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今月号の表紙

有限会社D-WE BER

ASIA DESIGN PRIZE 2019受賞の「宝玉」
安城市に拠点を置き20年を迎える同社は、車を中心としたオートモーティブデザイン・プ
ロダクトデザインや撮影、画像処理などを手掛けるデザイン会社です。他社では見られない
オンリーワンのデザインや見た人誰もが楽しい、欲しいと思えるようなデザインを日々研究、
創作しています。そんな同社が、代表者の故郷の瀬戸焼で表現した作品「宝玉」が、米朝首
脳会談の舞台となった五つ星ホテル「カペラシンガポール」で 展示、販売され話題となり、ト
ヨタ自動車本社でも展示されました。今年の2月には世界的に有名なASIA

DESIGN

PRIZE

2019を受賞し海外での式典にも出席。同社のデザイン技術が凝縮された「宝玉」の購入等や
業務相談は(有)D-WEBERへお問合せください。
お問合せ】有限会社D-WEBER

所在地：三河安城本町2-1-10 KAGAYAKI-SQUARE 9F

TEL：89-2394

あんじょう商工会議所
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安城商工会議所通常議員総会を開催!!
〜平成31年度事業計画・収支予算決まる!!〜

当所は、３月13日㈪に常議員会、３月27日㈬に通常議員総会をそれぞれ開催しました。
平成３１年度事業計画（案）ならびに各会計収支予算（案）について審議を行い、
原案通りに可決されました。

安城商工会議所 平成31年度重点事業
会員事業所間の交流・結束力を高めるための交流事
業の企画・開催
⑴ 中小・小規模事業者の持続的発展に向けた経営発達支 ⑵ 健康経営の啓蒙・推進
援事業の実施
企業の持続的成長を図るために、従業員の健康支援
事業計画策定、販路開拓支援等、伴走型支援事業の
に取り組む活動（健康経営）に資する情報提供およ
推進
び事業の実施
⑵ 個社支援に伴う各種補助金申請・助成金申請取得支援
３．地域経済振興に関する意見・要望活動の推進
の実施
小規模事業者持続化補助金、ものづくり補助金等の ⑴ 国、県、市に対する要望活動
申請支援
中小企業対策、インフラ整備、税制改正、地域経済
⑶ 雇用対策支援
活性化等の要望活動の実施
中小・小規模事業者の人材確保、育成支援の推進
⑵ 市政に対する提言・要望活動
⑷ 働き方改革を推進するための支援
市幹部及び市議会議員との意見交換会を通じた提
中小・小規模事業者が働き方改革を推進するための
言・要望活動の実施
啓蒙および支援
⑶ 新幹線「ひかり」停車に対する活動
⑸ 地域経済を担う中小企業等の育成・成長・発展の推進
三河安城駅へ新幹線「ひかり」停車を実現するため
（創業・事業承継支援）
の活動の実施
ANJO創業支援ファームによる創業支援事業（創業
４．商工会議所活動の進化
セミナー等）の実施
金融機関、税理士会等、各支援機関との連携による ⑴ 職員のスキルアップ
事業承継支援事業の実施
経営発達支援事業を実施するための職員の資質向上
⑹ ABC（安城ビジネスコンシェルジュ）と連携した事
の推進
業者支援
⑵ 現場主義、商工会議所活動の見える化
行政、各支援機関と連携した支援の実施
会員訪問強化と会議所活動の認知度および広報力向

