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消費税軽減税率制度対策
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安城市内景況調査

〜時局講演会〜

「どうなる日本！今後の日本経済を読む」
と

き

2019年６月14日㈮14時00分〜15時30分

講

師

経済ジャーナリスト

ところ

安城商工会議所 ５階 大会議室

須田

慎一郎

※詳しくは、今月号の折込チラシをご覧ください。
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10:00〜12:00

16日㈭ 法律相談

13:00〜16:00

21日㈫ 税務相談（記帳継続指導）

13:00〜16:00

22日㈬ 新任・初級中堅 マネジメント力アップセミナー ９:30〜16:30
24日㈮ 金融相談（愛知県信用保証協会）

13:00〜16:00

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

コラム
編集後記

今月号の表紙

８日㈬ 金融相談（日本政策金融公庫）

株式会社イノアックコーポレーション

長年のウレタン開発技術が凝縮された新製品が誕生！
表紙の写真は、㈱イノアックコーポレーションが1959年から販売を始めたウレタンフォー
ム「カラーフォーム」を使用したマットレスです。今年で販売60周年を迎えた記念として、新た
に「エアロフロープライドマットレス」「エアロフローファセットプレミアム敷ふとん」などの
新製品の販売を４月から始めました。エアロフローシリーズは、人肌のようにやわらかく、し
なやかな触り心地の人肌ウレタンフォームと高反発なウレタンフォームを混合しているため、
寝返りがしやすく快適な睡眠を可能にしました。
そのため、
「睡眠の質が悪い」
「疲れが取れない」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ一
度、エアロフローシリーズを使用してみてはいかがでしょうか。
【お問合せ】株式会社イノアックコーポレーション安城事業所
所在地：今池町3-1-36

TEL：98-2947

エアロフロープライドマットレス

あんじょう商工会議所

− ３−

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

「有限会社 伊吹保険サービス」
健康経営優良法人2019
（中小規模法人部門）
に認定
〜社員が元気よく長く働き続けられる職場の創出〜
有限会社伊吹保険サービスは、
社員５名の保険代理店で、
東京海上グループの損
害保険、
生命保険を取り扱っている会社です。仕事柄、
日頃からお客様の病気のお
話はよく耳にしますし、
相談に乗ることも多いのですが、
自分たちが病気になってし
まったらお客様をお守りすることができず本末転倒になってしまいます。
また、
社員が少ないと１名欠けることの影響は大きく、
業務に支障が出てしまいます。
そんな中で、
東京海上グループが健康経営銘柄に３年連続で認定されていること
を知り、
私達も取り組んでみることにしました。
主な改善点は、
次の通りです。

伊吹ヱり子 代表取締役

主な取組内容

実施した結果、昨年はインフルエンザ等で休ん
１．
定期健康診断の１００％受診。
だ社員は１名もおらず、定期健康診断の結果も改
２．
毎週水曜日をノー残業デーとする。
善しております。
３．
毎朝のラジオ体操の実施。
今後は、健康経営優良法人を採用時にアピール
４．
昼食を雑穀米で化学調味料不使用のお弁当に変更。
するとともに、営業活動にも活用していきたいと思
５．
アルコール消毒液の設置。
います。

有限会社伊吹保険サービス : 安城市今本町2丁目7番15号

マネジメント力アップセミナー
本セミナーは、
リーダー、
主任、
係長、
課長などを対象
に、
管理者としての基礎知識や部下育成等のマネジメ
ントについて学べる機会ですので、
ぜひご受講ください。
時 令和元年5月22日㈬

9時30分〜16時30分

場 安城商工会議所 3階 研修室

講 株式会社ネクストステージビジネスコンサルティング

代表取締役

鈴木 昂司 氏

￥ 安城商工会議所会員：1名 3,240円（昼食代・消費税込）

一般（上記以外）
：1名 6,480円（昼食代・消費税込）

小規模事業者持続化補助金の
公募が開始！
販路開拓（新たな顧客層獲得に向けたチラシ、ホー
ムページ、展示会出展、店舗改装など）に取り組む費用
に対し補助する「小規模事業者持続化補助金」の公募
が開始されました。
【小規模事業者持続化補助金の概要】
補助率：2/3 補助上限額：原則50万円
公募締切：6月初旬頃（予定）
詳細は、安城商工会議所（TEL:76-5175）または
30年度補正予算持続化補助金
HP（https://h30.jizokukahojokin.info/）まで。

