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安城商工会議所創立65周年記念事業 〜EXPO ANJO 2019〜

安城商工会議所創立65周年を記念して安城市内の様々な業種の企業が一同に集う
産業フェア「EXPO ANJO 2019」を開催いたします。

【と き】 平成31年3月16日㈯・17日㈰ 10時00分〜16時00分
【ところ】 安城市体育館アリーナおよびロータリー
【内 容】 市内の全産業を一堂に会した展示会および飲食・物販など
※詳細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
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ガンバル事業所、応援します！
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安城商工会議所 行事予定
2月

3月

５日㈫ 事業承継セミナー 中小企業の経営改革と人材育成 14:00〜16:00

３日㈰ ものづくり補助金攻略セミナー

９:30〜20:30

６日㈬ 経営計画作成支援セミナー個別相談会

８日㈮ 新入会員Welcome交流会

14:00〜16:00

６日㈬ キャッシュレス決済入門セミナー
７日㈭〜9日㈯

創立65周年記念事業九州経済視察会

19:00〜20:30
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個別相談会

19:00〜21:00

13日㈬ 経済講演会

15日㈮ 建設部会主催セミナー
17日㈰ 婚活Party in 安城

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・所得税申告相談会
今月号の表紙

14:00〜15:30
14:00〜15:30
13:30〜16:30
９:30〜20:30
13:30〜16:30
19:00〜21:00
13:00〜16:00
13:00〜16:00

９:00〜16:00

５日㈫ 税務相談（記帳継続指導）

13日㈬ 金融相談（日本政策金融公庫）
16日㈯ EXPO ANJO 2019
17日㈰ EXPO ANJO 2019

13:00〜16:00
10:00〜12:00

18日㈪ 消費税申告個別相談会

13:00〜16:00

22日㈮ 法律相談

13:00〜16:00

19日㈫ 後継者育成のための魅力ある仕事づくり
22日㈮ 金融相談（愛知県信用保証協会）

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」等を掲載しています。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：0566-76-5175

株式会社想珠

新サービス！「ペット葬儀てぃあら」
表紙は、㈱想珠が昨年12月から展開を始めた新サービス｢ペット葬儀てぃあら｣です。近年、
ペットロス症候群が話題となっているため、ペットをきちんと葬儀し、供養することでペットロ
ス克服の手助けになりたいとの想いからペット葬儀を新たに始めました。地元の生花店や墓
石店、葬儀社、寺院と連携し、葬儀をトータルコーディネートしており、お客様の要望に心を込
めてご対応させていただきます。また、棺は他社では無い火葬が可能な紙製や布製、トウモロ
コシ素材を使用しているため、
燃えかすが残らず環境に優しく火葬を行うことができます。
大切な愛するペットの葬儀は、
㈱想珠の｢ペット葬儀てぃあら｣でお手伝いいたします。
【お問合せ】 株式会社想珠 所在地：城南町1-18-21 TEL：74-9696
あんじょう商工会議所

− ３−

おしらせ

商工会議所からの

建設部会主催防災セミナー
知っておきたい事業所の防災

ものづくり補助金
攻略セミナー

今回のセミナーでは、事業所における防災意識の向
上及び災害発生時の役割を学んでいただきます。防災
についての知識を深める良い機会となりますので、ぜひ
ご参加ください。

本事業は、ものづくり補助金採択に向け、安城商工
会議所と地域金融機関が連携し、日曜日の2日間の間
に｢有効な事業計画｣の立案と｢採択される｣ための申請
書作成を徹底的に支援します。
ものづくり補助金の活用をお考えの方は、ぜひご参
加ください。

時 平成31年２月15日㈮ 14時00分〜15時30分
場 安城商工会議所 ３階 研修室

講 NPO法人レスキューストックヤード

時 平成31年２月17日㈰、３月３日㈰

代表理事 栗田 暢之 氏
内 ①「被災する」とはどのような状況なのか？
(過去の災害現場の状況を映像等で説明)
②ライフライン等が途絶える中、必要な心構えや準
備事項
③地域から求められる建設業事業者としての役割と
期待
(復旧に向けて建設業の存在の重要性を過去の災
害事例に基づき解説)
④その他
対 経営者、経営幹部、総務担当者
¥ 無料