1．中小企業・小規模事業者に対する支援

２．地域活性化事業の推進
⑴ 会員交流事業の実施
− ４−

あんじょう商工会議所

上の強化
⑶ 組織基盤の強化
会員増強・共済事業、検定事業・労働保険事業の推進

安城商工会議所収支予算

平成31年度

◆収入の部
款

（単位：千円）

会費・特商負担金

予算額

58,141

◆支出の部
款

46,241

1. 一般事業費

2. 役員議員会費

11,900

2. 周年事業費

403,650

3. 会議費

1. 事務手数料

1,250

特定退職金給付金

2. 検定事業収入

3,300

共済事業積立金

3. 広告料

4,670

労働保険事務組合支払保険料

4. 受講料

1,000

管理費

5. 事務手数料

950

1. 給与費

6. 記帳機械化処理手数料

3,800

2. 福利厚生費

7. 会館使用料、定期使用料

11,000

3. 旅費交通費

8. 共済手数料

48,290

4. 事務費

9. 労働保険事務組合手数料

4,200

5. 交際・渉外費

10.特定退職金手数料

4,090

6. 租税公課・分担金

11.特定退職金掛金

12.特定退職金給付金受入
13.労働保険事務組合受取保険料
14.その他事業収入
事業補助金
事業負担金
雑収入

退職引当金

115,000

積立金

101,600

繰入金

2,000

予備費

1,900

合

75,600
0
2,600
115,000
102,500

項

予算額

備

（単位：千円）

考

部会活動費

2,500 部会活動 等

委員会活動費

1,200 委員会活動

商業振興費

1,000 イベント事業

活性化対策費

1,000 商工活性化対策

異業種交流費

300 サルビア研究会

研修会費

600 各種研修会

検定事業費

1,700 日商検定・東商検定

150,435

講習会開催費

3,000 講習会・講演会

94,950

会報発行費

9,700 会報誌作成

16,575

観光事業費

1,250 七夕まつり、観光協会

1,590

事業推進費

2,700 賀詞交歓会、会員大会

28,590

情報化対策費

3,500 IT推進事業

1,600

雇用対策事業費

3,000 企業説明会 等

7,130

法定台帳作成管理費

9,350

地域ブランド事業費

46,800
200
548,065

計

主な事業費

101,600

0

雑費

3,879

繰入金

1,152,150

150 法定台帳作成 等
1,800 アンジョウ・ハーツ事業

ものづくり事業費

13,000 ものコン2019

指導事業費

15,750 中小企業相談所経営指導

共済事業推進費

3,500 共済還元事業

共済事業見舞金・給付金

6,800 共済事業自家給付

51,650

繰越金
合

102,500

75,610

予算額

78,200

事業費

1. 会費・特商会費
事業収入

（単位：千円）

557,320

計

1,152,150

日本商工会議所

※各表は、一般会計・相談所会計・収益事業会計・積立金会計を合算した収支予算です。

第129回通常会員総会

日本商工会議所は、３月20日㈬に帝国ホテルにて第
129回通常会員総会を開催しました。

議

事

⑴ 会頭挨拶
⑵ 来賓挨拶
⑶ 表彰

▲挨拶する三村会頭

⑷ 被災地報告
⑸ 議案
①議案第１号

2019年度事業計画（案）

（2019年度事業計画（概要））
（2019年度事業計画（本文））
②議案第２号

2019年度収支予算（案）

▲総会の様子
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

『 健 康 経 営 』〜企業インタビュー〜

三方良しの

健康経営優良法人2019(中小規模法人部門)に認定

「㈱中島製作所」

〜社員が健康であるために〜

株式会社中島製作所は 1969年7月に設立 2019年3月現在 社員23名の中小
企業です。工作機械を使用し、鉄のかたまりを削り機能部品をつくる金属加工業
です。そんな会社がなぜ健康経営優良法人認定制度に取り組んだの？と思われた
方もいるでしょう。
毎年行っている定期健康診断において二次検査の割合が4割を
突破したころから体調不良や病気で休む社員が増え、同時に業務に支障をきたす
ことが増えていき、さらに休んだ人の仕事をフォローし頑張ってくれていた社員も
疲弊し、体調不良や病気になるという悪循環に陥っていきました。そんなとき 、健
康経営優良法人認定制度のことを耳にし、このガイドラインに乗っ取ってやってい
吉村常務と中島社長
けば社員は健康になっていくのでは、と半信半疑ダメもとでも実践してみようと思
いました。
早速、
認定基準解説書を参考に、
お金をかけず簡単で長く続けられることを3点実施することにしました。
１．朝礼終了後、毎日ラジオ体操を行う ２．毎朝 各所属長が部下の体調確認を行う（コミュニケーションをとる）
３．毎月 第4 金曜日はノー残業デーとする
この3点だけではすぐに効果が現れないと思っておりましたが、2か月を経過したころから体調不良や病気で休
む社員は減っていきました。さらに社員のみんなには健康になってほしいという思いで、実施項目を3点追加しま
した。
４．仕事の平準化を行い、毎月の時間外労働時間を40時間以内にする
５．有給休暇取得率を50%以上にする
６．全社員に毎月1回 健康経営ワンポイントアドバイス用紙を配布する
結果、実施する前と実施した後では大きな差がありました。たったこれだけのことで大きな効果が得られたので非常
に驚きました。その後も認定基準項目を実施していけば社員はさらに健康になる、という思いで本格的に健康経営優
良法人認定に向けて乗り出しました。社員ひとり一人の健康意識が高まり、今では自発的に食生活の改善、運動への取
り組みを行っております。わが社の社長は、社員は財産であり、社員の健康がもっとも重要と考えております。全社員
がいつまでも心身ともに健康で、元気で働けるようこれからも健康経営を推進していきます。

