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平成31年3月29日まで

〜新入会員ご紹介キャンペーン〜

特典内容
ご紹介者〉

安城商工会議所では、多くの商工業者の皆様にご入会していただき、会議所各

新規入会者1件につき、
500円分のクオカードをプレゼント！

皆様のお知り合いに、まだ入会されていない事業者様がみえましたら、ぜひご

ご紹介を受けて当所に入会いただくと
平成31年3月末までの年会費無料！

種事業をご活用いただくため、新入会員ご紹介キャンペーンを実施しています。

新規入会者〉

紹介ください。

安城商工会議所 E-mail▶info@anjo-cci.or.jp
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インターナショナル
所在地
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三河安城東町１丁目
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電
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安城商工会議所 行事予定
3月

4月

３日㈰ ものづくり補助金攻略セミナー

９:30〜20:30

２日㈫ 新入社員合同入社式

９:00〜９:30

５日㈫ 税務相談（記帳継続指導）

13:00〜16:00

２日㈫ 新入社員研修 基本・製造コース

９:00〜16:30

８日㈮ 新入会員Welcome交流会

14:00〜16:00

３日㈬ 新入社員研修 基本

９:30〜16:30

13日㈬ 金融相談（日本政策金融公庫）

10:00〜12:00

10日㈬ 金融相談（日本政策金融公庫）

10:00〜12:00

16日㈯ EXPO ANJO 2019

18日㈭ 法律相談

13:00〜16:00

17日㈰ EXPO ANJO 2019

24日㈬ 働き方改革から考える労務トラブル対策セミナー 14:00〜16:30

18日㈪ 消費税申告個別相談会

13:00〜16:00

26日㈮ 金融相談（愛知県信用保証協会）

13:00〜16:00

19日㈫ 後継者育成のための魅力ある仕事づくり 14:00〜16:00
22日㈮ 法律相談

13:00〜16:00

22日㈮ 金融相談（愛知県信用保証協会）

13:00〜16:00

今月号の表紙

株式会社 WITHWIN

各種イベントをブリ解体ショーで盛り上げます！
表紙は、㈱WITHWINケータリングの新サービス「ブリ解体ショー」です。同サービスは、取
れたての寒ブリを出張ケータリングパーティーの際にその場で捌いてお刺身、姿盛にする
サービスで、解体の際にはブリの構造や生態について実況を交えながら解説いただけます。
さらに、ご試食や包丁入刀式、ハラミ争奪戦などお客様参加型の盛り上がるイベントも行う
ことができます。また、価格がマグロ解体ショーの3分の1程（50名分8万円〜）とリーズナブル
なので、お手軽に解体ショーを楽しむことができるのもブリ解体ショーの魅力の一つです。
創立記念パーティー等のイベントを行う際には、ぜひ一度、㈱WITHWINの「ブリ解体
ショー」をご利用してみてはいかかがでしょうか。
【お問合せ】

株式会社WITHWIN（ケータリング） 所在地：東栄町3-816-7
TEL：0120-052-910 https://nagoya-catering.jp/

あんじょう商工会議所
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おしらせ

商工会議所からの

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の
公募受付が開始しました！
中小企業・小規模事業者等が取り組む、生産性向上に資する革新的なサービス開発・試作品開発・生産性プロセス
の改善に必要な設備投資等を支援する「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の公募受付が開始しま
した。
【公募期限】
・第二次締切：2019年5月8日㈬ ※消印有効
【補助額・補助率】
＜一般型＞
中小企業者等が行う革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援
・補助額：100万円〜1,000万円
・補助率：１／２以内
＜小規模型＞
●設備投資のみ
小規模な額で中小企業者等が行う革新的サービス開発・生産プロセスの改善を支援
・補助額：100万円〜500万円
・補助率：１／２以内
●試作開発等
小規模な額で中小企業者等が行う試作品開発（設備等を伴わない試作開発等を含む）を支援
・補助額：100万円〜500万円
・補助率：１／２以内
詳しくは、愛知県中小企業団体中央会（http://www.aiweb.or.jp/index.html）のホームページをご覧ください。

新入社員研修
（基本コース・製造コース）

受賞おめでとう！

今回の研修は、基本コースと製造コースの2コースあ
り、基本コースでは、社会人の基礎についてグループ
ワーク等を通して学習いただきます。製造コースでは、
基礎知識や生産業務の内容、改善の重要性等を学習い
ただきます。また、今年度から新たに新入社員合同入社
式も併せて開催いたしますので、ぜひこの機会にご受講
ください。

