相談（愛知県信用保証協会）
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新春賀詞交歓会
金融相談（日本政策金融公庫）
年末調整個別相談会
税務相談（記帳継続指導）
年末調整個別相談会
法律相談
Anjo創業スクール
税務研修会
経営計画作成支援セミナー
金融相談（愛知県信用保証協会）
Anjo創業スクール
働き方改革関連法実務ポイントセミナー
文化講演会
経営計画作成支援セミナー

12:15～13:30
10:00～12:00
９:00～16:00
13:00～16:00
９:00～16:00
13:00～16:00
９:30～16:30
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商工会議所からのおしらせ

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

場

対

内

　安城市国民健康保険に加入している40～74歳の方
は、特定健康診査を無料で受診できます。がん検診と
セットになった安城市民ドック（8,000円）もありますの
で、ぜひご利用ください。

【受診期間】平成31年2月28日まで
【備考】受診までの流れ
 ①特定健康診査受診票を用意する
 　※受診票の無い方は市保健センター（76-1133）
 　　へご連絡ください
 ②医療機関を選択する
 　※予約が必要なところもあります
 ③受診する
【お問合せ】安城市国保年金課国保係　TEL：71-2230

特定健康診査：市内51か所 指定実施機関
安城市民ドック：市内4か所 指定実施機関
特定健康診査：
血液検査（脂質・血糖・腎機能・貧血）、尿検査、血
圧測定、問診など
安城市民ドック：
心電図、肺機能、腹部超音波、がん検診（肺・胃・大
腸）、血液検査、尿検査、血圧測定、問診など
※市民ドックの胃がん検診は、胃部エックス線検査のみです。
40～74歳の安城市国民健康保険加入者で、今年度に
健診を受けていない方
特定健康診査：無料
安城市民ドック：8,000円

¥

特定健康診査（特定健診）を
受診しましょう！

　安城市観光協会では、市内の飲食店などを一冊にま
とめた安城グルメガイドブックを作成するため、掲載に
ご協力いただける店舗を募集します。また、安城グルメ
ガイドブックに広告掲載をする業者を募集します。

【応募期限】平成31年１月10日㈭
【申込方法】
定の申込用紙に必要事項を記入の上、郵送またはFAXで
安城市観光協会までお申込みください。また、安城市観光
協会ウェブサイト（http://kanko.anjo-tanabata.jp/）
からも申し込み可能です。
【お問合せ】
安城市観光協会事務局　TEL：71-2235

ガイドブック：安城市内で営業する飲食店（和食、洋
食、中華、ラーメン、レストラン、焼肉、居酒屋、ス
ナック、バー、カフェ、喫茶、スイーツ、パンなど）
広告：市内業者
ガイドブック：5,000円（税込）
冊子サイズ：たて17.3cm×よこ11cm（1ページ）
広告：
裏表紙 3／4ページ 300,000円（税別）
表2・表3　1ページ 250,000円（税別）
中面空きページ１ページ 120,000円（税別）
中面空きページ１／２ページ 80,000円（税別）

対

¥

安城グルメガイドブック
掲載事業所募集

【卓越した技能者（現代の名工）表彰】
平成30年度卓越した技能者（現代の名工）表彰で、林春
代氏（林ふとん店）がふとんの製作技術を高く評価され、
現代の名工に選定されました。おめでとうございます。

【平成30年度納税表彰式】
平成30年11月15日㈭に刈谷市総合文化センターにて、平
成30年度納税表彰式が開催され、横山謙一氏（長栄堂
菓子）が税務推進協議会長表彰を受賞されました。お
めでとうございます。

林ふとん店
林　春代 氏

長栄堂菓子
横山　謙一  氏

受賞おめでとう！

商工会議所健診の「会議所健診」での受診もできます。
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東海税理士会
刈谷支部  安城部会