各日9時30分〜20時30分
場 安城商工会議所 ５階 大会議室
内 ①ものづくり補助金攻略セミナー｢通す申請書はこ
う作る！｣
②申請書作成ワーキング(その場で質問しながら、PCで
の入力を進めていただきます。)

対 ①安城市に本店・支店・工場を有する中小企業のマ

ネジメント層
②上記の内、ものづくり補助金申請を検討している
事業所
③Word、Excelの操作ができ、E-mailを使用できる方
¥ 安城商工会議所会員：無料
非会員：54,000円(税込)

青色決算・所得税申告
個別相談会のご案内

会社を伸ばすための若手社員
教育・定着率アップセミナー

平成30年分の個人事業者の青色決算・所得税申告に
係る個別相談会を開催いたしますので、ぜひご利用くだ
さい。
日

会

時

本セミナーでは、新入社員を含めた若年層の社員の
定着化を図るとともに、若手社員の育成のノウハウ化と
教育体制の改善のヒントになることを目的とします。社
員教育でお悩みの方や定着率を高めたい方はぜひお申
込みください。

場

2月25日㈪・26日㈫・

９時〜12時

安城商工会議所

27日㈬・28日㈭

13時〜16時

3階 研修室

時 平成31年２月18日㈪ 13時30分〜16時30分
場 安城商工会議所 ３階 研修室

※25日㈪は当所会員のみ予約可能。26日以降の9時から12時は、
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。

講 株式会社中央人事総研 代表取締役 大竹 英紀 氏

内 １．あなたの会社はそもそも新入社員が来ないのは

【必要書類】
◎平成30年分決算書類 ◎帳簿 ◎平成29年分決算書控
◎印鑑 ◎確定申告書 ◎各種証明書(国民年金・健康保
険・生命保険・損害保険・個人年金等) ◎その他の所得
証明書類 ◎医療費領収書 ◎マイナンバー確認書類 ◎
本人確認書類 など

なぜか
２．最近の若手社員が辞めるには理由がある
３．受入れ体制で決まる新人・若手の成長と新たな
採用戦略｢インターンシップ・内定者教育｣
４．新人・若手社員が学ぶべき５つの教育(５E)とは？
５．新入・若手社員を配属する前にすべきこと
６．会社OJT教育の勘所とファイブステップ 方式

マイナンバー確認書類
本人確認書類
（下記①〜③より１つを提出）（下記①〜③より１つを提出）

(演習時間あり)

７．事例研究「新人教育で会社を変えて行く」

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
③マイナンバー記載の
住民票写し

− ４−

あんじょう商工会議所

¥ 安城商工会議所会員：1名2,160円(税込)

②運転免許証写し又は旅券写し

刈谷法人会安城支部会員・
刈谷労働基準協会安城支部会員：1名4,320円(税込)
一般(上記以外)：1名6,480円(税込)

③健康保険被保険者証の写し
並びに年金手帳の写し

※写真の無いものは２種類必要
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
■

経済講演会

受賞おめでとう！

日本銀行名古屋支店長の清水季子氏を講師にお招き
し｢最近の金融経済情勢と今後の展望｣をテーマにご講
話いただきます。
この機会にぜひ、ご参加ください。
時 平成31年２月13日㈬

14時00分〜15時30分
場 安城商工会議所 ５階 大会議室
講 日本銀行 名古屋支店長
定 120名（先着順）

清水 季子 氏

【地域未来牽引企業】
経済産業省では、地域内外の取引実態や雇用・売上
高を勘案し、地域経済への影響力が大きく、成長性が
見込まれるとともに、地域経済のバリューチェーンの中
心的な担い手、および担い手候補である企業を｢地域
未来牽引企業｣として選定しています。その｢地域未来
牽引企業｣に下記の当所議員事業所及び会員事業所が
選定されました。
おめでとうございます。

◎豊臣機工株式会社
◎カリツー株式会社
◎安田塗装工業株式会社

¥ 無料

キャッシュレス決済
入門セミナー

補助金セミナー
本セミナーでは、国や愛 知県、安城 市の補助金等
の中小企業支援策や、安城商工会議所が行っている
支援施策について分かりやすく解説いたします。
中小企業支援策を活用し、自社のさらなる成長へ
と繋げたい事業所様はぜひ、この機会にご参加くだ
さい。

