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謹んで新春のお慶びを申し上げます
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安城

商工

今月のみどころ
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今月の会員事業所紹介
株式会社イデア愛知営業所

特集
「新年のご挨拶」
折込「経済講演会」

所在地

昭和町17-22C号室

電

0566-45-6822

話

折込「若手社員教育・定着率アップセミナー」
折込「建設部会主催セミナー」

折込「ものづくり補助金攻略セミナー」

折込「青色決算・所得税申告個別相談会」
折込「消費税申告個別相談会」
折込「新入会員紹介キャンペーン」

焼き鳥BAR とてきん
所在地

南町4-12
ニュー石田101

電

話

080-5401-9039

安城商工会議所 行事予定
1月

2月

９日㈬ 新春賀詞交歓会

12:15〜13:30

６日㈬ キャッシュレス決済入門セミナー

15日㈫ 年末調整個別相談会

９:00〜16:00
13:00〜16:00

７日㈭〜9日㈯
創立65周年記念事業九州経済視察会

13:00〜16:00

13日㈬ 経済講演会

９日㈬ 金融相談（日本政策金融公庫）
15日㈫ 税務相談（記帳継続指導）
16日㈬ 年末調整個別相談会
17日㈭ 法律相談

20日㈰ Anjo創業スクール
22日㈫ 税務研修会

23日㈬ 経営計画作成支援セミナー

25日㈮ 金融相談（愛知県信用保証協会）
27日㈰ Anjo創業スクール

10:00〜12:00

９:00〜16:00
９:30〜16:30
14:00〜16:00
19:00〜21:00
13:00〜16:00
９:30〜16:30

28日㈪ 働き方改革関連法実務ポイントセミナー 13:30〜16:00
30日㈬ 文化講演会

31日㈭ 経営計画作成支援セミナー

14:00〜15:30
19:00〜21:00

６日㈬ 経営計画作成支援セミナー

19:00〜21:00

13日㈬ 金融相談（日本政策金融公庫）

10:00〜12:00

14日㈭ 経営計画作成支援セミナー

19:00〜21:00

14:00〜15:30

15日㈮ 建設部会主催セミナー

14:00〜15:30

17日㈰ 婚活Party in 安城

13:30〜16:30

17日㈰ ものづくり補助金攻略セミナー

18日㈪ 若手社員教育・定着率アップセミナー
19日㈫・20日㈬・21日㈭

経営計画作成支援セミナー個別相談会

21日㈭ 法律相談

22日㈮ 金融相談（愛知県信用保証協会）
24日㈰ 簿記検定試験

25日㈪・26日㈫・27日㈬・28日㈭

青色決算・所得税申告個別相談会

今月号の表紙

19:00〜20:30

９:30〜20:30
13:30〜16:30
19:00〜21:00
13:00〜16:00
13:00〜16:00

９:00〜16:00

安城の三河万歳

国指定重要無形民俗文化財、安城の「三河万歳」
表紙は、安城の地で受け継がれる三河万歳になります。
三河万歳は、古くは戦国時代にはじまり、別所(現在の安城市東別所町・西別所町)の祈
祷師が安祥城(現安城町)の松平氏(徳川将軍家の先祖)のもとで、先勝祈願などの祈祷をし
ていましたことが発祥とされています。
時代の変化とともに内容や唱える言葉、服装を変え万歳が受け継がれ、昭和50年６月16
日に愛知県無形民俗文化財に指定されたことを契機に、さらに郷土の文化財として育てる
ために三河万歳保存会を結成しました。
現在の演目に神道三河万歳、御殿万歳、三曲万歳があります。