2019愛知環境賞】
愛知県では、資源循環や環境負荷の低減を目的とし
た先駆的な取組を行っている企業を表彰する「愛知環
境賞」を実施しています。
当所議員事業所の「メトロ電気工業㈱」様が開発し
た独自の電気加熱技術による高効率で制御特性に優れ
た熱源製品「オレンジヒート®」が環境負荷の低減と低
炭素社会の形成に大きく貢献するものと高く評価され
たため、2019愛知環境賞「銅賞」を受賞されました。

時 基本：2019年4月2日㈫

9時00分〜16時30分
4月3日㈬ 9時30分〜16時30分
製造：2019年4月2日㈫ 9時00分〜16時30分

愛知ブランド企業】
愛知県では、県内製造業の実力を広く国内外にア
ピールし、愛知のモノづくりを世界のブランドにするた
め、県内の優れたモノづくり企業を「愛知ブランド企
業」として認定しています。
今年度、当所議員事業所の「㈱マキタ」様と会員事業
所の「泰東工業㈱」様が愛知ブランド企業として認定さ
れました。

北川 ゆう 氏
製造：株式会社サンスタッフ 瀧谷 清大 氏

講 基本：チェシーズプランニング

定 各50名（定員になり次第、締め切り）
￥ 基本：安城商工会議所会員

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
一般（上記以外）
製造：安城商工会議所会員
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
一般（上記以外）

：1名 5,400円

：1名 6,480円
：1名 10,800円
：1名 3,240円

安城農業PR動画コンテスト】
安城市が開催した安城農業PR動画コンテストにて、
「TMdesign」様の作品が優秀作品に選ばれました。

：1名 4,320円
：1名 6,480円

※料金はすべて昼食代・消費税込

− ４−
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KANPAI ANJO応援店を募集します
安城市では、安城にゆかりのある飲み物を用いた乾杯の習慣を広める「安城の豊かな水と大地の恵みに感謝し、乾杯
する条例」
（乾杯条例）が可決され、５月１日から施行されます。
これに合わせて安城市観光協会では、条例に関連する取り組み「KANPAI ANJO」を応援いただける店舗、及び安城
のおいしいお酒と食事を楽しみながら乾杯できる店を回る酒タンプラリーの参加店を募集します。
応募方法 平成31年3月31日㈰までに応募用紙を郵送（必着）、
FAXまたはEメールで安城市観光協会へお送りください。

こちらのQRコード ▶
からも申込できます

＜応援店＞
応募条件 次のいずれかを提供できる市内飲食店
・市内で生産された農産物を使った、
飲み物または食べ物 ・市内で製造された市にゆかりのある飲み物または食べ物
備
考 掲載店にはステッカー、のぼり等広報ツールを配布。
しゅ

＜酒タンプラリー参加店＞
応募条件 応援店のうち、市内で製造されたお酒や、市内で生産された農産物を使った乾杯セットを提供できる飲食店
備
考 掲載店にはステッカー、のぼり等広報ツールを配布。なお、イベントは５月以降開催します。
お問合せ 安城市観光協会事務局（市商工課内） TEL:0566-71-2235 FAX:0566-76-1184
E-mail:shoko@city.anjo.lg.jp URL:http://kanko.anjo-tanabata.jp/

第42回安城桜まつり
安城市内の桜が咲き乱れる時季の到来です。今年も安城公園をはじめ、市内４ヶ所で安城桜まつりが開催されます。
デンパーク周辺の半場川沿いでは、３月中旬頃から見頃となる陽光桜がライトアップされます。また、23日㈯・24日㈰
の午後５時以降は、夜桜を楽しめるようデンパークへ無料で入園できます。
桜まつりに合わせて各種イベントも開催されますので、皆様ぜひお越しください。
期
場

間
所

３月16日㈯〜４月12日㈮
安城公園（桜町）、城山公園（桜井町）、日の出公園（日の出町）、半場川沿い（デンパーク周辺）

※無料開放エリアを限定するため（半場川沿い）、 温室をはじめ、一部施設は利用できません。
※点灯期間は、桜の開花状況によって変わります。

＜さくらと安城七夕親善大使を写す会＞
日
時 ３月31日㈰ 午後１時30分〜午後４時
場
所 安城公園
内
容 当日12時30分より事前受付。30分毎の４部制。各定員20名を予定。
＜写真コンテスト＞
内
容 安城市内の桜を撮影したもので、未発表の写真
※詳細は安城市観光協会へお問合せください。