本セミナーでは、近年話題になっているキャッシュ
レス決済の最新の動向とキャッシュ決済を導入する
際 の重 要なポイント等について分かりやすく解 説し
ます。
この機会にぜひ、お申込みください。

時 平成31年２月22日㈮ 13時30分〜17時20分

場 安城商工会議所 ５階 大会議室

場 安城商工会議所 ５階 大会議室

講 愛知県庁、中部経済産業局、安城市商工課、安城商

工会議所の担当者
内 第１部 国・県の中小企業支援策

講 碧海信用金庫、安城市商工課、安城商工会議所の

担当者
内 第1部

●中小企業・小規模事業者への支援施策について

●平成31年度愛知県の立地優遇制度について

第２部

時 平成31年２月６日㈬ 19時00分〜20時30分

講師：碧海信用金庫
第2部

●安城商工会議所支援施策について(安城商工会議所)

総合質疑& 個別相談会
定 50名(１社２名まで）
¥ 無料

東海税理士会
刈谷支部 安城部会

TEL 77-3636

キャッシュレス決済導入にあたっての
支援制度

安城市における中小企業支援施策、
補助金活用のポイント

●平成31年度安城市支援策について(安城市役所商工課)

キャッシュレス決済を取り巻く環境と特徴

講師：安城市商工課、安城商工会議所
第3部

キャッシュレス決済のデモ体験
講師：碧海信用金庫

定 120名(先着順)
¥ 無料

『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
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−

安城市内景況調査結果
（平成30年10月〜12月）
（平成22年4月〜6月）
＜ 一部業種を除き持ち直しの動きが見受けられる ＞

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10〜12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10〜12月)と比べた今期の状況
(2)今期と比べた来期(平成31年1〜3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 その他
企業数

20

18

26

26

構成比

19.4%

17.5%

25.2%

25.2%

計
103

13

12.7% 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、7.7ポイント
となった。業況判断の前回実績(△0.1)と比較すると7.8ポイントの上昇であっ
た。売上高については一部業種に足踏みが見られるものの、持ち直しの動きを
示している。