写真：安城市歴史博物館提供

あんじょう商工会議所

− ３−

新年のごあいさつ

安城商工会議所 会頭 沓 名 俊 裕

明けましておめでとうございます。
平成31年の輝かしい新春をお迎えになられたことと、心よりお慶び申し上げます。
会員の皆様におかれましては、日頃より安城商工会議所の運営と事業活動にご理解・ご協力を賜り厚く
お礼申し上げます。
さて、今年は亥年です。猪は猪突猛進という諺があります。この意味は、目標に向かって猛烈な勢いで突
き進むということです。皆様方も目標に向かってしっかり進んでいただきますようお願い申し上げます。
わが国の経済は、政府の経済政策の効果により、個人消費の動きが未だ力強さを欠くものの、企業の
合理化・省力化などの設備投資や、AI・IoTに対応した研究開発投資が下支えとなり、景気は緩やかなが
らも回復基調にあり、景況観に明るさが見られます。しかし、人手不足の影響や、経営者の高齢化など経営環境は改善されておらず、
消費税増税問題など、先行きに対する不安が払拭できない状況で、中小企業にとりましてはなお厳しい状況にあると言えます。
また、海外に目を向けてみますと米国と中国における貿易摩擦、イギリスのEU離脱問題など多くの影響が懸念されております。
こうした中、当所は昨年創立65周年記念として「会員親睦ゴルフコンペ」、
「記念式典・記念講演会」を開催。三遊亭円楽氏を招いて
の講演会には多くの市民にもご聴講いただき、会場は笑いの渦に包まれました。
また2月には震災復興支援を目的に熊本県を中心とした九州経済視察団の派遣、3月には市内企業が集う安城産業フェア「EXPO
ANJO 2019」を総合運動公園で開催します。多くの企業にご参加いただき、自社を知ってもらうきっかけの場として、利用していただけ
ればと思います。
本年は、引き続き新幹線三河安城駅ひかり停車活動、企業の健康経営への推進、深刻な人手不足への対応として、安城企業説明会
ANJOBの実施、税理士会や金融諸機関と連携した事業承継対策支援事業、消費税転嫁対策事業などにも取り組んでまいります。
真の経済成長の主役は中小企業・小規模事業者であり、その事業者を支える商工会議所に求められる役割も高度かつ多岐に渡って
います。
「経済の発展なくして地域の発展なし」を合言葉に、会員・会員企業の支援を通じ、市民の皆様の幸福のため、さらなる経済の
発展と活性化につながるよう努力を続けてまいります。

新年のごあいさつ

安城市長 神 谷

学

安城商工会議所会員の皆様、新年明けましておめでとうございます。
平成３１年の輝かしい新春を迎えられましたことを心からお慶び申し上げます。
皆様におかれましては、日ごろから市政に対し温かいご支援ご理解を賜り、厚くお礼申し上げます。
政府が発表する月例経済報告によると、景気は緩やかに回復しているとされています。しかしながら、
米中貿易摩擦問題など、世界経済の今後の情勢が懸念され、先行きは、不透明感が漂っているところ
であります。市内の事業者の皆さまにおかれましても、長期化する深刻な人手不足、個人消費の回復の
遅れなどにより、景況感の好転を実感できていない方々もいらっしゃるものと思います。
そのような中、貴会議所は、地域における総合経済団体として、経営、起業、金融などの相談事業、
講演会や講習会の開催、雇用対策など多岐にわたり、本市の経済発展に力添えをいただいており、あらためてお礼を申し上げます。
さて、本市では、昨年５月に南明治第一土地区画整理事業エリア内第28街区での市有地有効活用事業の最優秀提案者が決定い
たしました。この事業は、市有地を活用して土地の共同化及び高度利用を図り、ＪＲ安城駅周辺にふさわしい都市拠点となる施設
を新たに整備するものになります。マンションとともにホテルなどの商業施設も整備され、３年後の春に開業の予定となっておりま
す。開業後は、新たな賑わいの創出が見込まれることから、周辺の事業者の皆様には、ビジネスチャンスとして活かす取り組みを期
待するところでございます。
その他、若手技能者の技能向上と勤労意欲の増進を図るとともに、ものづくり企業の技術力の向上を目的として、
「安城未来マイ
スター」制度を創設しました。市内・年齢要件を満たし、国家技能検定の特級又は１級に合格者された方を認定するもので、初年度
は６名の方を認定する予定としております。毎年度、認定の手続きを行ってまいりますので、社員の技能向上に関心のある事業者の
皆様は、ぜひ制度の活用をお願い申し上げます。
最後になりますが、本年も貴会議所の協力のもと、様々な事業を通して幸せつながる健幸都市の実現を目指してまいります。引
き続き、お力添えを賜りますようお願い申し上げますとともに、貴会議所の一層のご発展と会員の皆様のご多幸を心からお祈り申
し上げます。

− ４−

あんじょう商工会議所

平成31年(2019年) 三村会頭年頭所感
日本商工会議所 会頭 三 村 明 夫
明けましておめでとうございます。
平成31年の新春を迎え、謹んでお喜び申しあげます。
各地商工会議所の皆さまにおかれましては、各地域の経済の発展、また日本商工会議所の諸事業