TEL 77-3636
○ 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）

『平成30年度無料税務相談』
　  毎月第１水曜日（休日の場合は、第２水曜日）　市役所相談室（北庁舎１階）場時

12月5日㈬ 1月9日㈬ 2月6日㈬ 3月6日㈬

　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。
　独自の技術や自社製品をお持ちの中小企業の皆
様、新たなビジネスパートナーを発掘しませんか。
発注企業と直接商談できる絶好のチャンスです。
　この機会にぜひご参加ください。

【募集社数】150社
【参加条件】
愛知県内に事業所がある中小企業
※(公財)あいち産業振興機構への事前登録が必要（無料）

【申込期限】
平成30年12月14日㈮

地域商談会（三河・知多会場）
受注企業募集

平成31年２月20日㈬　13時00分 ～ 17時15分
刈谷市産業振興センター「あいおいホール」
無料
発注企業65社と受注企業150社の個別面談
　※商談回数は最大８回、１回の面談時間は25分

¥

時
場

内

平成30年12月７日㈮ 13時30分～16時30分
安城商工会議所　３階　研修室
会員事業所 1名 2,160円（税込）
一般（上記以外） 1名 4,320円（税込）
中堅社員・リーダー
30名（定員になり次第、締め切り）

¥

時
場

対
定

安城商工会議所　担当：杉山  TEL:0566-76-5175
(公財)あいち産業振興機構　TEL:052-715-3068

問

　本セミナーでは、部下育成の基本的な考え方や、スキ
ルアップ・モチベーションアップのための部下への関わり
方、コミュニケーションの取り方を学んでいただきま
す。この機会にぜひ、ご参加ください。　

モチベーションアップセミナー

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）
会員事業所の経営者・幹部社員、支店長・支社長、後継者
120名（定員になり次第、締め切り）

¥

時
場

対
定

　新しい年のスタートにあたり、新春賀詞交歓会を開催
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、会員相互の交流にも繋がりますの
で、ぜひご参加ください。　

安城商工会議所
新春賀詞交歓会

思いやり運転実施の取組みにご賛同いただける
安城商工会議所会員事業所

対

　当所では、横断中の歩行者を優先する「思
いやり運転」活動を安城警察署、安城市役
所と連携して実施しています。この取組にご
賛同いただける事業所には、思いやり運転
実施中のマグネット（写真右）をお渡しします。貼付いた
だき、広く周知をお願いいたします。

「思いやり運転」賛同
事業所募集中 募集中
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ガンバル事業所、応援します!!

内外装をオシャレに改修・リニューアル！

　日の出町にある㈲初寿司が今年11月に店舗を改修、リ
ニューアルしました。
　内外装はモダンで上品な雰囲気が漂い、落ち着いた空
間を演出しています。改修により従来の80名程収容でき
る大広間に加え、15名程までの少人数に対応したテーブ
ル席の小部屋が増築されたため、法事や宴会、記念日や
お祝いの際など、今まで以上に幅広いシーンで利用でき
るようになりました。そのため、親族やご友人等とゆっく
り食事をお楽しみいただけます。また、12月中はサルビア
スタンプ２倍のキャンペーンも行っていますので、ぜひこ
の機会に初寿司をご利用ください。

有限会社 初寿司
日の出町10-20　TEL／0566-75-0467

美容室が提案する、お洒落なカフェ空間

　古井町にある「mauloa-hair(マウロアヘアー)」では、
美容の良さを伝えるためには、美容室を店舗展開する事
が望ましいのですが、名鉄桜井駅周辺のこれからの発展
や活性化を想う時に、増えすぎた美容院よりは、おしゃれ
なカフェ＆バーで駅周辺を人が集まる場所にしたいと言
う思いで始めました。
　コンセプトとしては、フレンチトーストを主体としたメ
ニュー展開をしています。西尾の抹茶農家や、安城の果
物農家と提携した美味しい商品を提供できる様に考えて
います。
　まずは、プレオープンとして12月から来年１月まで夜間
のみのワインバーを営業していきます。桜井エリアにお越
しの際は、お立ち寄り下さい。