凡例▶

30以上

10超える

10〜△10

全
製 造 業

産

△10超える

業況判断

△0.1

7.7

△0.9

売上高

5.9

9.6

2.8

売上単価

4.9

△4.8

△6.7

資金繰り

△0.9

△1.9

△2.9

借入難度

0

0

△3.0

収益状況

△7.8

△3.0

△4.8

△17.5

△15.6

雇用人員 △47.0

△30以上

業

小売・卸業

建 設 業

サービス業

その他

前 年 同 期 対 比

業 況 判 断

7.7

10.0

38.9

0

△7.7

15.4

売

9.6

5.0

27.8

7.8

△1.0

15.4

△4.8

△20.0

16.7

△7.7

0

△15.4

△1.9

0

22.2

△11.6

△15.4

7.7

借 入 難 度

0

0

11.1

△3.8

△11.5

15.4

収 益 状 況

△3.0

△15.0

11.1

△15.5

△27.0

15.4

雇 用 人 員

△17.5

△15.0

△50.0

0

△11.6

△15.4

業 況 判 断

△0.9

△10.0

16.6

7.7

△30.7

30.8

2.8

0

11.1

7.7

△26.9

46.2

売 上 単 価

△6.7

△5.0

0

△3.9

△27.0

15.4

資 金 繰 り

△2.9

0

△5.5

3.8

△23.1

7.7

借 入 難 度

△3.0

△5.0

0

△3.8

△7.7

7.7

収 益 状 況

△4.8

△10.0

0

0

△15.4

30.8

雇 用 人 員

△15.6

△15.0

△38.8

△2.1

△15.4

△7.7

上

高

売 上 単 価

資 金
ふくろう

来 期 の 見 通 し

売

繰 り

上

高

来期の
見通し

※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。

− ６−

あんじょう商工会議所

ガンバル事業所、応援します!!
新城市に精油製造拠点新設
箕輪町にあるハーブやエッセンシャルオイルの製造販
売を手掛ける株式会社ランドは、新城市にエッセンシャ
ルオイル（精油）の生産拠点（奥三河蒸留所：新城市能登
瀬字北野23-4）
を新設し、稼働を始めました。
同蒸留所では、奥三河のヒノキやモミ、スギなどの森
林資源を独自に開発した器機を使用して粉砕・蒸留等を
行い、精油を抽出しています。これにより良質な精油を効
率よく生産でき、1日10ℓ程の精油製造が可能となりまし
た。また、蒸留所だけではなく、精油造りが体験できる工
房やハンモックなどを備えたカフェも今年の春頃オープ
ン予定となっています。そのため、ヒノキやスギから抽出
した精油を原料にした化粧品作りなどの体験や、自然の
景観を楽しみながらの飲食もできる観光施設としても今
株式会社ランド
後利用できるようになります。
箕輪町唐生128-1 TEL／0566-76-1556
奥三河にお出掛けの際は是非一度立ち寄ってみてください。
URL https://land-world.jp/

HAIR Riccio が移転してリニューアルオープン！！
弁天町に店舗を構えていた「HAIR Riccio」が 昨年
12月に篠目町に移転し、リニューアルオープン！「木を
活かしたナチュラル感のある店舗」をコンセプトにし
て店舗を建築し、店内は明るいライトブラウンの木目
調の壁面で統一され、お店に入った瞬間からリラック
スできる空間となっています。
席数も以前の３席から７席に増え、駐車場も完備し
て利便性が向上し来店しやすくなりました。また、新た
に今回の移転で店内に個室を設置。特にお子様連れの
お客様を中心に安心してご利用いただくことが可能と
なりました。
リニューアルした「HAIR Riccio」をぜひご利用くだ
さい。

会員事業所の皆様の
新しい情報をお待ちしております！
ガンバル事業所のコーナーでは、当所会員事業所限定にて自社
の新商品・新製品・新サービスなどのトピックスを無料で掲載さ
せていただいております。
新たな製品・商品の開発、新工場・新事務所の建設、新連携・新事
業の展開などがございましたら、お気軽に当所までご一報いただ
きますよう、お願いいたします。
なお、こちらのコーナーは不定期にて掲載しておりますので、
会報掲載時期等のお問合せについては、下記まで直接ご連絡くだ
さい。

HAIR Riccio
篠目町1丁目5-3 TEL／0566-95-8711
URL http://riccio.jp/

また、当所では、会報誌のガンバル事業所コーナーに掲載する
だけでなく、会員事業所の新しい情報を報道機関に随時プレスリ
リースするサービスや、報道機関を一堂に集めて担当者より新し
い情報を発表していただく合同プレス発表会等も行っておりま
すので、報道機関に取り上げていただきたい内容がございました
ら、ぜひ当所まで併せてご一報ください。
【ご要望・お問合せフォーム】
http://anjo-cci.or.jp/formmail.php
【お問合せ】
安城商工会議所 広報担当
T E L 0566-76-5175
FAX 0566-76-4322
あんじょう商工会議所

− ７−

軽減税率対策補助金の補助対象が拡大します！
中小企業庁は、2019年10月の消費税軽減税率制度の実施に向けて、複数税率に対応するレジの導入支援、受発注シス
テムの改修等を補助金により支援してきましたが、全国の中小企業・小規模事業者等からの制度拡充の要望を踏まえて、
軽減税率対策補助金の制度を拡充し、軽減税率制度の実施に向けた事業者の準備の加速化を支援していきます。
【制度拡充の概要】
1.補助対象の拡大
①従来は補助対象外としていた事業者間取引における請求書等の作成に係る対応について、これに対応するシステム
の開発・改修、パッケージ製品・事務機器等の導入に係る費用を補助対象とします。
②また、これまでレジの設置と同時に行われる商品情報(商品マスタ)の登録に係る費用を補助対象としてきましたが、
レジ設置時とは別に行う場合も補助対象とします。
③さらに、複数税率に対応する｢券売機｣についても、補助の対象とします。
2.補助率の引上げ
レジの設置・改修、受発注システムの改修等に要する経費の｢3分の2以内｣であった補助率を、原則｢4分の3以内｣に引き
上げます。併せて、3万円未満のレジを1台のみ導入する場合の補助率を｢4分の3以内｣から｢5分の4以内｣に引き上げます。
3.補助対象事業者の取扱い
事業者が営む事業に関連する規制により、補助対象外となっていた旅館・ホテル等の一部の事業者に係る取扱いにつ
いて、広く補助対象として認められるよう、制度の運用改善を行います。
【制度拡充の時期】
上記概要の2.3.については、2019年１月１日以降に申請されたものから適用します。
また、制度拡充後の申請手続等を示す公募要領、その他の制度拡充事項に関する具体的な内容・手続等については、
準備が整い次第、軽減税率対策補助金事務局のホームページで公表します。
【お問合せ】中小企業庁事業環境部