に対して、日頃から一方ならぬご支援・ご協力を賜り、年頭に当たり厚く御礼申しあげます。

世界経済は、IMFによれば、2018年の経済成長率はプラス3.7％を維持するものの、2019年の見

通しはプラス3.9％からプラス3.7％に下方修正されました。これは、主に米国トランプ政権の保護主

義的な貿易政策が、米中貿易摩擦などの形で徐々に具体化してきたことなどを反映したものであり、
さらなる下方修正リスクもないとは言い切れません。

一方、トランプ政権の極めて不安定な政策は、日本に主体的な対応を求めています。日本が国際社会で初めて主導的な役割を果

たして、TPP11を成立させることができ、昨年末には無事発効いたしました。日EU・EPAも、署名にまで進むことができましたし、日
中関係も両国首脳の相互往来を経て、新たな次元での関係強化が確認された年となりました。

わが国の国内情勢に目を転じれば、経済が引き続き緩やかな拡大傾向を続ける中で、需給ギャップも一昨年よりプラスに転じ、

もはやデフレではない状況に達したといえます。今こそ、人手不足・少子高齢化・低い生産性・地方の疲弊など、わが国の構造的課

題の解決に向け、社会保障の持続可能性の向上と財政健全化にも取り組むべきであります。是非とも、
「足元の安心」から「将来の
安心」により軸足を移した経済財政政策の検討と推進を望みたいと思います。

内外情勢がこのように大きく変化する中、民間企業も自己変革に取り組まねばなりません。深刻化する人手不足にどう対応して

いくのか、AI・loTなどの第４次産業革命における技術革新をどのように活用して自らの生産性を高めていくのか。企業経営者は目
の前の課題をむしろチャンスとして前向きに捉え、自ら果敢に挑戦すべき時を迎えています。

そうした中、われわれ商工会議所は、変化の波を新たな成長へとつなげていく動きを後押しする使命があります。まさに、企業の

発展が地域経済社会の発展につながり、そして日本全体の発展につながっていくべきであり、渋沢栄一翁が述べた「公益と私益の
両立」の原点に立ち返り、自覚も新たに活動すべきであります。

私もまた、
「中小企業に日本の課題が最も早く押し寄せる故に、中小企業の課題を解決することが日本経済の成長に直結するも

のだ」との信念の下、本年、商工会議所が取り組むべきものとして、以下の課題を掲げ、重点的に取り組んでまいりたいと思います。
1点目は、
「人手不足への対応と生産性向上」に向けた取り組みです。人手不足が中小企業の最大の経営課題となっている今、人

材の確保・定着や生産性の向上に最優先に取り組まなくてはなりません。日本の全企業数の99.7％を占める中小企業の生産性向

上なくして、わが国全体の生産性向上と持続的成長は不可能です。商工会議所としても、すそ野の広い支援事業を積極的に展開し
てまいります。

2点目は、
「中小企業の活力強化と地方創生」への取り組みです。経営者の高齢化や後継者不足により、地域経済の基盤である中

小企業の廃業数は増加を続けています。地域において中核となる企業の存続と新たな創業は、そのまま地域の活性化とわが国の
成長につながる極めて重要な課題です。商工会議所は、引き続き円滑な事業承継、創業支援に取り組んでまいります。

3点目は、2019年10月1日に予定されている「消費税率引き上げ」への対応です。消費税率引き上げ前後の需要変動に対する平

準化対策に関しては、取引価格への円滑な価格転嫁が大前提であり、そのためには中小事業者への十分な配慮と支援が必要です。
これまでも多くの商工会議所で説明会・相談会を実施してきましたが、引き続き国との連携を密にし、事業者の円滑な対応を支援
してまいります。

最後に、今春には天皇陛下がご譲位され、
「平成」が終わり新しい時代の幕開けとなります。日本商工会議所は「未来を拓く商工

会議所」として、全国515商工会議所との連携も今まで以上に強化し、企業、地域、ひいては日本経済の持続的成長の実現に向けて
全力で取り組んでまいります。

※本文は、事務局にて原文を要約しております。

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
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