Café-refran
桜井町塔見塚34 スミックスホームビル101　TEL／0566-87-1166
営業日／水・木・土・日　営業時間／20:00～23:00

炉ばた焼すずめが移転してリニューアルオープン！

　桜井町に店舗を構えていた「炉ばた焼すずめ」が東
町に移転し、リニューアルオープン！今までの昔ながら
の居酒屋という印象から、「すずめ」の文字がインパク
トのある店舗看板とモノトーンでシックな佇まいが特
徴的な外観へと変貌を遂げました。内装は温かみのあ
る照明と濃茶色の木材がどこかノスタルジックな雰囲
気を漂わせています。
　また、商品は定番メニューに加えて一風変わったメ
ニューもあるため、普段とは違った物を食べたいとい
う方も必見です。リニューアルした「炉ばた焼すずめ」
にぜひ、お立ち寄りください。

炉ばた焼すずめ
東町屋敷152-6　TEL／0566-99-2208
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自社開発ドリルで新たな分野を開拓！ 特殊ドリル「ネジレ半月ドリル」開発

　自動車関連向け塗装ガンの部品製造や消防用ノズル
「からくりノズル」を手掛ける㈱ケーエスケーでは「ネジレ
半月ドリル」を開発しました。対応サイズは直径0.5～15㎜、
長さ50～300㎜。
　樹脂の切削深穴加工に対するニーズがあり、既存ドリ
ルで対応できなかったため、自社にて開発。直進性が良
く、表面を綺麗に仕上げることが可能なため、高い精度
が求められる医療分野の受注も獲得。
　この特徴により液体が流れる機械の部品等にも活かせ
るため、医療以外の様々な分野への開拓を目指す。

株式会社ケーエスケー
根崎町東新切37　TEL／0566-92-4383

 URL　http://eco-ksk.jp/

古れんがを活用した新ブランド！ 低価格を実現！

　安城資材㈱は古れんがの加工と販売をメインに手掛
けており、風合いや重厚感が好評で全国各地の商業施設
で使用されている。
　れんがの魅力を身近に感じてほしいことから、新ブラ
ンド「サンブリック」を展開した。国内、英国、ベルギー、マ
レーシア、中国などから調達した古れんがをスライス加
工し、カット面も使用した外壁材や床材向けの商品であ
る。カット面も使用することで既存製品より低価格を実
現。手軽に使用でき、一般住宅向けや、価格面でれんがの
使用を控えていた顧客に対し新規開拓を行っていく。

安城資材株式会社
福釜町荒子184-3　TEL／0566-92-2165
 URL　http://episodebrick.com/

クライアントの利益に繋げるために新事務所にて業務開始 !!

　映像やHP、アートディレクション、企業ブランディング
などクライアントの販売促進に関する様々なサービスを
幅広く展開している「アイディアバルブ株式会社」は、朝日
町に新事務所を構えサービスを開始しました。
　新事務所には、大きな黒板が設置してありクライアン
トやプロジェクトメンバーとのミーティングでは、アイディ
ア抽出や相関図など様々な情報共有で大活躍。クライア
ントの利益に繋げる販売促進提案をモットーとしている
同社では、英語、中国語、韓国語などの翻訳も行い、海外
進出のブランディングも手掛けるなど、今後の活躍に目
が離せない。

アイディアバルブ株式会社
朝日町2-11　TEL／0566-95-7850

 URL　https://i-bul.com/
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特集②
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活動報告ダイジェスト版

　11月７日㈬にプレスリリースセミナーを開催しま
した。
　当日は、愛知県よろず支援拠点のコーディネー
ター奥村彰司氏を講師にお招きし、プレスリリース
の行い方や、自社製品や
サービス等を効果的に
報道機関へPRする方法
などをご教授いただきま
した。　