平成31年度講習会事業計画
月

日

4月
5月
6月
7月
9月
− ６−

対象者

内

容

２日㈫

新入社員

新入社員合同入社式

２日㈫・３日㈬

新入社員

新入社員研修基本コース

２日㈫

新入社員

新入社員研修製造コース

24日㈬

事業主・労務担当者

働き方改革から考える労務トラブル対策セミナー

22日㈬

中堅社員

マネジメント力アップセミナー

11日㈭

全般

タニタの健康セミナー〜500kcalのまんぷく定食のコツと運動の基本〜

14日㈮

全般

時局講演会

中旬予定

全般

キャッシュレス関連セミナー

中旬予定

建設業営業担当

建設業向け営業強化セミナー

19日㈮

新入社員・若手社員

新入若手社員フォローアップセミナー

４日㈬

全般

段取り力強化セミナー

あんじょう商工会議所

安城七夕まつり公式Ｔシャツ
デザインコンテスト
安城七夕まつり協賛会では、第66回安城七夕まつり公式Ｔシャツのデザインの募集を行っています。採用された
デザインは、七夕公式Ｔシャツにプリントし、スタッフ及びボランティア等が着用します。
皆様の考えた素敵なデザインをぜひ、ご応募ください。
応募期限

2019年5月8日㈬

応募資格

安城市内に在住または在勤、在学の方（プロ、アマは問わない）

応募方法

安城商工会議所及び安城市商工課、安城市観光案内所、アンフォーレ、公共施設等の窓口に設置されて

※当日必着

いる応募用紙へ必要事項をご記入の上、郵送または持参、メールにて提出してください。
詳しくは七夕まつり公式ホームページ（http://www.anjo-tanabata.jp/）をご覧ください。
お問合せ

安城七夕まつり協賛会事務局（安城商工会議所内）TEL：0566-76-5175

東海税理士会
刈谷支部 安城部会

TEL 77-3636

『平成31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
４月３日㈬
10月２日㈬

５月８日㈬
11月６日㈬

６月５日㈬
12月４日㈬

７月３日㈬
１月８日㈬

８月７日㈬
２月５日㈬

９月４日㈬
３月４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）
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
■

あんじょう商工会議所
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消費税

消費税引き上げ後も 8％の税率が適用される
経過措置についてご存知ですか？

特集
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2019年10月1日から、消費税率が10％に引き上げられますが、契約の時期や内容等によっては、消費税引き
上げ後も現行の8％の税率が適用される経過措置が定められています。
そのため、経過措置が適用される主なものをご紹介いたします。

①請負工事等
2019年3月31日までの間に締結した工事や製造に係る請負契約等は、施行日以後に行われる建物や完成
品の引渡しについては、旧税率が適用されます。工事や製造の他に、測量、設計、ソフトウエアの開発
などに係る請負契約等も対象となります。

3月31日

10月1日

譲渡
8%が
適用

契約

②資産の貸付け
2019年3月31日までに契約をした場合で、2019年9月30日までに貸借している場合には、2019年10月1日
以後の貸借料についても旧税率の8％が適用されます。
※但し、契約内容が以下の①と②、又は①と③に該当しなければなりません。
①貸付期間と期間中の対価の額が定められていること
②対価の額の変更を求めることができないこと
③当事者が期間中いつでも解約の申し入れをすることができないこと