TEL：03-3501-1511

リスクに備えるなら、商工会議所会員向けの

充実の保険制度！

商工会議所の保険制度は、商工会議所会員の経営リスクの担保の充実を目的としており、全国商工会議所のスケール
メリットにより、低廉な保険料でご加入いただける団体保険制度です。

目

的

事業活動における賠償・事業休業・財物損壊リスクに備える
製造物のPLリスク、リコールリスクに備える
個人・法人の情報漏えいリスクに備える

− ８−

制度名

ビジネス総合保険制度
中小企業PL保険制度
全国商工会議所PL団体保険制度
情報漏えい賠償責任保険制度
（サイバーリスク補償型）

労災事故とそれによる企業の賠償リスクに備える

業務災害補償プラン

病気やケガによる休業時の所得減に備える

休業補償プラン

輸出製品などの海外におけるPLリスク、リコールリスクに備える

中小企業海外PL保険制度

海外取引先の債権回収不能リスクに備える

輸出取引信用保険制度

海外での知財訴訟リスクに備える

海外知財訴訟費用保険制度

あんじょう商工会議所

活動報告ダイジェスト
版
新春賀詞交歓会

年末調整個別相談会

新しい年のスタートにあたり、
１月９日㈬に新春賀詞

１月15日㈫および16日㈬の2日間、当所にて年末調

交歓会を開催しました。

整個別相談会を開催しました。

当日は当所会員事業所をはじめ、安城市関係者や衆

当日は、当所委託税理士ならびに経営指導員が個

議院議員、愛知県議会議員、安城警察署長などが一堂

人事業所の従業員および専従者等の平成30年分源

に会し、総勢163名の方々にご参加いただきました。

泉所得税にかかる年末調整手続きの相談を受け、会

会員事業所同士の連携を図るとともに、和やかにご
歓談いただきました。

員事業所をはじめ、多くの方々にご利用いただきま
した。

税務研修会

創業スクール

経営者や経理担当者、個人事業主等を対象に、
１月

新たに創業を予定している方や、創業後5年未満の

22日㈫に税務研修会を開催しました。
当日は、刈谷税務署個人課税部門の担当者を講師
にお招きし、平成30年の主な税制改正の内容や、平成

方等を対象に1月20日㈰から創業スクールを開催して
います。
創業スクールは1月20日㈰から２月17日㈰までに計５

30年分決算書の作成方法、及び確定申告のポイント、

日間開催し、講師のEBIマネジメントオフィス代表の蛯

消費税増税と軽減税率制度についてご教授いただき

原健治氏より、創業にあたっての心構えや、創業計画書

ました。

の作成方法などの創業の基礎をご教授いただきます。

“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/

BAR十三夜
BARがランチを始めた噂の十三夜
今回ご紹介するのは、小堤町にある「BAR十三夜」。
BAR十三夜といえば、これまで当然バーボンやカクテルを楽しむ店として永年にわたり楽
しい夜を演出してきました。
でも今回ご紹介したいのは、ランチ。BARで好評だったメニューを中心に1年前よりランチ
営業を始めました。ランチは常時6〜7種類程度あり、ガッツリメニューで全て800円。今のお
ススメは、
「十三夜スペシャルご飯」と「コトコト煮込んだ角煮丼」。
「十三夜スペシャルご飯」は、チャーハンを平たくカリッと焼いたお好み焼き風のオリジナル
メニューで、BARで人気メニューだとか。一方「コトコト煮込んだ角煮丼」は、BAR開始時代か
ら継ぎ足された自家製タレが自慢の人気メニュー「角煮」を丼にしたランチでボリューム満点。
またランチにはプラス120円でソフトドリンクも。とくにイチゴミルク、キャラメルミルク、マッチャミルクは、BARのカクテルシ
ロップを使ったオリジナル。ぜひソフトドリンクも堪能したいですね。
ランチ時間は、BARとは少し違う明るい雰囲気。BAR経験が無い方も気軽にランチを楽しみ、BAR店内のお酒の多さにビックリす