プレスリリースセミナー

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

“もっと社会のパートナーへ”
会 員 募 集 中 ！！

　経営者や経営幹部、経理担当者等を対象に、11月13
日㈫に経営セミナー「知っておきたい効果的な節税方
法」を開催しました。当日は、税理士の加藤繁氏を講
師にお招きし、効果的な節税方法や、事業承継制度の
概要についてご教授いた
だきました。参加者は、節
税や税金対策の仕組み
や、税制の活用方法等を
学びました。　

税を考える週間事業
経営セミナー「知っておきたい効果的な節税方法」

　売り上げアップ、新規顧客開拓を図りたい経営者、経営幹
部の方を対象に11月20日㈫に経営セミナー「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」を開催しました。当
日は、くおん経営代表で中小企業診断士の遠藤久志氏を講
師にお招きし、新規顧客開拓
の方法や、消費税軽減税率の
制度概要、顧客ターゲットと
販売促進ツールの選び方な
どをご教授いただきました。

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」

　安城市内の小学校、中学校より習字と作文を募集
し、優秀な成績を修めた生徒・児童に対して表彰する
『税の表彰式』を11月16㈮に開催しました。
　当日は、刈谷税務署長および安城市長をお迎え
し、表彰状ならびに副賞
の授与を行い、学校関係
者や、保護者の皆様とと
もに受賞者を祝福しまし
た。

税の表彰式

　11月26日㈪に新商品・新サービス・新事業 合同プレス
発表会を開催しました。
　当日は、発表会と交流会を実施し、発表会では、参加
事業所5社が自社の新商品や新サービス、新事業の概要
および特徴等を報道機関に
向けて発表いただきました。
　交流会では、参加事業所と
報道機関の間で名刺交換お
よび情報交換を行いました。

新商品・新サービス・新事業　合同プレス発表会

　安城市議会議員との意見交換会を11月12日㈪に開催
しました。
　当日は、安城市議会議員の方 よ々り、現在の安城市政
の取り組みについてご説明いただきました。
また、当所より提出した30年
度の要望事項に対し回答いた
だき、当所の役議員との積極
的な意見交換を通じて、相互
の理解を深めました。

安城市議会議員との意見交換会



ホームページにも掲載中　http://anjo-cci.or.jp/

会員事業所訪問

  鍛造素材から部品加工まで、
HV車部品を支える、匠の技

●本　　社：安城市桜町12-24
●東端工場：安城市東端町西大坪1-1

丸中鍛工株式会社

大切な写真撮影はプロにおまかせ
　2018年４月からフリーランスとして独立したカメラマンをご紹介します。
　出版会社やブライダル写真会社で15年間カメラマンとして経験を積み、その
強みを活かして人物、商品、建物、パンフレット、ホームページなど様々な出張撮
影をしております。
　皆様に写真の感動を届けたいとの想いから、家族の記念写真やお子様の記
念の１ショットのような個人の依頼や企業の販促用の撮影まで幅広く依頼を受
けているそうです。

　代表の都築氏は、お客様との出会いを大切にし、この先もずっと繰り返しお世話になれ
たらと屋号には、繰り返し戻る（スクロール）ことができる、「back to top」いう、イン
ターネットのページ最後に表示されるボタンの名前を入れたそうです。
　こころ温まる記念の1ショットや、大切なイベントの瞬間、効果
的な販促用の撮影などをお考えの方は、お気軽にお問合せくださ
い。撮影は完全予約制
となっています。