令和元年（平成31年）度全期・前期分

安城商工会議所会費について
安城商工会議所の令和元年（平成31年）度全期・前期
分会費につきまして、下記のとおりご請求させていた
だきますので、
よろしくお願いいたします。

クールビズにご協力ください！

【納付書の事業所】
5月20日㈪までにお振込みいただくか、もしくは、当
所窓口にてお支払ください。

当所では、クールビズ運動を５月１日㈬より実施
いたします。
ご来所いただいた際、職員は軽装での対応となり
ますので、ご理解いただきますよう、ご案内申し上
げます。

【口座振替の事業所】
5月20日㈪に指定口座より振替させていただきます。
− ４−

あんじょう商工会議所

会員増強＆共済制度加入促進
キャンペーン実施中！
当所では、会員増強＆共済制度加入促進キャンペー
ンを実施しています。
下記期間中は、当所職員ならびにアクサ生命保険株
式会社の推進員がお伺いさせていただき、福利厚生充
実のための制度
「たなばた共済」
についてご説明いたし
ますので、
お時間を賜りますよう、
お願いいたします。
また、期間中に当所へご入会いただいた事業所にＱ
ＵＯカード（500円分）を差し上げます。最近ご商売を
始めた方やまだ商工会議所に入会されていない方を
ご存知でしたらぜひご紹介ください。
【実施期間】４月22日㈪）〜６月28日㈮

受賞おめでとう!!
【創意工夫功労者賞 受賞者】
平成31年度創意工夫功労者賞の受賞者が決定し、４
月19日㈮に愛知県技術開発交流センターにて表彰式
が開催されました。
当所推薦からは３事業所５名の方々が受賞されました。
【受賞者一覧（当所推薦）】
＜順不同、敬称略＞
・アイシン辰栄株式会社 榊原知広
・アンデン株式会社
牧友由樹
・株式会社デンソー
工藤和文、
生田直久、
犬飼正雄

〜第66回安城七夕まつり〜天の川テラス ステージ出演者募集！
安城商工会議所青年部および女性会では、安城七
夕まつり期間中、碧海信用金庫本店駐車場に設営す
るステージの出演者を募集します。

申し込み時間枠 8月2日（金） 8月3日（土） 8月4日（日）

①
②
③
④

10：00〜12：00
13：00〜15：00
16：00〜18：00
18：00〜20：00

⑤
⑥
⑦
⑧

⑨
⑩
⑪
⑫

▶

●ステージの広さは、およそ縦3 6m×横7 2ｍです。
●出演者控え室兼着替えスペースあります！
●備品関係
コード式マイク3本、ワイヤレスマイク2本、
マイクスタンド5本、スピーカー２個、CDアンプ
●安城商工会議所青年部
Facebook
https://ja-jp.facebook.com/anjoyeg/
ホームページ ▶ http://anjo-yeg.jp/

東海税理士会
刈谷支部 安城部会

TEL 77-3636

●各団体とも出演時間は左記時間帯の中の30分です。
（準備・片付け含む）
申込みに際しては、①〜⑫の2時間ごとの枠と希望の
時間帯を第１〜第３希望まで書いてお申込みください。
各番号にそれぞれ４団体が入ります。実際の出演時間
は、締め切り後に事務局で決定し、申込者に連絡させ
ていただきます。
●時間枠と時間帯の記入方法
①−A 10:00〜10:30 ①−B 10:30〜11:00
①−C 11:00〜11:30 ①−D 11:30〜12:00
ご希望があればＡ〜Ｄの時間帯もご指定ください。
※尚、出演者の混雑状況やステージ運営の都合上、ご希望の
時間に沿えない場合もありますので予めご了承ください。

【申込方法】
グループ名・演目・内容・代表者氏名・連絡先（住所および
昼間連絡のつく電話番号、メールアドレス、FAX番号）
・第
1〜第3希望（①〜⑫）を明記し、FAX（0566-76-4322）
にて安城商工会議所へお申込みください。
【申込締切】 令和元年5月31日㈮必着

『令和元年度無料税務相談』

（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
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㈬

10月２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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特集
1