ること間違いなしのBAR十三夜のランチに一度、足を運んでみてはいかが。
市役所西
45

所 在 地
電
話
営業時間
定 休 日
Ｈ
Ｐ

安城市小堤町8-3 レジデンスカミヤ1F
77-3778
ランチ11:00〜15:00（L.O14:30） BAR19時〜5時
ランチ毎週日曜日、BAR年中無休
Facebookで「Bar十三夜ランチ」で検索

市役所南

★

横山公園

48
小堤公園

（吉田）

小堤町

株式会社恵華
みんなが幸せになる「まごころ」介護
今回は古井町にあります、
「株式会社恵華」を取材しました。
デイサービス、訪問介護、ケアプラン等、介護のトータルサポートを実施している同社の施
設に入ると、利用者様とスタッフの方が笑顔で会話をしていました。取材中にも、歌声が聞こ
えてきたりと、施設内の雰囲気は常にあたたかく、元気で賑やかな印象を受けました。
デイサービスでは、利用者様の希望に沿ったメニュー（レクリエーションや体操、歌等）で一
日を楽しく過ごせるようにしています。また、健康チェックや利用者様に合った機能訓練も実
施しているため、ご家族の方にも安心してご利用いただいているとのこと。そして、常駐する
ケアマネージャーが、本人や家族の要望を伺いながら、ケアプランを立てていただけるのも
心強い。
スタッフ全員が人と人との繋がりを大切にし、信頼し合える環境を創出できるように心掛けている「株式会社恵華」。利用者様だ
けではなく、ご家族の方にも寄り添い、皆が幸せになる「まごころ」介護サービスを、ぜひ、ご利用ください！

安城市古井町小仏23番地1

電

76-6711

話

定 休 日

日曜日

Ｈ

http://www.keika-ds.com/

Ｐ

安城商工会議所会員限定クーポン券

事業所のPRをしませんか？

BAR十三夜

安城商工会議所
事業所訪問先
募集中

Coupon

安城市小堤町8-3 レジデンスカミヤ1F
TEL 77-3778

ランチドリンク
1杯サービス
※ランチのみ使用可能

◯有効期限

平成31年2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

古井町北柴崎

（杉山）

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

★

名鉄西尾線

所 在 地

女性会だより
臨時総会
臨時総会

平成31年度新役員
平成28年度新役員

1月22日㈫に開催された臨時総会に
て平成31年度役員が承認されたことを
ご報告申し上げます。

役

職

氏

名

事業所名

稲垣美保子

ギャラリー&カフェ ミネルヴァ

副会長

畔柳

多美

畔柳自動車整備

副会長

深田

智子

cobaco ne cobaco

理事
（総務・広報委員長）

杉山

京子

ハッカハウス

理事
（交流・研修委員長）

遠山

松枝

㈱遠山観光

理事
（七夕まつり特別委員長）

祢宜田秀子

会

長

㈱六美
クリップアート

理事
（元気フェスタ特別委員長） 筒 木 麻 三 子

▲新役員一同

第2回教養サロン

監事

稲垣三枝子

スナックるいびとん

監事

本多真由美

日清電

交流・研修委員会 白谷隆子

平成31年1月22日㈫文化センター202会議室にて第2回教養サロンが開催さ
れました。講師に浄名寺副住職の松原紗蓮氏をお招きし講演いただきました。
先生は、寺カフェや婚活イベント、高齢者向けサロンなど様々な活動を行って
います。
「一番身近にいて大事にしなくてはならないのは「自分」。人は5つの基
本的欲求（生存、愛・所属、力、自由、楽し
み）がありますが、それが満たされている
のなら他の人に分けてください。現世は、
コンビニや携帯電話で孤独をごまかす風
潮になりがちですが、失敗を恐れず男女
がバランスよく生成をなしていくことが
大事です。それが「共生」もちつもたれつ
▲セミナーの様子
です。」笑いと涙の講演会でした。