Photo office back to top

神谷

●所 在 地 姫小川町姫96

●電　　話 090-5607-2779

TEL 0566-92-1526
FAX 0566-92-3297

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

安城商工会議所事業所訪問先募集中

事業所のPRをしませんか？

若い人に刺さる歴史コンテンツとイベント企画・制作
　WEB・紙面のコンテンツ企画・編集・ライティングを行っているカツイエ.com。特に若い世
代向けの歴史コンテンツの企画制作に力を入れています。ご自身が歴史好きで、初心者でも
気軽に楽しめる歴史コンテンツを作りたいと活動しています。主な活動としては歴史観光パ
ンフレットの企画・執筆や、中日新聞のホームニュース（岐阜県西濃エリア）にて、「西美濃歴
史さんぽ」というコラムをイラストレーターと組んで、連載をしています（掲載紙面は
https://katsuie.com/2018/05/10/9363/ にて随時更新）。「地元でも知らない歴史が
あっておもしろい」と好評で、編集部のアンケートは発刊以来、読者人気ナンバーワンなのだ
とか。

　また「名古屋歴史ナイト」というイベントを年に3回、約5年間行っていて、市町村、歴史施設、神社
などとコラボレーションしていて、毎回20名～30名ほど（30～40代中心）参加する人気イベントを
主催しています。安城市へ移住して3年目。「安城の歴史を伝えるイベントやコンテンツの企画や執筆、
子供向けのイベントなどを企画に携われたら」と話していました。

カツイエ.com

亀岡

●所 在 地 安城市池浦町
●H　　　P カツイエ.com (https://katsuie.com)
●メールアドレス kitamura@katsuie.com
●定 休 日 不定休
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女性会だより

日帰り親睦バス研修“アサヒビール工場見学と歩く100億円女社長 吉川幸枝代表 講話ランチ会”

豊橋商工会議所 女性会30周年記念式典

　今回はアサヒビール製造ライン見学と“歩く100億円女社長”吉川幸枝代表の講和ランチ会に33名の会員の方が参加し
てくださいました。ランチ会では料理長の和食の簡単なテーブルマナーや、割箸の割り方、椀物の蓋の取り方、持ち方等を
学びました。いよいよ吉川社長の登場、総重量23㎏の宝石を身に付け、講座が始まりました。吉川社長が歩いてきた時代
は景気も良かった時代だったと思います。もちろん生まれ持った運勢、努力もなさったことと思います。吉川社長の生き方、
どのような経営をしてここまでなれたかを聞くよりもこれから貴方達
がどのように生きていくかそちらの話の方が良いでしょうと話され
食の大事さ、体に良い物を摂取し、まず健康でいること、そして全身
全霊で仕事に打ち込みなさいと教えていただきました。講話の後も
皆さん写真を撮ったり、握手したり、和やかな雰囲気に終わりました。

近藤 あつ子

交流研修委員長 畔柳 多美

　11月13日㈫豊橋アソシアホテルにて、30周年を祝う式典・講演会が行われ、当会からは会長他
2名が参加いたしました。
　豊橋のマスコット“トヨッキー”と女性会の晴れやかな笑顔名札には、市毎の市花が描かれて
おり、優しい思いやりが感じられました。式典には、会議所会長、市長、連合会会長他200余名の
参加の中、会長より「輝く女性の笑顔と調和をモットーとして女性会活動の存在意義を増々高め
ていきたい」との力強い言葉に、女性会の一員としてさらなる努力の必要性を再確認した記念式典でした。
　講演会は、福澤諭吉の玄孫の福澤克雄映画監督の人生についての厳しい選択に信念を曲げず夢を実現され数々のヒッ
ト作を手掛けられたお話を聞きながら親交を深めることが出来た一日でした。

三河商工会議所 女性会サミット 元気フェスタ特別委員長 深田 智子 お知らせ
●臨時総会・
　教養サロン
　日時：１月22日㈫
　　　　13時30分～
　場所：安城市
　　　　文化センター