働き方改革関連法で求められる
実務ポイントセミナー

年末調整個別相談会のご案内

本セミナーでは、長期労働削減の実務ポイントや同

平成30年分源泉所得税に係る個別相談会（年末調
整）を開催いたしますので、ぜひご利用ください。

一労働同一賃金に関する注目の判例や説明義務化など

日

わかりやすく学べます。また、働き方改革関連の助成金

1月15日㈫

もご紹介しますので、ぜひお申込みください。
時 平成31年１月28日㈪

1月16日㈬

13時30分〜16時00分

９時〜12時 ※1
13時〜16時

場

安城商工会議所
3階 研修室

※1 当所会員限定の時間帯（予約優先）となります。
午後からは、青色申告会と合同開催になります。

場 安城商工会議所 ３階 研修室

講 社会保険労務士事務所みらいサポ―ト

相談内容

特定社会保険労務士 大参 直子 氏
内 ①働き方改革の目的と背景

必要書類

②長時間労働削減と実務のポイント

・罰則付き時間外労働の上限規制！
・36協定新様式〜いつから？

・5日間の年次有給休暇の取得義務と具体例
・多様な勤務

・残業月60 時間超の割増賃金率引上げ！

備

③同一労働同一賃金
・注目の判例

・ガイドライン策定による明確化
・待遇の説明義化

考

従業員・専従者等の給与に係る年末調整手
続き指導及び相談
◎国民年金・生命保険・損害保険・個人年
金・小規模企業共済等の各種証明書
◎所得税徴収高計算書（OCR用）
◎所得税源泉徴収簿
◎給与支払報告書（個別明細書）
◎源泉徴収票等の法定調書合計表
◎給与等の支払状況内訳書
◎印鑑 など
｢事業主のマイナンバーカード両面の写し＋本
人確認書類の写しの添付」が必要です。
個別相談会にお越しの際は、下記の書類を
ご準備の上、ご来場ください。

マイナンバー確認書類

④働き方改革と助成金活用

（下記①〜③より１つを提出）

本人確認書類

（下記①〜③より１つを提出）

①マイナンバーカード裏面写し ①マイナンバーカード表面写し
②通知カード写し
②運転免許証写し又は旅券写し
③健康保険被保険者証の写し
③マイナンバー記載の
並びに年金手帳の写し
住民票写し

・キャリアアップ助成金
・両立支援助成金

¥ 無料

※写真の無いものは２種類必要

事前予約
サービスで
スムーズに！

経営計画作成支援セミナー・
個別相談会

消費税増税、軽減税率制度の概要」

し、新規顧客の獲得に向けた「採択される」経営計画書

の作成が必要不可欠です。

平成29年度所得税の税制改正において、配偶者控除
及び配偶者特別控除の控除額、扶養親族等の数の算定
方法が改正され、平成30年分以後の所得税に適用され
ます。また2019年10月からは消費税増税と軽減税率制
度が施行されますので、ぜひご参加ください。

「新規顧客を獲得したい方」
「売上を伸ばしたい方」

この機会に当所職員のサポートを受けながら、本セミ

ナーを受講し、小規模事業者持続化補助金の採択と売

上アップを目指しませんか。

時 セミナー：平成31年１月23日㈬・31日㈭

時 平成31年１月22日㈫

２月６日㈬・14日㈭

講 刈谷税務署個人課税部門 担当者
内 ①平成30年の主な税制改正について

個別相談会:平成31年２月19日㈫・20日㈬・21日㈬

場 安城商工会議所 3階 研修室
対 小規模事業者

②平成30年分決算書作成、確定申告のポイント
③消費税増税と軽減税率制度について
④その他
対 経営者、経営幹部、経理担当者、個人事業主
¥ 無料

蛯原 健治 氏

定 20名
¥ 無料

あんじょう商工会議所

時 とき ■
場 ところ ■
講
■

14時00分〜16時00分

場 安城商工会議所 ３階 研修室

各日19時00分〜21時00分

講 EBIマネジメントオフィス

当所会員を対象に、
「事前予約サービス」を実施
しています。事前予約により、待ち時間なしでご利
用いただけます。
「事前予約サービス」は当所会
員限定の特典になりますので、ご活用ください。

税務研修会「平成30年税制改革のポイントと

小規模事業者持続化補助金は、自社の経営を見直

− ６−

会

時

講師

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

婚活Party in 安城
〜真剣な出会いしませんか〜
安城商工会議所女性会がプロデュースする婚活パー
ティーを開催いたします。甘いスイーツを堪能しながら
素敵な出会いを見つけませんか。
この機会にぜひ、ご参加ください。
時 平成31年２月17日㈰

13時30分〜16時30分

場 ホテルグランドティアラ安城
内 ・アトラクション

文化講演会
コメディアンのパックンマックン氏を講師にお招きし

「パックンマックンの笑劇的国際コミュニケーション力」
をテーマにご講話いただきます。

ぜひ、この機会にお申込みください。

時 平成31年１月30日㈬

14時00分〜15時30分

場 安城商工会議所 ５階 大会議室

講 コメディアン パックンマックン 氏
¥ 無料

・自己紹介タイム
・フリータイム
（スイーツ及びソフトドリンクの提供あり）
・投票タイム
・カップル発表
※内容は変更となる場合がございます。
対 男性：安城市内在住または在勤の25歳から