お問合せ 安城市観光協会事務局（市商工課内） TEL:0566-71-2235
URL:http://kanko.anjo-tanabata.jp/

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
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
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ポイント還元については、折込チラシをご覧下さい。
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あんじょう商工会議所

ガンバル事業所、応援します!!
店舗移転のためリニューアル！！
姫小川町にて和菓子の製造販売をしている地元で創業７４
年の「いそや製菓舗」は、この２月にリニューアルオープンいた
しました。９月には、事業承継により代表者も変更して、２月
には店舗もリニューアルと新たな出発となりました。

店舗外観は、平屋造りで今までの和のイメージから一転、

ホワイトを基調としたデザインで和洋のイメージへと変貌し
ました。
一押しは、どらやきで、通常のどら焼きやバターどらやき。
今後新たな、どらやきも商品開発中とか….
伝統的な和菓子から洋菓子の材料を取り込んだ創作菓子ま
で、素材にこだわり幅広い年代から支持を得ている「いそや
製菓舗」に一度足を運んでみてはいかがでしょうか。

いそや製菓舗

姫小川町北門原34-4 TEL／0566-99-0152
URL http://isoya-1953.com/

小売業への進出！販売店舗オープン！！
ドライフルーツや野菜パウダー、ジュース等の製造を手掛
ける「株式会社六美」は、今年１月に安城市和泉町に自社商品
や採れたて野菜等を販売するお店をオープンいたしました。

自社商品を自分たちの手で販売したい、地元の方々が憩い
の場として利用できる場所を造りたい、という想いから今回
のオープンに至りました。

「地元と健康」をコンセプトとした店内には、ドライフルー
ツや野菜パウダーのほか、安城の梨を使ったジュースや万能
タレ、イチジクのコンポートなど約30種類もの商品が並んで
います。また、お値打ちの生鮮野菜やリピーター続出のホクホ
ク焼き芋も販売しています。
今回のオープンを機に益々成長を続ける株式会社六美か
ら今後も目が離せません。

株式会社六美

和泉町下之切65 TEL／0566-95-6363
URL https://www.mutsumi-d.com/index.html

本社新社屋完成！！ ロゴやＨＰも一新！！
石井町に本社のある洗浄機専門メーカー「ファインマシーン
ンカタオカ株式会社」は、今年１月に５階建ての本社新社屋が
完成いたしました。
水系洗浄機では、国内の20％のシェアを占め、販売好調なカ
プセル型洗浄装置の生産体制強化など事業拡大に伴い、既存
本社では手狭になったこともあり新棟の建設となりました。新
社屋は、スペースが既存本社の３倍となり、３階建ての既存本
社を合わせ有効活用がされています。
また、新社屋完成に併せて、企業ロゴやホームページ・製品
パンフレットなど会社のイメージアップを図るために一新いた
しました。

ファインマシーンカタオカ株式会社
石井町石原25-2 TEL／0566-92-0017
URL http://www.fmk.co.jp/
あんじょう商工会議所
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活動報告ダイジェスト
版
働き方改革関連法で求められる
実務ポイントセミナー

経営者や個人事業主、労務担当者を対象に、
１月28

日㈪に働き方改革関連法で求められる実務ポイントセ
ミナーを開催しました。
当日は社会保険労務士事務所みらいサポート特定

キャッシュレス決済セミナー
2月6日㈬にキャッシュレス決済入門セミナーを開催
しました。
当日は、碧海信用金庫及び安城市商工課、当所の担
当者より、キャッシュレス決済の現状や、導入にあたっ