消費税軽減税率制度対策

消費税軽減税率制度の対象品目についてご存知ですか？

軽減税率(複数税率)とは、2019年10月より10％に引き上げられる消費税が、一定の商品・サービス(食料品や新聞等)
については軽減税率制度により8％になることを指します。
ただし、全ての食料品等が軽減税率の対象となるわけではなく、酒類や外食が対象外になるなど注意が必要になります。
そのため、今回は軽減税率の対象品目についてご紹介いたします。

①軽減税率の対象
軽減税率の対象となるのは、｢酒類・外食を除く飲食料品｣と｢週２回以上発行で定期購読される新聞｣になります。

8%

軽減税率対象

標準税率対象

食料品

外食

酒類

10%

ビール

野菜

新聞

パン
ワイン

弁当

レストラン等での
食事

魚

その他

飲料

テイクアウト・
持ち帰り・宅配等は
軽減税率

精米

医薬品・
医薬部外品等

水道水

②外食の定義
外食の定義は、｢飲食店等を営む者が、テーブル、椅子、カウンター、その他の飲食に用いられる設備のある場所
において、飲食料品を飲食させる役務の提供｣を満たすものが外食となります。

8%

10%

●牛丼、ハンバーガー店等のテイクアウト

●外食

●ピザのデリバリー

●牛丼、ハンバーガー、そば、ピザ店等での店内飲食

●そば屋の出前

●フードコートでの飲食

●寿司屋での持ち帰り

●寿司屋での店内飲食

●屋台の軽食（テーブル・椅子等の飲食設備無し）

●ケータリング・出張料理等

●コンビニ等の弁当・惣菜

●コンビニ等のイートインコーナーでの

返却口

(イートインコーナーのある場合でも持ち帰りとし

飲食を前提に提供される飲食料品

て販売される場合は対象)

(トレイに載せて席まで運ばれる、返却の必要があ
る食器に盛られた食品等)

− ６−

あんじょう商工会議所

③飲食料品の送料について
飲食料品の譲渡に要する送料は、軽減税率の適用対象とはなりません。なお、｢送料込み商品｣の販売など、別途
送料を求めない場合、その商品が｢飲食料品｣に該当するのであれば、軽減税率の適用対象となります。

例
みかん10,000円(送料込)を郵送

例
みかん9,000円、
送料1,000円を郵送

例

机10,000円(送料込)を郵送

食品なので

食品なので

食品ではないので

10,000円(代金・送料)

9,000円(代金)＋720円(消費税8％)
1,000円(送料)＋100円(消費税10％)
＝10,820円

10,000円(代金・送料)

＋800円(消費税8％)
＝10,800円

＋1,000円(消費税10％)
＝11,000円

④販売で必要な食品以外の物に対する税率
●保冷剤
ケーキや冷凍食品などを購入する場合に保冷剤を付けてくれることがありますが、保冷剤は飲食料品には該当
しないため、軽減税率の対象外です。ただ、食品を提供するために必要なものは食品と合わせて一つのものとし
て扱いますので、保冷剤が食品の価格の中に含まれている場合は保冷剤も含めて軽減税率の対象となります。店
側が保冷剤を別売りで販売している場合は、保冷材は軽減税率の対象外となります。
●食品容器や包装材料等
商品を包んでいる包装材料は、条件によって下記の３パターンに分かれます。
①飲食料品と合わせて軽減税率を適用する

⇒

例：缶・ペットボトル飲料等

飲料は液体のまま販売できませんので、缶やペットボトルに入れて販売しますが、この場合、飲料が入ってい
る缶やペットボトルは販売に必要不可欠であるため、飲食料品の一部として扱われ軽減税率が適用されます。
②飲食料品とは別に標準税率を適用する

⇒

例：贈答用菓子の包装等

包装材料に別料金を定めている場合には、菓子は軽減税率の対象となりますが、包装材料は軽減税率の対象外
となります。
③一体資産として判定する⇒

例：陶磁器等に入った弁当、専用の容器に入れた焼き菓子の提供等

飲食料品の提供に必要不可欠な容器として認められるため、飲食料品と一体の資産として扱われ軽減税率が適
用されます。
ただし、一体資産として扱われるには、次の2つの条件を満たす必要があります。
・一体資産の総額が税抜価格で1万円以下であること
・一体資産の価額のうち、飲食料品の価格が占める割合が2/3以上であること
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。
あんじょう商工会議所
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安城市内景況調査結果 （2019年1〜3月期）