3月31日

10月1日

貸付開始

契約

8%が
適用

その他にも
①電気、ガス、水道等の料金、②新幹線、飛行機等の旅客運賃、③書籍の予約販売、④ネット販売等の通信販売、
⑤有料老人ホームの入居一時金などが経過措置の適用となります。
詳しくは国税庁のホームページ（https://www.nta.go.jp/）をご覧ください。
− ８−

あんじょう商工会議所

活動報告ダイジェスト
版
ものづくり補助金攻略セミナー

新入会員Welcome交流会

ものづくり補助金の採択を目指す事業所を対象に、

平成28年度以降に当所へご入会いただいた事業所を

２月17日㈰・３月３日㈰にものづくり補助金攻略セミ

対象に、
３月８日㈮に「新入会員Welcome交流会」を開

ナーを開催しました。

催しました。

当日は、中小企業診断士の佐原啓泰氏より、経営計

当日は、20社23名の方々にご参加いただき当所職員

画の策定や、課題解決方法の書き方などをご解説いた

による安城商工会議所の活用方法のご紹介や、参加事

だきました。

業所の自社PR、名刺交換会および交流会を行いました。
参加者は、新たな人脈やネットワークを構築するとと
もに、
和やかにご歓談いただきました。

安城産業フェア EXPO ANJO 2019
安城商工会議所創立65周年記念事業として安城産業フェアEXPO ANJO 2019を3月16日㈯・17日㈰に安城市
体育館及び安城総合運動公園にて開催しました。
産業フェアでは、企業や各種団体など約60社の展示・飲食・物販ブースが出展し、屋内アリーナでは、3つのエ
リア「暮らし」
「ものづくり」
「健康と美容」にて企業ＰＲを、ロータリーでは、地元グルメなど飲食・物販・展示を行
いました。
また、事業者による各種体験教室なども数多く開催し、市民の方に市内事業者を知って頂く良い機会となりまし
た。優れた技術やサービス等を余すところなくＰＲでき、大盛況のうちに２日間の会期を終了することとなりました。

▲開幕セレモニー

▲アリーナ会場の様子

▲屋外会場の様子

“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/

神谷プランツプラネット
インテリアに植物を飾りましょう
東明町の「神谷プランツプラネット」。中々お目にかかれない珍しい植物達やインテリ
アを華やかにしてくれる可愛い植物、管理の簡単なハイドロカルチャー（土の代わりにセ
ラミス（吸湿性の自然素材）を使用し、グラスの中に水を入れておくだけで植物を管理す
る方法）製品を多く取り揃えています。 強みは、全国の植物生産者との繋がりの強さ。
植物好きにはたまらない、他店では入荷が困難な希少性の高い植物も比較的入手でき
るそうです。探している植物があれば一度尋ねてみてはいかがですか。
また、豊富な経験を持った個性豊かなデザイナーたちが作るギフトフラワーやウェディ
ングブーケもお勧め。特に身にまとう新しいブーケ「ドレスブーケ」はショーの後、問合せ
が殺到したそうです。
植物には、有害物質を浄化する作用があります。お勧めの「インテリア浄化プランツ」を飾り、室内環境を快適にしましょう。

東明町13番地13

電話・FAX

0566-56-2518

定 休 日

月曜日・火曜日

南安城駅

★

（鈴木靖）

名鉄西尾線

所 在 地

東明町北

安城駅東
286

東明町

ランドリー アンユー
オールシーズン、季節ごとの衣類の悩みに合わせて利用できるコインランドリー
今回ご紹介するのは、浜富町にある「ランドリーアンユー」です。2018年12月にオープン