お 知 らせ
婚活Party in 安城
日時：平成31年2月17日㈰
13時30分〜16時30分
受付（13時〜）
場所：ホテルグランドティアラ安城

活動 報告
1月10日㈭

安城警察署より感謝状授与
1月30日㈬
フラ部会

小川の里慰問

所得税及び復興特別所得税、贈与税の申告と納税は３月15日㈮まで
消費税及び地方消費税の申告と納税は４月１日㈪まで
申告と納税は正しくお早めに!!

確定申告会場は、大変混雑し、長時間お待ちいただく場合があります。ぜひ、国税庁ホームページの「確定申告
書等作成コーナー」をご利用ください。
｢確定申告書等作成コーナー」では、スマートフォンでも所得税の確定申告書が作成できます！！

特に、給与所得者（年末調整済み）で、医療費控除又はふるさと納税などの寄附金控除による還付申告を行う方は、
｢スマホ専用画面」が便利！（平成31年１月から）

作成コーナー

※掲載コードのリンク先は
予 告なく変 更 又は削 除
する場合があります。
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あんじょう商工会議所

国税局・税務署

YEG

第20回

安城ＹＥＧだより

安城商工会議所青年部

安城元気フェスタ 2018

平成30年12月2日㈰安城市総合運動公園において第20回 安城元気
フェスタ2018を開催させていただきました。今回は記念すべき20回目と
いうことで、
『 20周年だよ！盛り上げよう安城！』
をキャッチフレーズに掲げ、
ご参加の皆さんへ元気を届けることができるよう様々なイベントを準備
して参りました。
開会式では、
中日ドラゴンズキャラクターのシャオロン＆選手を応援
するチアドラゴンズの皆さんにオープニングを飾っていただき大いに盛
り上がりました。
スポーツ教室では、
中日ドラゴンズ有名OB選手とBASEBALLONEの
指導による野球教室や名古屋グランパスプロスクールコーチによる
サッカー教室、
デンソー女子ソフトボールブライトペガサスによるソフトボール教室が行われました。その他に蹴り1GP、
ものづ
くり教室・職業体験教室、
元気ステージや元気市場など、
また会場内には大きな
「きーぼーふわふわドーム」
を設置し、
天候にも
恵まれ、
各イベント大いに楽しんでいただけたようです。
今回の新たな試みとして、
交通安全啓発運動を警察と安城市、
商工会議所の三者が一体となり、
野球教室の参加児童に協力
していただき、
公園周辺沿道にて交通安全の呼び掛けをさせていただきました。交通事故ゼロに繋がるよう、
子どもたちにも交
通安全への意識が深まるとても有意義な活動ができました。
最後に20周年を記念し多くの企業、
事業所様にご協賛、
ご支援いただきまして、
大変感謝御礼を申し上げます。今後も長く続
けていけるよう、
元気フェスタの事業を通して地域社会や子どもたちへの貢献や発展、
安城全体に元気を拡げていけるよう努
めて参ります。
元気フェスタ実行委員会 委員長 鈴木 康孝

▲開会式

▲野球教室

▲サッカー教室

▲ソフトボール教室

▲ものづくり体験教室

▲子どもたちによる交通安全啓発活動

トーク

元気ノ助のメールで投句

ちわっすと 背に受く声の さわやかさ
質実剛健︵ 才・池浦町︶

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

38

ー2月例会「スポーツ交流会」ー
2月例会を下記のとおり開催します。
○日

時

平成31年２月15日㈮

19：00〜20：45

○場

所

安城商工会議所5階

○内

容

スーツの着こなしを身につける事でビジネスにおける
第一印象を大きく変える事が出来ます。この度、ファッ
ションコーディネーターの河合正之氏を講師としてお
招きし、青年経済人として様々なシーンでの正しい身
だしなみやファッションを学びます。