特集
2

＜ 全産業において雇用人員の不足が続く見通しである ＞

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

2019年1〜3月期

102企業

前年同期比 前年同期比
（前 回） （今 回）

(1)前年同期(2018年1〜3月)と比べた今期の状況
(2)今期と比べた来期(2019年4〜6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

24

19

24

24

構成比

23.5%

18.6%

23.5%

23.5%

計
102

11

10.9% 100.0%

業況判断

7.7

3.8

△5.8

売上高

9.6

2.9

△5.9

売上単価

△4.8

△4.9

△9.9

資金繰り

△1.9

△6.9

△4.9

△1.0

△3.0

△2.9

△2.9

△12.8

△11.7

0
借入難度
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、3.8ポイント
となった。業況判断の前回実績(7.7)と比較すると3.9ポイントの下降であった。 収益状況 △3.0
一部業種において収益状況に緩やかな上昇が見受けられるが、全業種におい
雇用人員 △17.5
て雇用人員の不足が続く見通しである。

凡例▶

30以上

10超える

10〜△10

全
製 造 業

産

△10超える

△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

3.8

1.0

15.9

△8.3

19.2

△22.2

売

2.9

8.4

△5.2

0

15.4

△22.2

△4.9

△12.4

△5.2

△4.2

7.8

△22.2

繰 り

△6.9

△16.6

5.3

△12.5

△3.8

0

借 入 難 度

△1.0

△8.3

10.5

△4.2

0

0

収 益 状 況

△2.9

△16.6

10.6

△12.5

7.7

0

雇 用 人 員

△12.8

△8.4

△36.8

△8.3

△3.9

△11.1

業 況 判 断

△5.8

8.3

△15.7

△20.8

△3.9

11.1

売

高

△5.9

△4.2

△5.2

△16.6

△3.9

11.1

売 上 単 価

△9.9

△20.8

0

△16.7

1.0

△11.1

資 金 繰 り

△4.9

△12.6

15.8

△12.5

△11.6

11.1

借 入 難 度

△3.0

△8.3

10.5

△4.2

△7.7

0

収 益 状 況

△2.9

△4.2

5.2

△16.7

△3.9

22.2

雇 用 人 員

△11.7

△8.4

△26.3

△12.5

△3.9

△11.1

上

高

売 上 単 価

資 金
ふくろう

来 期 の 見 通 し

上

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。

− ８−

あんじょう商工会議所

活動報告ダイジェスト
版
新入社員合同入社式・新入社員研修
安城市内の事業所に今年新たに入社される新入社員を対象に、４月２日㈫に新入社員合同入社式、２日㈫・３日
㈬に新入社員研修基本コース、２日㈫に新入社員研修製造コースを開催しました。
合同入社式は、今年度初の開催で新入社員98名が参加し、安城市長及び沓名会頭より祝辞と新入社員代表よ
り抱負をそれぞれ述べられ、終始和やかな雰囲気の中、終了しました。
新入社員研修では、仕事に対する心構えや総合的なビジネスマナーを学ぶ基本コースと製造業に大切な基本
や知識を学ぶ製造コースに分かれて研修を行い、受講生は社会人としての自覚について理解を深めました。