したばかりのコインランドリーで、
店内には５台の洗濯乾燥機と６台の乾燥機を備えてい

ます。アンユーの大きな特徴は、洗濯のパターンとして「標準」
「消臭・防臭」
「ふんわりミン

ク加工」
の３パターンから選択できることです。

汗が多く出て、
汗により衣類が変色しやすい春〜秋の前半の時期では
「消臭・防臭」
コー

スを選ぶことにより、
汚れ、
臭いを落として消臭効果が持続できます。
また、
冬物衣類や毛

布等を洗う機会の多い秋の後半・冬〜初春の時期には、
「ふんわりミンク加工」コースを選択することにより、ふわふわの肌触

りでゴワゴワ感の無い、静電気が少ない仕上がりが可能です。季節ごとの衣類の悩みに合わせて利用できる「ランドリーアン

ユー」
をぜひご利用ください。
また、4/20㈯〜5/31㈮まで衣替え時期限定キャンペーンとして消臭・防臭コースとふんわりミン

クコースの200円ＯＦＦを実施します。
キャンペーン詳細とお店の情報は下記のＬＩＮＥ＠で入手できますので、
ぜひアクセスを！
所 在 地

安城市浜富町13-1

電

070-1642-1660

話

営業時間

5:00〜24:00

定 休 日

無休

上条町山合

浜富町南

（杉原）

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

286

コロナワールド

●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

★

アオキスーパー

女性会だより
後継者育成事業講習会

七夕まつり特別委員会

山口 美重子

3月19日㈫安城商工会議所3階研修室で株式会社カワセ・クリエイティブ・カンパニーず代
表取締役河瀬和幸氏による講演
「後継者育成のための魅力ある仕事づくり」
を聴講しました。
イエローハットに3年間在籍、社長の鍵山杏三郎氏を師と仰ぎ、販売、販売企画のコンサ
ルタントをされました。その後、独立されて全国で店舗訪問を行い、独自の販売技術を編
み出されました。
名古屋地区では高島屋内東急ハンズでせっけんの実践販売の時の話をされ、
「積み上げ
たせっけんの前を通るお客様は目を合わせて呼び込むことが一番大切です。客が楽しむ
対話をするには自分が楽しくなければならない。それは自分の仕事が好き、面白いと思えること。仕事相手がカレーを頼むと
自分もカレーを頼む。同じ物を食べれば食事の速度が同じで仕事の話がしやすい。」など色々な話にとても勉強になりました。
仕事は楽しくやる！販売は技術だ！仕事は工夫だ！ポジティブに前進したいと思います。

EXPO ANJO2019
3月16日㈯・17日㈰に安城商工会議所創立
65周年記念事業「EXPO ANJO 2019」が開催
され、女性会では抹茶・茶菓子の提供及び警
察・消防・自衛隊ブースのお手伝いをしました。

フラ部活動

報告

・2月14日㈬

編集後記

デイサービス南の風

お 知 らせ
定時総会

4月16日㈫ 10時00分〜
ホテルグランドティアラ安城

総務・広報委員長

杉山 京子

やわらかな春風に心華やぐ季節となり、平成30年度総務広報委員会による女性会だより
も最終号を迎えることとなりました。原稿依頼に心良く寄稿して下さった皆様に心より感謝
申し上げます。
そして、今年度も1年間女性会だよりをお読み頂き、ありがとうございました。
今後も女性会だよりを通して活動をお伝えしていきたいと思っておりますので、
ご協力
宜しくお願い致します。

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〜
「お金稼ぐ？」は詐欺の疑い！

断ろう！お金の受取・引き下ろし

近年、少年が特殊詐欺の現金受取役に使われ、逮捕される事案が発生しています。
「現金の受取だけで簡単に稼げる」などの高額アルバイトの誘いに乗ると、重大な犯罪に加担するおそれがあります
ので、ご注意ください。
●小遣い以上にお金を持っていないか、高額な所持品を持っていないか
●スーツ姿で出掛けないか
●子どものアルバイト先を把握しているか等
上記のような内容に家庭や地域で注意して、少年を犯罪に加担させないよう見守りましょう。
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あんじょう商工会議所