社 会保険 労務士の

ての支 援 制 度につ

大 参 直子氏を講 師

いて説明し、キャッ

にお招きし、働き方

シュレス決済のデモ

改 革の目 的と背景

体 験 なども 行 いま

や、働き方改革に関

した。

係する助成金などに
ついてご 教 授いた
だきました。

文化講演会

経営計画作成支援セミナー

コメディアンのパックンマックン氏を講師にお迎え

小規模事業者持続化補助金の採択を目指す事業所

し、1月30日㈬に文化講演会「パックンマックンの笑劇

を対象に、
１月23日㈬・31日㈭、２月６日㈬・14日㈭に

的国際コミュニケーション力」を開催しました。

経営計画作成支援セミナーを開催しました。

当日は、151名の方々にご聴講いただき、コミュニケー

当日は、EBIマネジメントオフィスの蛯原健治氏を講

ションの基本や必要

師にお招きし、小規

性についてご教授い

模事業者持続化補

ただきました。

助金の詳細や、経営

参 加 者は国 際コ

計画書の 作成 方法

ミュニケーションの

など をご 教 授いた

取り方などを学びま

だきました。

した。

事業承継セミナー

九州経済視察会

NHKドラマ「マチ工場のオンナ」で話題となったダ

安城商工会議所創立65周年記念事業の一環とし

イヤ精機株式会社代表取締役の諏訪貴子氏を講師に

て、2月７日（木）から９日（土）にかけて、熊本と長崎

お招きし、1月30日㈬に事業承継セミナーを開催しま

を巡る「九州経済視察会」を当所議員及び会員16名に

した。

ご参加いただき実施しました。

当日参加いただ

初日は復旧中の熊本城見学の後、アイシン九州㈱に

いた71名の方々は、

て復旧の道のりと防災対策について視察研修を行い

講 師自身の 体 験 談

懇談しました。

を交えた講 話に耳
を傾けました。

二日目からは長崎に
移動し、ハウステンボス
再建 の 道のりについて
研 修を行い、長 崎の名
所を見学しました。

− ８−

あんじょう商工会議所

安城企業就職フェアANJOB
人材確保を目指している企業と就職希望者を対象
に、2月10日㈰安城企業就職フェア「ANJOB」を開催
しました。
当日は、安城市内の企業30社の採用担当者と、就職
希望者124名が来場しました。
参加者は、仕事内容や給与
体系など就職する上で重視す
るポイントを企業の採用担当
者と個別面談をし、意見交換
等を行いました。

経済講演会
日本銀行名古屋支店長の清水季子氏を講師にお招
きし、2月13日㈬に経済講演会「最近の金融経済情勢
と今後の展望」を開催しました。
当日は150名の方々にご聴講いただき、日本の経済
情勢の現状および今後の見
通しや、中国や米国、欧州等
の世界経済についてもご解説
いただきました。

平成31年度補助金セミナー
安城市内のものづくり企業の経営者・総務経理管理
者層の方を対象に、2月22日㈮に平成31年度補助金セ
ミナーを開催しました。
当日は、国・県・市ならびに安城商工会議所の中小
企業支援策や、補助金活用の
ポイントなどを中部経済産業
局の担当者をはじめとした、
各担当者よりご説明いただき
ました。

若手社員教育・定着率アップセミナー
経営者や幹部社員、教育担当者を対象に、2月18日
㈪に「若手社員教育・定着率アップセミナー」を開催し
ました。
当日は、
株式会社中央人事総研代表取締役の大竹英
紀氏を講師にお招きし、
新入社
員や若手社員を定着させるた
めのポイントや教育の方法等に
ついてご教授いただきました。
参加者は、若手社員教育の
心構えを学びました。

建設部会主催セミナー

青色決算所得税相談会

経営者や経営幹部、総務担当者等を対象に、2月15

青色申告を行う個人事業主を対象に、2月25日㈪

日㈮に建設部会主催防災セミナーを開催しました。
当日は、NPO法人レスキューストックヤード代表理
事の栗田暢之氏を講師にお招きし、災害発生時の状

から28日㈭の4日間、青色決算・所得税申告個別相
談会を開催しました。
当日は、当所委託税理士ならびに経営指導員が決

況や、対策方法等をご教授い

算書や申告書の確認や記載

ただきました。

方法などの指導を行い、多く

参加 者は、防災 意 識を高
め、被災した際の役割等を学

の方々にご 利 用いただきま
した。

びました。

“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/

Health＆Beauty空（㈱空・インターナショナル）
心も身体もキレイにお手伝いします！
今回ご紹介するのは、美園町にあります「Health＆Beauty空」です。
「サプリとエステの専門店」としてエステや化粧品・サプリメントを通じて、一人でも多くの人が健
康で綺麗な肌やボディーラインを手に入れるお手伝いをしています。
中でも特に人気な施術として、波動検査装置を使用した「ニュースキャンセラピー」というものがあ
ります。こちらは、着衣のままヘッドホンを装着し、身体から出ている弱い電磁波をキャッチすること
で、超低周波を使い健康状態の予測やバランスの乱れている各器官を知ることが出来ます。さらに
本来正しい周波数を送り、調整することで身体の不調の改善や病気の予防が期待できます。
原因はわからないけど調子が悪い方や持病に悩んでいる方、将来のからだの状態やリスクを知り
たい方には必見です。
下記クーポンで今回ご紹介しました「ニュースキャンセラピー」が体験できます。男性もOKですの
で、是非お試しください。