　11月19日に豊田商工会議所で行なわれ三河地区の10会議所の女性会が集いました。各
会長により30年度の重点実施事業について発表があり他女性会の取り組みや活動を知
ることができました。鈴木愛知県連会長のお話からも会員の増強は共通の課題でした。
　午後は、豊田市のPR観光地としての魅力や来年ラグビーワールドカップの開催地でも
あり、観光客へのアプローチにもつながる事業として青年部と協力して行われたギネス記
録樹立の話など盛りだくさんでした。

～安城警察署からのお知らせ～
～年末の安全なまちづくり県民運動の実施～

　年の瀬を控え、慌ただしさを感じる時期となりました。年末年始の準備に追われ、忙しさで防犯意識が薄れがちになり
ます。年末年始の時期は、帰省や旅行のために自宅を長期間留守にすることで空き巣等の被害が増加する傾向がありま
す。そのため、日ごろから高い防犯意識を持ち、身近な対策を具体的に実践していくことが何より大切です。愛知県警察
では、平成30年12月１日㈯から12月20日㈭までの20日間、３N（ない）運動「犯罪にあわない」「犯罪を起こさせない」「犯
罪を見逃さない」をスローガンに「年末の安全なまちづくり県民運動」を実施いたしますので、防犯対策等に努めていた
だきますようお願いいたします。

＜運動重点＞
①住宅を対象とした侵入盗の防止
②自動車盗の防止 
③特殊詐欺の被害防止 
＜侵入対策＞
・短時間の外出・在宅中・就寝中を問わず、窓やドアのカギをかけ
ましょう。

・窓やドアはツーロックにしましょう。窓には補助錠を取り付けま
しょう。

・留守がわからないように、新聞や郵便物、洗濯物を放置せず、夕
方の外出時は門灯や室内灯をつけましょう。

・センサーライトや防犯カメラ等の防犯設備を活用しましょう。

＜車両盗難対策＞
・車両から離れるときは、短時間であっても「キーを抜く」「ドア
ロックをする」を徹底しましょう。

・車両にはイモビライザ、ハンドル固定装置、タイヤロック等の盗
難防止装置を取り付けましょう。

・照明や防犯カメラなど防犯対策がとられた駐車場を選びましょう。
＜特殊詐欺対策＞
・キャッシュカードの暗証番号を第三者に伝えたり、カードを渡し
たりしないようにしましょう。

・保険料や医療費等の還付金をＡＴＭで返還手続きをすることは
絶対にありません。

・子供や孫から今までと違う電話番号を教えられたら、必ず番号
確認等をしましょう。
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 ー12月例会「安城元気フェスタ2018」ー ー12月例会「安城元気フェスタ2018」ー

○日　時 平成30年12月２日㈰　終日
○場　所 安城市総合運動公園一円
○内　容 

12月例会を下記のとおり開催します。
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臨時総会・10月例会『本気でYEGを語る討論会』

安城商工会議所青年部
安城ＹＥＧだよりYEG

各種イベントを通じ地域活性化と、スポーツを通じて将来
を担う青少年の健全育成を図ります。1999年よりスタート
した安城元気フェスタもおかげさまで20回目を迎えました。
地域に根ざしたイベントとして安城が明るく元気な地域で
あることを実感してもらうことを目的に開催いたします。

　平成30年10月26日㈮安城産業文化公園デンパーク内、農場レストラン花車に於きまして、平成30年度安城商工
会議所青年部の臨時総会・10月例会「本気でYEGを語る討論会」が執り行われました。
　まず、臨時総会では、平成31年度の役員予定者並びに県連出向者の承認が行われ、田中会長予定者以下、新年
度の役員より抱負を熱く語りました。『女性が活躍できるYEGにしたい』という田中会長予定者の意向を踏まえ、
例年と比較し、女性メンバーが多めの構成となり、田中丸の船出の準備も整いました。
　続いて、10月例会では参加者が５～６人のグループに分かれ、焼肉料理に舌鼓を打ちながら討論会が行われまし
た。本音で今の青年部の在り方、今後の在り方、また良い組織にしていくためにはどうしたらいいか等、普段、
個々ではそういった話をすることはあっても全体の場で改めて話し合うという機会はあまりないので、皆さん熱い
思いを本音で語り合うことができました。
　各グループの発表を聞き、ＹＥＧに対する考えや受け止め方の違いなどの発見があり同じ方向へ進む仲間達と
の結束も測れ、平成31年度、田中丸の舵取りにも大いに参考になる例会になったと思います。