45歳までの独身の方
女性：25歳から45歳までの独身の方
定 男女各30名
¥ 男性：3,000円、女性：2,000円

安城商工会議所会報誌
広告掲載事業所募集！

プレミアム会員証
安城商工会議所創立65周年を記念して、永きにわ
たり会員として在籍していただいた事業所様に感謝
の意を込めまして「プレミアム会員証」を作成しまし
た。お手元に届きましたらご受 納くだされば幸甚で
ございます。
30年プレミアム会員証
・30年〜49年にわたり在籍していただいた会員事業所様
50年プレミアム会員証
・50年以上にわたり在籍していただいた会員事業所様

安城商工会議所会報誌の広告掲載事業所を募集いた

します。事業所の PR にぜひご利用ください！
掲載媒体

毎月1日発行の会報「あんじょう」内面広

発行部数

毎月2,800部

配布先

掲載枠

掲 載 料

告、および、裏面裏広告

当所会員事業所、行政機関、主要交通機
関 など
1小間

たて4.5cm × よこ8.4cm

※1小間以上の場合は、小間数を乗算した
額となります。

・裏面裏広告（カラー）年間84,300円 税込
※1ヶ月単価：7,025円 税込

・内面広告（モノクロ）年間67,380円 税込
▲30年プレミアム会員証

▲50年プレミアム会員証

今後も新たに在籍年数が30年目、50年目に該当する
事業者様には、上記プレミアム会員証を贈らせていた
だきます。
引きつづき、当所の事業にご理解とご協力よろしくお
願いいたします。

※1ヵ月単価：5,615円 税込

特

典

商工会館1階のデジタルサイネージにも無

備

考

原則として2019年４月〜2020年３月の年間

料で広告掲出します。

掲載申込みの募集となります。平成31年２

月号・３月号の掲載につきましては別途ご
相談ください。

あんじょう商工会議所

− ７−

特定求職者雇用開発助成金（生涯現役コース）
特定求職者雇用開発助成金（生涯現役コース）は、雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介に

より、一年以上継続して雇用することが確実な労働者（雇用保険の高年齢被保険者）として雇い入れる事業主に対して助
成される制度です。
支給要件

次の要件のいずれも満たすことが必要です。

⑴ ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等（公共職業安定所、地方運輸局など）の紹介により雇い入れること。
⑵ 雇用保険の高年齢被保険者として雇い入れ、1年以上雇用することが確実であると認められること。

※この他にも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、詳しくはホームページをご覧く
ださい。

支給額

支給対象者

支給額

助成対象期間

短時間労働者以外の者

70万円（60万円）

1年（1年）

短時間労働者

50万円（40万円）

1年（1年）

お問合せ

※（ ）内は中小企業事業主以外に対する支給額およ
び助成対象期間です。
※短時間労働者とは、一週間の所定労働時間が、20時
間以上30時間未満である者をいいます。

愛知労働局 職業対策課 あいち雇用助成室 TEL:052-219-5518

URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou̲roudou/koyou/kyufukin/tokutei̲kounenrei.html

65歳超雇用推進助成金（65歳超継続雇用促進コース）
65歳超雇用推進助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実