Ｈ

Ｐ

線

定 休 日

幹

営業時間

新

0566-73-0281

話

道

電

美園町

海

安城市美園町2丁目7-5-6

東

所 在 地

★

10:00〜19:00（最終受付）

美園公園

不定休

http://beauty-kuu.com/

東海

（鈴木雄）

道本

線

株式会社アトス
不動産に関することなら何でもおまかせを！
今回ご紹介するのは、三河安城東町に事務所を構えている「株式会社アトス」です。
今年で創業6年目を迎える同社では、安城市、刈谷市、知立市、碧南市、高浜市、西尾市
などの西三河エリアを中心に土地・建物等の不動産売買をはじめ、アパート・マンショ
ン・店舗・事務所・倉庫・駐車場などの賃貸物件の仲介・管理を主に行っています。
また、その他にも不動産の活用方法の相談や、空き家対策、専門スタッフによる住宅
ローンの相談、リフォーム・建築の相談も行っているため、お客様の不動産に関する様々
なお悩みに対応していただけます。
「土地・建物を売買したい」、
「アパート・マンションを借りたい」など不動産のことで気になっている方は、同社ホームページ
をご覧いただくか、お電話等でお気軽にお問い合わせ下さい。
所 在 地

安城市三河安城東町1-20-7

電

話

0566-77-7022

F A X

0566-95-8807

E-mail

atos@happy.so-net.jp

Ｈ

https://www.atos-anjo.co.jp/

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？

Health＆Beauty空

安城商工会議所
事業所訪問先
募集中

Coupon
安城市美園町2丁目7-5-6
TEL 73-0281

「ニュースキャンセラピー」
通常50分5,000円↓

4,000円

◯有効期限：平成31年3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

管池
管池公園

★

下管池

（柴田裕）

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
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女性会だより
1年を振り返って
副会長

稲垣 三枝子

30年度の稲垣会長のスローガン「一期一会」〜出会いに感謝し、魅力ある女性会づくりを〜の下、副会長として女性会行事
を進めるにあたり、ものごとは「段取り八分」の言葉通り理事の皆さんと何度も何度も話し合いを重ねアイデアを出し、素晴ら
しい事業を展開し、より一層魅力的な女性会にしていこうと全力で取り組みました。そんな時に「お互いに助け合っている！」
「支えあっている！」を実感し、女性会の力強さを知り「共生」
「多逢勝因」の大切さを学びました。
この一年の様々な行事を無事に終えることが出来ましたのも、多くの方々が女性会のためにご協力いただいたおかげでご
ざいます。心よりお礼申し上げます。
副会長

本多 真由美

花だよりの嬉しい季節を迎え、平成30年度も終えようとしております。皆様におかれましては、日頃より女性会活動に多大
なるご理解、ご尽力を賜り誠にありがとうございました。未熟者ゆえ皆様にご迷惑をおかけしたかと思います。酷暑の七夕ま
つり、寒さの元気フェスタ、交通安全運動への参加など皆様と協力しながらすごせたこの時間は、私にとって素晴らしい財産
となりました。１年間ありがとうございました。

婚活Party in 安城
婚活Party in 安城を2月17日㈰にホテルグランドティアラ安城にて開催しました。
当日は、男性37名、女性38名の方にご参加いただき、自己紹介タイムやフリータイム
等を行い、交流を深めていただきました。イベントの最後には、気になった方のマッ
チングを行い、9組のカップルが誕生しました。

お 知 らせ
EXPO ANJO 2019

3月16日㈯・17日㈰ 安城市体育館内

後継者育成事業講習会

3月19日㈫ 14：00〜

安城商工会議所 3階 研修室

平成31年度 定時総会

4月16日㈫ ホテルグランドティアラ安城

活動報告
▲会長挨拶

▲フリータイムの様子

フラ部会2月14日㈭ デイサービス南の風

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〜
〜ネットショッピング詐欺に注意!!〜
ネットショッピングで商品を注文して代金を支払ったのに「商品が届かない」、
「偽物が届いた」、
「サイトが閉鎖されて相手と連絡
が取れない」といった相談が急増していますので、ご注意ください。