【会長】 田中直樹（㈲総合管理24）
【副会長】 畔柳直道（不乗森神社）　　生駒智彦（寧々）
 川澄琴枝（琴労務総合事務所）　　浅野忍（アサノ薬品㈱）
【専務理事】 大坪久乃（㈱大坪冷熱機器）
【総務委員長】 簑毛裕香（㈲ミノモ計販） 【広報委員長】 近藤実（㈱近藤電工社）
【研修委員長】 大橋明彦（緑不動産㈱）　【交流委員長】 早川展代（㈱デッサン）
【渉外委員長】 松井拓磨（クリエイトデザイン㈱）
【七夕まつり特別委員長】 菊地玲滋（㈱RCJ西三河店）
【元気フェスタ特別委員長】 日下礼恵（ジブラルタ生命㈱）
【監事】 鈴木章史（㈱中部広告）、杉山哲一（精文堂印刷）
【直前会長】 大西充峰（㈱三ツ川電機産業）
【県連出向者】 深津貴弘（中部土地開発㈱）、緑川伸子（㈱ローゼル）、岩井謙治（㈲日翔鈑金塗装）、
 田之上大和（㈱田之上塗装）、神園明孝（㈲花井電機）

平成31年度(2019年度)役員

▲会長挨拶 ▲次年度会長予定者挨拶 ▲討論会
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　千葉駅からＪＲ東金線に乗車し約40分走ったところに
ある東金駅で下車し、そこから車で10分ほどの場所に、１９
６９年の創業から約50年が経過した「株式会社新興ウオ
ターマネージメント工業」という社員数37人の中小企業が
ある。
　創業時は、「くみ取り屋」という一般廃棄物処理の事業
からスタートしたが、その後、水洗化への時代の潮流の中
で、浄化槽の維持管理や排水管洗浄、産業廃棄物の収集・
運搬・処分、さらには、トイレブースのメンテナンスなどを
行っている。現在なくてはならない社会の静脈産業である。
　また、近年では、それら事業に加え、島根県の中堅企業
である島根電工が展開する「住まいのおたすけ隊」にも参
加し、長年培った個人住宅とのパイプ・信頼関係を生かし、
地域住民の電気工事や水回りなどの修理・修繕サービス
も千葉県全域で積極的に展開している企業でもある。
　基幹事業の浄化槽維持管理は、地域の生活インフラを
支えるため市町村の許認可が必要という性格もあり、本業
とかけ離れた多角化や財テクに手を染めず誠実な経営を
している限り大きな変動はない産業である。
　しかし、許認可という既得権益に守られた業種であるが
故に、業界も社員も総じてぬるま湯に漬かったような企業
が多く、当然のことながら社員の帰属意識も働きがいのレ
ベルも相対的に低いというのが偽らざる実態である。
　業界の経営者の多くは、こうした実態は事業そのものの
特殊性であり、業種柄、仕方がないと考えていたが、同社