大会議室

あんじょう商工会議所
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各種セミナー、イベントなどのご案内

詳細情報はHP▶
また折込チラシから
ご確認ください

皆様のお申込をお待ちしております。
開催日

事業名

2月5日㈫

事業承継セミナー

2月6日㈬

開催場所
商工会議所

5階

キャッシュレス決済入門セミナー

商工会議所

5階

2月13日㈬

経済講演会

商工会議所

5階

2月15日㈮

建設部会主催防災セミナー

商工会議所

3階

2月１7日㈰

ものづくり補助金攻略セミナー

商工会議所

5階

2月１8日㈪

会社を伸ばすための

商工会議所

3階

青色決算・所得税申告個別相談会

商工会議所

3階

3月8日㈮

新入会員Ｗｅ
ｌ
ｃｏｍｅ交流会

商工会議所

5階

3月18日㈪

消費税申告個別相談会

商工会議所

3階

25日㈪〜28日㈭

中小企業の経営改革と人財育成

知っておきたい事業所の防災

若手社員教育・定着率アップセミナー

3月19日㈫

折込
チラシ

後継者育成のための魅力ある仕事づくり

商工会議所

3階

4月2日㈫〜3日㈬

折込
チラシ

新入社員研修

基本コース 2日間

商工会議所

5階

4月2日㈫

折込
チラシ

新入社員研修

製造コース 1日間

商工会議所

3階

安城商工会議所 TEL.0566-76-5175

公共事業に依存しない三和建設
国内建設業は、大手ゼネコン５社、準大手中堅ゼネコン
50社、
そして中小のゼネコン２万社をはじめとして、全国に
約50万社が存在する。

てきた建物はもとより、それ以上に人を重視し、人本主義
経営を愚直に実践してきた経営姿勢である。
このことは、同社の存在目的・使命である経営理念にも

業界のイメージは「斜陽産業｣｢時代遅れ産業｣｢過重労

明確に示されている。経営理念は「つくるひとをつくる」で

働産業｣｢3K職場｣｢違法建築業界｣｢万年人手不足産業｣｢男

ある。その意味は｢建物をつくる｣｢技術をつくる｣｢価値をつ

性産業」
「品質偽装産業」
「公共工事依存産業」
「談合産業

くる｣｢お客さまをつくる｣｢信頼をつくる｣｢社会をつくる｣｢仲

｣｢労災隠し産業｣｢社会保険未加入産業｣と揶揄（やゆ）され

間をつくる｣｢会社をつくる｣｢歴史をつくる｣。そして｢すべて

ることも多く、課題の多い産業の一つである。

はひとがつくります。だからつくるひとをつくります｣とある。

こうした業界にあって、これが同じ建設業なのかと思う

理念経営を実践するため、いい社風の醸成や、社員が誇

ユニークな企業がある。その企業は大阪市淀川区に本社

りと連帯感を高めるための経営の実行や実施は言うまで

を有する三和建設株式会社といい、社員数は125人、年商

もないが、社員一人一人の働きがいを高める、きめ細かい

は100億円強で、中堅ゼネコンに位置する企業である。

諸制度が、あらゆる場面でちりばめられている。

同社の創業は1947年、現社長の森本尚孝氏は４代目で

先日、機会があって同社を訪問したが、社内には「いい

ある。同社が注目されている理由は多々あるが、あえて二

風」が流れ、理念が見事に実践されていることを垣間見る

つ挙げるならば、一つは過去も現在も、業界の多くが依存

ことができた。

する公共工事にはほとんど頼らず、独自の力で民間市場を
創造している点である。ちなみに、現在の主事業は、工場

余談ではあるが、業界の入社後３年間の大卒社員の離
職率は約３割だが、同社では１割以下なのだそうだ。

や倉庫・オフィスビルの設計施工であるが、とりわけ業界で
評価の高い工事が、食品工場の設計・施工である。
そして同社が注目されているもう一つの要因は、
その経
営の考え方・進め方であり、
その中核の工事・設計・施工し
− 14−

あんじょう商工会議所

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

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

31

月１日号︵毎月１日発行︶

2

第
号

786

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