2019年度安城商工会議所
青年部 会長

有限会社 総合管理24
平成20年度入会

田中直樹

専務理事

昭和49年７月21日生 44歳

安城商工会議所青年部委員長、副会長、

愛知県青年部連合会委員長

歴任

2019年度安城商工会議所青年部スローガン『安城愛〜その未来に情熱を傾けよう！〜』

トーク

元気ノ助のメールで投句

イッポさん︵ 才・今本町︶

背伸びせず 地に足着けて 一歩ずつ

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

安城商工会議所青年部が発足して今年度で23年目を迎えました。諸先輩方が地域との信頼を築き上げてこられ、
その歴史と功
績を受け継いできた総勢75名ものメンバーと一緒にスタートを切ることは非常に身の引き締まる思いです。
これから私達はさらに
時代に合った変革と創造を見据えて、
ひとづくり、
まちづくりに対し情熱を傾ける義務と責任があると考えています。
平成20年度に入会し、
愛知県連の委員長また単会の委員長、
副会長、
専務理事を経験したことでさまざまな人とのつながりや事
業を行った達成感を得る事ができました。
安城商工会議所青年部の会則第1条に
「本会は若手経営者及び次代を担う若手後継者、
幹部社員をもって、
組織し事業経営者と
しての研鑽を積み、
経営者としての人格教養、
経営能力の向上により企業の発展をはかり、
あわせて商工会議所活動の一翼を担い、
地域社会の繁栄、
文化の発展に貢献することを目的とする」
とあります。
まさに私はここ安城商工会議所青年部で得た事を社業に
活かし向上できたからこそ今があると確信しています。
そして商工会議所活動の一翼を担ってひとづくり、
まちづくりをすることで地域貢献していきたいと考えています。第1に安城商工
会議所青年部で自らを高め、
第2にそれを社業に活かし発展させ、
第3に安城商工会議所青年部活動を通じ地域の発展に貢献する。
この3つをゴールデンサイクルとし、
愛する安城をより活気付けましょう。
今年度のスローガンを
「安城愛」
〜その未来に情熱を傾けよう！〜としました。
１．
ひとづくりに
「愛」
を注ぎます。
安城商工会議所青年部メンバー75名の内9名が女性メンバーです。
今年度はその9名の内5名に役員になっていただけるよう
声をかけさせていただきました。
社会、
企業など でも女性ならではの観点や表現が効果を生み円滑に事をすすめたり、
経済
を動かしたりと活躍がクローズアップされています。
青年部もしかり委員長、
副会長、
専務など重要なポジションを女性にも担っ
ていただき会を積極的に動かしていきます。
そして各委員会のチームワークを良くすることが重要です。
そこでも
「愛」
がキー
ワードと考えています。
委員長の為また委員会みんなの為と思うことは
「愛」
があるから思えるのです。褒める愛もあれば、
しか
る愛もあります。
各委員会がその愛を持って切磋琢磨し、
取り組んでもらえるように考えています。
さらに各委員会においては、
愛を持って例会事業を考えていただきたい。
青年部メンバーは例会事業の為、
仕事の時間また家族の時間やプライベートの時
間を調整し例会事業に参加しています。
お互いその愛に応えるべく委員会は事業の企画運営をし、
委員においては楽しんで参
加をしていただきたい。
２．
会員拡大に
「愛」
を注ぎます。
ここ数年で20 名近いメンバーが新たに仲間となりました。
青年部は卒業がありますので新たな仲間を増やす事が大変重要で
す。会員数の増加は現メンバーのモチベーションにもつながります。5年後さらに10年後と未来を見据え会員拡大に更なる情
熱を傾けます。
３．
まちづくりに
「愛」
を注ぎます。
皆さんは安城が好きでしょうか。私は大好きです。
安城で生まれ、
安城で育ちそして安城で起業をさせて頂き、
安城で沢山の人
と出会い、
仲間が出来ました。私が育ったこの安城は今や74,000世帯となり18万人もの人口は今まだ増え続けています。
一昨
年6月には中心市街地拠点施設
「アンフォーレ」
が完成し人の流れが変わりました。
またその周り区画整理事業が行われること
によって28街区整備地区には新たに人口の増加が見込まれる
予想です。
このように変わりつつある安城に私たちもその未来に
身をあずけるのではなく一緒に関わりその変化に情熱を傾けま
す。
一緒に関わりその変化に情熱を傾けます。
スローガンに基づきこの安城愛を実行し情熱を傾けます。皆
様、
１年間宜しくお願いいたします。
安城商工会議所青年部はともに成長する仲間を募集していま
36
す！お問合せはこちらまで！
！
安城市桜町16-1 TEL0566-76-5175
安城商工会議所青年部 担当：鈴木
あんじょう商工会議所