偽ショッピングサイトの特徴】

●実在するサイトのデザインをコピーしたり、企業名等を流用するなど、本物のサイトと区別がつきにくいよう偽造している。
●サイトが企業名なのに、代金支払いの口座が個人名になっているなどWebページに不自然な点がある。

対策】●販売業者等をインターネットで検索し、正規のサイトであるか確認しましょう。
●支払方法については、商品到着時に代金を支払う「代引き」が安全です。

【お問合せ】安城警察署
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あんじょう商工会議所

警務係

TEL：0566-76-0110

YEG

1月例会

安城ＹＥＧだより

安城商工会議所青年部

スポーツ交流会

平成31年1月23日㈬に今年最初の例会である1月例会
「スポーツ交流会」
を
開催いたしました。桜町小学校の体育館をお借りして、
日頃から動かしていな
い体を使い、
障害物リレー、
綱引き、
○×クイズ、
椅子取りゲーム、
玉入れ馬跳
び、
そして最後にチーム対抗リレーと計7種目の競技を行いました。真冬の体
育館での競技でしたが、
時間が経つにつれて真剣になっていき、
熱い戦いが
繰り広げられました。白熱しすぎたせいか写真もブレブレです。最後には防寒
着を脱ぎ、
寒さを忘れガチンコ勝負となりました。
最終的に総務委員会が優勝を飾り、
スポーツ交流会終了後は、
気持ちと体
の衰えを忘れ、
健闘を称えながら笑いと歓声が飛び交い、
大いに盛り上がりを
見せました。

熱い戦いが繰り広げられました。

寒さで動かなくなった体を動かして、
明日への活力や絆を見出させてくれた生駒委員長また、
交流委員会メンバーの
皆様設営お疲れ様でした。

▲玉入れ競争

第34回

▲綱引き

▲イス取りゲーム

安城市民デンパーク駅伝に参加
平成31年2月10日㈰に第34回安城市民デ
ンパーク駅伝に参加しました。5人一組で
チームを作り、安城商工会議所青年部とし
て参加。順位は上位となりませんでしたが、
全員でタスキを繋ぎ完走できたことで喜び
を分かち合うことができました。大西会長も
応援に駆け付けていただき、
ありがとうござ
いました。
とてもよい思い出になりました。

トーク

元気ノ助のメールで投句

ふきのとう︵ 才・大東町︶

49

あらららら こんな大きく なっちやって

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

▲アンカーは平松監事

ー臨時総会・３月例会「卒業式並びに卒業生を祝う会」ー
臨時総会・３月例会を下記のとおり開催します。
○日

時

平成31年3月19日㈫

○場

所

ホテルグランドティアラ安城

18:00〜21：00

○内

容

臨時総会は、平成３１年度事業計画書並びに収支予算
を審議いたします。平成３０年度の集大成として、３月
例会では卒業式を行い、５名の卒業予定者の方をお祝
いし、送り出します。功績に感謝すると共にメンバーの
労をねぎらい、盛大に開催いたします。
あんじょう商工会議所