の２代目社長の石川勝氏は「志してこの業種を選んで入社
した社員は一人もいない、何らかの理由で前職を離れ、覚
悟を決めて入社してきてくれた社員。社員がこの会社に
入って良かったと言ってくれるような、働きがいや幸せを感
じてくれる会社をつくらなければ……」と考えた
　そして、社長業を務める一方、都内の夜間大学院に通学
し「人を大切にする経営」を理論と実務両面で学び自社の
改革に取り組んでいった。
　手厚い福利厚生制度の導入や本業を生かした新分野進
出などもその一環である。
　同社の社員満足度の向上施策の一端を紹介すると、業
界水準以上の給与はもちろんのこと、社員への年賀、バー
スデーケーキ、お盆休みの前には親戚が集まる実家への
手土産、毎年の決算月には家族への１年間の御礼の品の
贈呈、さらには、年越しそばの贈呈など、まるで社員を家族
同然と考えた福利厚生を行っているのである。
　こうした努力が実り、近年の同社の社員の転職的離職
率はゼロ、その働きがいのレベルも業界平均を大きく上回
り、業界のモデル企業とまでいわれている。
　こうした頑張る社長や企業の存在を見ると、問題は業
種などではなく、経営者の経営の考え方・進め方にあると
言わざるを得ない。

人を大切にする経営学会
会長　坂本　光司

頑張る浄化槽維持管理の
『新興ウオターマネージメント工業』

詳細情報はHP▶
また折込チラシから
ご確認ください

安城商工会議所 TEL.0566-76-5175

各種セミナー、イベントなどのご案内
皆様のお申込をお待ちしております。

開催日 対　象 事業名 開催場所

12月７日㈮

１月９日㈬

１月15日㈫、16日㈬

１月20日㈰～全５回

１月22日㈫

１月23日㈬、31日㈭

１月28日㈪

１月30日㈬

２月７㈭～９日㈯

部下の育成とモチベーションアップ講座

新春賀詞交歓会

　　　年末調整個別相談会

　　　Ａｎｊｏ創業スクール

　　　税務研修会

経営計画作成支援セミナー

　　　働き方改革関連法実務ポイントセミナー

　　　文化講演会

　　　九州経済視察会

商工会議所 3階

商工会議所 5階

商工会議所 3階

商工会議所 3階

商工会議所 3階

商工会議所 3階

商工会議所 3階

商工会議所 5階

熊本県周辺

折込
チラシ

折込
チラシ

折込
チラシ

折込
チラシ

折込
チラシ

折込
チラシ

中堅
リーダー

経営者

個人事業主

経営者
税務担当者

経営者

経営者
労務担当者

全般

全般

創業を
考えている方



－15－あんじょう商工会議所

お客様のビジネスをサポート

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0120-2-39391お問い合わせ

防犯・災害対策サービスインターネット接続サービス

拠点間接続サービス

データセンター・クラウドサービス

映像・動画系サービス

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）

掲載店
募集中!

毎月第4金曜発行

〒446-0039　安城市花ノ木町5-2
TEL（0566）75-1188
http://www.ankarichi.jp

お問合せ・申込みは

　「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。

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

地元「安城」で生まれた名産品。
匠の味をお届けします。

地元「安城」で生まれた名産品。
匠の味をお届けします。

ギフトセットはこちらから！

安城ハム株式会社ネクスト株式会社ネクスト 〒446-0046 安城市赤松町梶 1番地
TEL 0566-92-5512
〒446-0046 安城市赤松町梶 1番地
TEL 0566-92-5512

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！

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

＜料 金>
内面モノクロ広告 1小間 67,380円（税込）

5,025円（税込）
年間掲載料：
1ヵ月単価：

裏面裏カラー広告 1小間 84,300円（税込）
7,025円（税込）

年間掲載料：
1ヵ月単価：
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－16－ あんじょう商工会議所

安城市尾崎町堤下11-1　東伸運輸㈱バス事業部

○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
【ドライバーの運転マナーが自慢です】

幹事さんの強い味方!!

中  型 ・  小  型
40人 ・ 27人乗

0566-97-6000

安城の

貸切バス

検索四季の雫（しずく）

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

★遺言書作成と資産承継★
電話相談受付は、夜8時まで！

遺言を作って、安心して長生きを！
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

〒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

「健康で元気をつくる東祥」  ホリデイスポーツクラブ

広く開放的なジム 泳ぐだけじゃないプール

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
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