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「がんばるチョコレート工房『ショコラボ』」
神奈川県横浜市の新横浜駅から横浜市営地下鉄ブルーラインに乗車し、10分ほど走った「センター南駅」近くのオ
フィスビルの１階に、一般社団法人ＡＯＨが運営する「ショコラボ」という名の工房がある。
ここは、障がい者の就労継続支援Ｂ型の就労移行支援施設(一般型)(※)で、2012年11月に障がい者が働く全国初の
チョコレート専門工房としてスタートしている。
この工房で就労している障がい者は、精神障がい者や知的障がい者、さらには重複障がい者など約30人。また彼ら
彼女らの就労や生活支援のためのスタッフは、正規・非正規を含めて18人だ。
現代表(理事)は創業者でもある伊藤紀幸氏で、創業のきっかけとなったのは、伊藤さんのお子さんに障がいがあった
からだった。もともと大手銀行のエリート行員であった伊藤さんは、子どもの親亡き後を案じ、仲間の支援を得て工房を
夫人とスタートしたのである。
障がい者就労継続支援施設で働く障がい者の月給(工賃)は、全国平均で１万5000円程度(１日700円程度)ということ
もあり、なんとしても、付加価値の高い商品を製造販売し、障がい者の将来の生活を安定させねば……と、チョコレート
に注目したのである。
そして販売も、メーカーや流通の下請け型では利幅が薄くなると考え、ネット通販や有名百貨店、ホテルなどの小売店
へ直接販売する方式とした。伊藤さんらの苦労と努力と賛同したチョコレートづくりのプロの支援もあり、創業以来、今
日までほぼ一貫して雇用も業績も伸ばしている。また働く障がい者の月給(工賃)も、業界の倍の３万1000円という。
先日、久方ぶりにチョコレート工房と配送センターを訪問させていただいたが、皆、自信に満ち満ちた顔で黙々とチョ
コレートをつくっていた。伊藤さんから「皆に一言……」といわれたので、筆者は「いつもおいしいチョコレートをつくって
くれてありがとう。これからも、ほっぺたが落ちるほどおいしい、すてきなチョコレートをつくり続けてください」と、お
礼を言った。
余談ではあるが、その折に一人の女性社員を紹介された。その女性社員は、東京工業大学の博士課程を修了し博士号
を持った方で、ショコラボの存在と活動を知り著名な大手企業を退職し、同法人に入社したという。こうした若い社員の
行動を見ると、今や企業の「物的価値」などではなく、真の「社会的価値」を若い人々は求めているといえるだろう。
※就労継続支援Ｂ型施設とは、障がいや難病のある方のうち、年齢や体力などの理由から、企業などで雇用契約を結んで働
くことが困難な方が、軽作業などの就労訓練を行うことができる福祉サービス。障害者総合支援法に基づく福祉サービスの
一つで、比較的簡単な作業を短時間から行うことが可能で、年齢制限はなく、障がいや体調に合わせて自分のペースで働くこ
とができ、就労に関する能力の向上が期待できる。事業所と雇用契約を結ばないため賃金ではなく、生産物に対する成果報
酬の「工賃」が支払われる。

人を大切にする経営学会
会長

坂本

光司

編集後記
桜が咲き誇り、新生活が始まっている方も多いのではないでしょうか。元号も平成があと
1ヵ月で終わり、新元号を迎え、何か新しいことをスタートさせるのにふさわしい季節です。
私ごとですが、新元号を迎えるあたり、新しく始めたいことがあります。それは、身体
造りです。昨今、話題となっている企業の健康経営ですが、当所も健康宣言を行い、健
康経営へ少しずつ取り組みを進めています。その取り組みの中に、週1回、30分以上の運
動を推奨する内容があります。そのため、定期的にスポーツジムに通い、筋力トレーニン
グを重ね、いずれはお笑い芸人のオードリー春日さんのような肉体美を手に入れたいと
思っています。
皆さんもこの機会に何か新しいこと始めてみてはいかがでしょうか。
（柴田（裕））
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あんじょう商工会議所

本誌に関する問い合わせ先

安城商工会議所
〒446-8512 愛知県安城市桜町16番地1

TEL：0566-76-5175
FAX：0566-76-4322
E-mail：info@anjo-cci.or.jp
URL：https://anjo-cci.or.jp/

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。
あんじょう商工会議所

− 15−

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︶

4

第
号

788

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