− 13−

平成31年度 安 城商工会議所検定試験日程表
検定科目

日本商工会議所主催検定

日商珠算
（そろばん）

簿記検定

回数

試験日

申込受付期間

216

6 月 23日（日）

4 月15 日（月）〜 5 月 23日（木）

217

10 月 27日（日）

8 月19 日（月）〜 9 月 26日（木）

218

2 月 9 日（日）

12 月 2 日（月）〜 1 月 9 日（木）

152

6 月 9 日（日）

153
154

6月末までの
試験日受講料

1級
2級
3級

2,340円
1,730円
1,530円

窓 口： 4 月 8 日（月）〜 5 月 17 日（金）
ネット： 4 月 8 日（月）〜 5 月18 日（土）

6月末までの試験日受講料

1級
窓 口：10月 1 日（火）〜10 月25 日（金）
2級
11 月 17日（日）
ネット：10月 1 日（火）〜10 月 26日（土）
3級

2 月 23日（日）

2,300円
1,700円
1,500円

10月以降の
試験日受講料

窓 口：12月 16日（月）〜 1 月 24日（金）

7,710円
4,630円
2,800円

7,850円
4,720円
2,850円

ネット：12月 16日（月）〜 1 月 25日（土）

※第154回簿記検定においては１級の試験は行いません。※窓口受付時間：平日８時30分〜17時30分 ※インターネットの場合は、土日も24時間申込み可能です。

東京商工会議所主催検定

検定科目

回数

カラーコーディネーター
検定

46

6 月 16日（日）

3 月 26日（火）〜 4 月 26日（金）

47

12 月 1 日（日）

9 月17 日（火）〜10 月 18日（金）

ビジネス実務法務
検定

45

6 月 30日（日）

4 月 16日（火）〜 5 月 17日（金）

46

12 月 8 日（日）

9 月 24日（火）〜10 月 25日（金）

福祉住環境
コーディネーター検定

42

7 月 7 日（日）

4 月 23日（火）〜 5 月 24日（金）

43

11 月 24日（日）

9 月 10日（火）〜10 月 11日（金）

環境社会（eco）
検定

26

7 月 21日（日）

5 月 7 日（火）〜 6 月 7 日（金）

27

12 月 15日（日）

10 月 1 日（火）〜11 月 1 日（金）

ビジネスマネージャー
検定

9

7 月 14日（日）

4 月 23日（火）〜 5 月 31日（金）

10

11 月 10日（日）

8 月 27日（火）〜 ９ 月 27日（金）

試験日

申込受付期間

7月末までの
試験日受講料

10月以降の
試験日受講料

2級 7,340円
3級 5,250円

7,480円
5,340円

２級 6,480円
3級 4,320円

6,600円
4,400円

2級 6,480円
3級 4,320円

6,600円
4,400円

5,400円

5,500円

6,480円

6,600円

※施行日が10月以降の各検定試験より受験料が変更になります。

人のため自然派給食を展開する
セントラルフーズ
岡山駅から車で15分ほど走った場所に２階建ての美し また主食の玄米に付くおかずも、ひじき煮、カボチャ煮、
い建物がある。ここが、2018年春に完成した「株式会社セ みそ汁といったおばあちゃんの手料理である。そして加え
ントラルフーズ」の新社屋である。１階はオープンキッチン ていうと、農産品は同社の社長をはじめとする全スタッフ
と70人ほどが 座れるレストラン、２階は事務室とパー が農家の田畑を訪問し、手分けして一緒にいいものを届
ティーやセミナーなどの用途で約100人収容できるイベン けようと精を出してつくっている。
こうした誠実な経営姿勢が次第に地域社会に評価され
トホールとなっている。
同社の現在の主事業は、幼稚園や保育園・小学校など て、今や幼稚園や保育園・学校のみならず、市役所や多く
の学校給食、市役所や会社の社内食堂の運営受託、そし の企業の社員食堂の運営を受託するまでに至った。近年
では地域社会からの要望も強く、介護施設の食堂の運営
て、おせちやお弁当の製造販売である。
創業は、今から17年前の02年、現社長の秋山裕一氏が を受託する。また、岡山県内が中心であった事業だが、こ
立ち上げた。きっかけは祖父が創業したすし店だった。そ のうわさを聞きつけた県外企業からの要請も多く、今で
の後に始めた弁当屋を幼少のころから手伝っていたこと は東京都内の保育園や幼稚園の給食の受託も行っている。
こうしたことができるのも、この間一貫して社員と家族
がきっかけになり、29歳のときに本格的にその弁当屋を
を重視した経営をぶれずに行ってきたからである。現在
引き継ぐ形でスタートした。
秋山社長は祖父の苦労を目の当たりにしていたことで、 ではパート・アルバイトを含め、スタッフ数は250人（うち
他社との差別化をしなければ生きていけないと考え、二 栄養士（管理栄養士含む）が25人、調理師が50人）にまで
成長発展している。
つの差別化経営を実践していった。
同社の経営理念は「私たちは『食』の持つ力を追求し、
一つは、保育園や幼稚園を主たるターゲットとした給食
の請負サービスであり、もう一つは「食の安全・安心と自 夢が広がるおいしさを創造します。食の力で世界の人々
然のおいしさの両立」をテーマにした自然派給食の提案 を幸せにする」であり、これまで培ったノウハウと人脈を
生かし、新たにレストラン事業が動き出している。
である。
人を大切にする経営学会
例えば、調味料は無添加、野菜は国産中心、米は岡山
会長 坂本 光司
県鏡野町を流れる吉井川の源流でつくられた地元のもの。
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あんじょう商工会議所

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︶

3

第
号

787

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

− 16−

あんじょう商工会議所