現するため、65歳以上への定年引き上げや定年の定めを廃止した事業主に対して助成するものです。
支給要件

⑴ 労働協約又は就業規則により、次の①〜③のいずれかに該当する制度を実施したこと。
①65歳以上への定年引き上げ

②定年の定めの廃止

⑵ ⑴の制度を規定した際に経費を要したこと。

③希望者を66歳以上まで雇用する継続雇用制度の導入

⑶ ⑴の制度を規定した労働協約又は就業規則を整備していること。

⑷ 高年齢者雇用推進員の選任及び高年齢者雇用管理に関する措置を実施している事業主であること。

⑸ ⑴の制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項
の規定に違反していないこと。

⑹ 支給申請日の前日に当該事業主へ1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること。
支給額

措置内容
60歳以上
被保険者数

65歳まで引き上げ

66歳以上に引き上げ

（5歳未満）

（5歳）

（5歳未満）

（5歳）

定年の定めの
廃止

1〜2人

10万円

15万円

15万円

20万円

20万円

3〜9人

25万円

100万円

30万円

120万円

120万円

10人以上

30万円

150万円

35万円

160万円

160万円

※（

）内引き上げ幅

詳しくは下記URLをご覧ください。

お問合せ

愛知労働局 職業対策課 あいち雇用助成室 TEL:052-219-5518

URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139692.html

− ８−

あんじょう商工会議所

活動報告ダイジェスト
版
安城警察署 激励訪問

御園座コロッケ特別公演観劇

当所沓名会頭をはじめ、福田・中村・丸山副会頭に

会員同士の交流と共済制度加入者様への還元を目

て、12月６日㈭に安城警察署を訪問しました。
安城警察署の齋藤署長に慰問品を寄贈し、
「市民の
方々が安心かつ安全に過ごせるように取り組んでいた
だきたい」と激励しました。

的に、御園座コロッケ特別公演観劇を１１月１９日（月）
に開催しました。
今回の観劇では、今年リニューアルオープンをした御
園座にて、お笑いタレント「コロッケ」による特別公演
をご観覧いただきました。

交通安全啓蒙活動
●職員による活動
当所および当館テナントのアクサ生命保険㈱と安城
知立自家用自動車組合は、12月４日㈫年末の交通安全

ANJOB CREATION〜安城の雇用を盛り上げる会〜
直近2年以内に当所雇用対策事業を利用された事

県民運動に合わせて、朝の通勤・通学時間帯に桜町交
差点前にて自動車及び自転車利用者に向けて交通安
全啓蒙活動を実施しました。

業所の人事担当者を対象に、11月29日㈭にANJOB
CREATION〜安城の雇用を盛り上げる会〜を開催し
ました。本イベントは、会員事業所の声より生まれ、今
回が初めての開催となりました。
当日は、12事業所16名にご参加いただき、当所と安
城市の雇用対策事業を説明した後、情報交換会を実
施しました。情報交換会では、参加者が肌身で感じて
いる現状や悩みをお聞きし、次年度以降の雇用対策
事業に関する提案をいただきました。
また、日頃お逢いできない人事担当者同士の交流も
図られ、積極的に情報交換が行われていました。

●子どもたちによる活動
当所は安城市と安城警察署と連携して昨年から行っ
ている｢思いやり運転啓蒙活動｣の一環として、安城元
気フェスタ野球教室に参加した市内8チームの子供た
ち、親、指導者等による交通安全啓蒙活動を安城運動
公園交差点前で実施しました。

“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
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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/

株式会社イデア愛知営業所
モノづくりに関するお困りごとは弊社にお任せください
今回ご紹介する(株)イデア愛知営業所は、平成30年５月に昭和町に事務所を構え、請負開
発・人材派遣・コンサルティングの３事業を通じ、お客様に満足していただく技術サービスの
提供を行っています。
当社では、試作品開発・生産設備製作／改造・移設工事等、お客様からのあらゆるニーズに
お応えできる社内体制を整えています。静岡県内に、2つの設計部署と4つの工場を備えてお
り、自社内でのワンストップのモノづくり体制を完備しています。自動車業界中心に様々な業
界や業種のクライアントのニーズに幅広くお応えしており、ここ愛知でも順調に取引先が増
加しています。
また人材派遣事業では、エンジニア派遣に特化したプロフェッショナルな技術力をお客様に提供しております。設計開発から評
価実験まで、専属の営業担当がニーズを細かくヒアリングさせて頂き、適材適所の御提案を行っております。
(株)イデアは東海・関東地区の各営業所を拠点とし、今後も地域密着型のトータルエンジニアリングメーカーとして、困ったとき
に声を掛けて頂ける企業を目指してまいります。

安城市昭和町17-22 C号室

電

45-6822

話

76

担当 渡辺

営業時間

９:00〜18:00

Ｈ

https://www.kk-idea.com/

Ｐ

北安城駅
弁天町

線
名鉄西尾

所 在 地

昭和公園

★
76

（黒野）

安城駅北
47

焼き鳥BAR とてきん
豊富なカクテルを飲める焼き鳥屋さん
今回は南安城駅から徒歩２分の場所にある、
やきとりBARとてきんをご紹介します。
こちらは、
焼き鳥やお酒をおしゃれで落ちついた雰囲気の店内で楽しめる、
BARスタイルのお店です。
同店では炭火でじっくり焼き上げた、
旨味がギュッと詰まった焼き鳥を堪能できます。
また、
幅広い年齢層のお客様にご利用いただけるようにと豊富に取りそろえられたお酒は全部で約
100種類。
そのうちの半分を占めるカクテルは、
さっぱりしたものから甘いものまで好みに合わせ
て提供してもらえます。
他にも、
人気の高い希少な日本酒や焼酎も楽しめます。
カウンターメインの店内は一人でも気軽に訪れることができ、
お店に入るとオーナーの有永さ
んが気さくに出迎えてくれます。
通ううちにお客さん同士で繋がりができることもあるそうで、
たくさんの常連さんに愛されています。
とてきんではまだまだ新年会のご予約も受付中です。
約10名ほど座れる座敷席もありますので、
お気軽にお電話してみてくださいね。
おいしいお酒と焼き鳥を堪能しに、
とてきんにぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

所 在 地
電
話
営業時間

南安城駅
南安城駅

★

（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

●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
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南町

名鉄西尾線

定 休 日
Ｈ
Ｐ

安城市南町4-12 ニュー石田101
080-5401-9039
金土
18:30〜0:00(L.O23:30)
日〜木 18:30〜2:00(L.O 1:30)
水曜日
http://bar-totekin.jp/

女性会だより
新年挨拶

稲垣 美保子

会長

新年明けましておめでとうございます。
皆様にはご健勝にて新春をお迎えの事とお慶び申し上げます。また女性会活動には日頃から格
別のご指導、ご鞭撻を賜り、厚く御礼申し上げます。
今年度は、スローガン「一期一会 〜出会いに感謝し魅力ある女性会づくりを〜」を掲げ、フラ
ワーアレンジメント教室、安城七夕まつり、親睦バス研修、安城元気フェスタなどの活動をこれまで
行って参りました。そこでは会員相互の交流・地域貢献のお手伝いが出来ました事を大変有難く深
く感謝しております。商工会議所事業の一躍を担う組織として、女性ならではの活動を引き続き
行って参りたいと思いますので、皆様方の一層のお力添えを賜りますようお願い申し上げます。
結びに皆様方の益々のご健勝とご繁栄をお祈り申し上げまして新年のご挨拶とさせて頂きます。

安城元気フェスタ2018

元気フェスタ特別委員長

深田 智子

安城元気フェスタ2018の各ブースの販売数および参加者数は、豚汁830杯、ごみ減量クイズ306名、警察340名、消防523
名、自衛隊203名と大変多くの方々に喜んでいただきました。
これもひとえに、ご協力いただいた関係各位の皆様のご支援の賜と心から感謝申し上げます。ありがとうございました。

▲自衛隊

▲消防

▲警察

活動報告

▲豚汁

▲ゴミ減量クイズ

交通安全キャンペーン
12月６日㈭
イトーヨーカドー
12月10日㈪
アンフォーレ

お 知らせ
●臨時総会、第2回教養サロン
日時：平成31年1月22日㈫
総会：13時30分〜
教養サロン：14時〜
場所：安城市文化センター

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〜
〜飲酒運転を根絶しよう〜
愛知県内では、依然として飲酒運転に起因する重大な交通事故がなくなりません。県民一人一人が飲酒運転は重大事故に
直結する悪質・危険な違反であることを正しく認識し、
「飲酒運転は酒を飲む人も、飲ませた人も犯罪である」ことを徹底し
て飲酒運転を根絶しましょう。飲酒の機械には、次のことを絶対に守ってください。

●お酒の量に関わらず、飲酒した人は絶対に車を運転しないこと
●飲酒運転をするおそれのある人に車を貸さないこと
●飲酒運転をするおそれのある人にお酒を提供したり、お酒を勧めないこと
●運転する人がお酒を飲んでいることを知りながらその車に同乗したり、送ってもうように依頼しないこと
− 12−
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YEG

11月例会

安城ＹＥＧだより

安城商工会議所青年部

YEG DAY

平成30年11月3日㈯豊川市総合体育館にて愛知県YEG DAY in 豊川 2000の魂に火を燈せ‼が盛大に開

催されました。

愛知県下のYEGメンバー総勢約600名が豊川に集まり、安城YEGからも11月例会として出向者5名含め大

勢で参加してきました。

「愛知県連みんなが主役！〜2000の想いを未来へ〜」
のもと研修事業は豊川を舞台にしたロゲニング！。

YEGの仲間と共に２時間半、豊川の街で写真を撮り他単会メンバーで結成されたチーム同士ポイントを競い
合いながら文化や歴史を楽しく学びました。

交流事業では、参加者全員の想いを込めたスカイランタンが豊川の夜空を幻想的に彩りました。

平成最後の愛知県YEG DAY大懇親会では豊川YEGの皆様のおもてなしを受け、大いに盛り上がり他単

会メンバーとの交流を図ることができました。

YEG DAYのために多くの時間と情熱をもって企画から設営、当日の進行をして頂いた県連出向者

の皆様、大変お疲れさまでした。

トーク

元気ノ助のメールで投句

師の言葉 今も心の 腐り止め
質実剛健︵ 才・桜井町︶

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

53

ー１月例会「スポーツ交流会」ー
１月例会を下記のとおり開催します。
○日

時

平成31年１月23日㈬ 18：00〜21：00

○場

所

安城市立桜町小学校 体育館

○内

容

チームに分かれて本年度交流の少なかったメンバーと
も交流してチームワークの大切さを再認識し、それぞ
れの活かしていただくとともに日ごろの運動不足を解
消するきっかけ作りを目的に開催します。
あんじょう商工会議所
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投 稿コラム

不条理にどのように立ち向かうか？

平成という時代は、バブルの絶頂・崩壊に始ま

フランスのノーベル文学賞作家のアルべール・

り、失われた平成20年を経て、数々の災害に見舞

カミュ(1913年〜1960年）は、70年前に発表した作

ぶりとうぶ）地震、227人の犠牲者・不明者を出し

な街オランに発生した疫病ペストにより次々と人

いわれた猛暑にも見舞われた。一昨年は、福岡県

条理 をテーマにしていた。キリスト教の世界では、

最大震度７の熊本地震、平成27年は、関東・東北

そのような文化はない。どんなに心は打ちのめさ

もにあった。

日は否応なしにやって来る。

「災」は新潟県中越地震のあった平成16年以来２

者同士、もしくは寄り添う支援者と繋（つな）がり、

わせて災いを表す漢字ができたという。阪神大震

力を合わせ、行動することにあるという。その 不

災の平成23年は「絆（きずな）」。

は、この災害大国から育まれたにちがいない。

心が打ちのめされて途方に暮れ、もはや理不尽を

さ」を想起させる元号となり、それが言霊（ことだ

われた時代だった。昨年は、北海道胆振東部（い

品『ペスト』で、北アフリカのアルジェリアの小さ

平成で最悪の水害の西日本豪雨、さらに災害級と

が亡くなっていく状況の中、天災・人災による 不

と大分県を中心とする九州北部豪雨。平成28年は

祈ることで来世を神によって救われるが、日本には

豪雨と。日本人の風土の一つは、過酷な災害とと

れていても、たとえ望んでいなくても夜は明け、明

昨年の世相を表す年末恒例の「漢字」は「災」。

作品は問う。 不条理 な状況に置かれた当事

度目である。
「災」の上半分は洪水、下の火事と合

気持ちを半分共有して、今できる眼の前のことに

災のあった平成７年の漢字は「震」、東日本大震

条理 の流れが変わるまで。日本人の協働の精神

突然家族を失った人、家屋を流された人々は、

今 年はいよいよ新元号が発表される。
「優し

通り越え、
「不条理」という言葉に尽きるだろう。 ま）となり優しい時代の幕開けになりますように
しかし、現実には罪のない子どもの虐待による死、 と切に願うばかりです。
教室での陰湿ないじめによる自殺、通り魔的な殺

人に巻き込まれたり、突然の交通事故で大切な人

を失うことなど、悲惨な死は珍しいことではない。
本来、この 不条理"は私たちの身近に潜んでい

るのではないか。

不条理"な状況におかれた人が孤立して放置

されると、極端なニヒリズム（あらゆる存在に客観

的な価値を認めず、あらゆる宗教的･道徳的･政治

的権威を否定する考え方）になってしまうか、
「何

故自分だけこんな目に遭わなければならないん

だ」と、幸せな人々への復讐の牙（きば）を剥（む）
き出すような行動に走ってしまうかもしれない。幸
いなことに私はまだ、天災による 不条理 も、人

災による 不条理 にも出会っていないが、この先

も 不条理 に縁がなく、一生を息災で過ごせると
いう保証は全くない。

もし 不条理 に陥った時、私たちはどのように

立ち向かったらいいのだろうか？
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司法書士

矢田良一

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。

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。

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

＜料 金>
内面モノクロ広告 1小間 年間掲載料： 67,380円（税込）
裏面裏カラー広告 1小間 年間掲載料： 84,300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
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

31

月１日号︵毎月１日発行︶

1

第
号

785

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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