融資実務者懇談会

第66回安城七夕まつり協賛会通常総会

市内事業所の金融支援を円滑に進めていただくこと

第66回安城七夕まつり協賛会通常総会を４月９日㈫

を目的に、安城市内の金融機関各本支店の融資担当
者をお招きし、４月16日㈫に融資実務者懇談会を開催
しました。

に安城市役所にて開催しました。
第65回安城七夕まつり事業報告および決算報告、第
66回安城七夕まつりの開催要綱(案)、事業計画(案)お

当所や日本政策金融公庫、愛知県信用保証協会、安

よび予算(案)について、それぞれ協議され、可決承認さ

城市役所商工課の担当者がそれぞれの融資制度につ

れました。また、第6 6回安城七夕まつりのテーマが

いて紹介いただきました。

『One for all〜七夕をみんなで〜』に決定しました。

“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

− ９−

会員事業 所 訪 問
ホームページにも掲載中

http://anjo-cci.or.jp/

グリコクレープ
甘い香りにそそられる、おいしいクレープいかがですか！
今回ご紹介するのは、移動販売の「グリコクレープ」です。
同店は、クレープ、タピオカドリンクをメインとしたスイーツの移動販売を行っていま
す。安城市内では、住吉町にある「本の王国安城店」駐車場内にて毎週木曜日に営業を
行い、また、市内、市外関わらず様々なイベントやお祭りにも出店しています。
メニューには定番のチョコバナナ生クリームやイチゴ生クリームやシュガーバター、マ
ンゴー生クリームなどスイーツ系のクレープからチーズピザやツナサラダ、ハムサラダな
どのフード系のクレープまで取り揃えています。また、追加トッピングなどお客様のご要
望にお答えして作ってくれたり、クレープのボリュームもあったりと何度でも来店したくな
るお店です。これからの季節はタピオカもオススメ。タピオカはすべて400円でアイス
ティーやカフェラテ、ピーチミルクや抹茶ミルクなど10種類ご用意しています。
移動販売の「グリコクレープ」を見かけたら一度立ち寄ってみてください。また、各種イ
ベントにも出店いたしますので、その際にお電話にてお問合せください。

電

話

080-2214-9627

※移動販売の為、お電話にて
お問い合わせ下さい。

（神谷）

パステルの森
２児の母、３児の母だからこそできる「パステルの森」
今回は、池浦町・安城町にあります「パステルの森」をご紹介します。
パステルの森は2児の母、3児の母の2人で活動しており、ママ目線の商品を開発・販売
しています。子どもの成長の『今、その時』を形や記録に残したいという想いから昨年誕
生したのは「手が汚れない、パステル手形アートキット（3,300円）」。3人家族で約3〜4
回使用できます。手が汚れず、服も汚さないから、ママも子どももストレスフリーで楽し
めるとして人気商品となっており、ホームページから購入できます。インストラクター講
座も行っていますので、体験教室など、各イベントにお呼びしてみては。
また、代表の山﨑さんは「smiley」の代表も務めており、一歩踏み出したいと考えているママ達を集め、子どもが楽しめるイ
ベントを中心に企画・運営しています。タコフェス、ラブママフェスタ、わくわくワーク、毎月第４木曜にアンフォーレで開催し
ているアンフリなど、知っている人も多いのでは。
パステルの森、smileyの情報はホームページから確認できますので、ぜひ一度ご覧ください。
荒神社

所 在 地

安城町拝木37

電

話

090-1816-8168

Ｈ

Ｐ

パステルの森 ⇒ https://pastel-mori.jimdo.com/

安城町清水

smiley ⇒ https://smileymama.jimdo.com/

78

48

（柴田）

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

拝木

●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

知立神社

★
明法寺

安城明法寺遊園

女性会だより
平成31年度

会長就任挨拶

会長

稲垣 美保子

新緑の季節となりました。
会員の皆様には日頃から女性会活動にご理解と御協力を賜り厚く

御礼申し上げます。

大役を仰せつかり、
昨年に引き続き二年目を４月よりスタートさせていただきました。スロー

ガンは昨年と同様「一期一会〜出会いに感謝し、魅力ある女性会づくりを〜」
と致しまして、連

携・交流をより一層深めて参りたいと考えております。
また、
皆様が益々輝けますよう、
出会いを

通した新たな発見から自己啓発に繋げられる機会や事業等を大切にし、
活動を進めて参ります。
今年度は元号が
「令和」
に変わり、
更なる飛躍が出来るよう全女性会員が一丸となり、
精進す

る所存でございます。
どうぞ引き続きのご指導、
ご協力を賜りますようお願いを申し上げ挨拶と
させて頂きます。

平成31年度

女性会定時総会

総務・広報委員会 副委員長

伊藤 信子

本年度の定時総会での講演会は昨年とは趣向を変えての落語会となりました。
この地方で活躍されている
「お好味家喜楽

さん」とお弟子さん。落語＝笑点（TV番組）程度の知識しかないまま拝見させていただきました。お弟子さんによる前座の後、
師匠の喜楽さんが登場。
腕の違いを見せつけるテンポの良い語り口はさすがです。
当然のことながら女性ばかりの中、
時折
「毒

舌」
を交えながらの落語は女性会会員の皆さんが声を出して大笑いするほど面白おかしく、
あっという間の時間でした。笑い

は心と体の健康に必要ですね。

お 知 らせ
交通安全キャンペーン

５月16日㈭ 15：00〜 アピタ安城南店
５月20日㈪ 15：00〜 イトーヨーカドー安城店

フラ部活動

報告

・３月25日㈪

▲集合写真

▲お好味家 喜楽氏

・４月17日㈬

安城商工会議所メールマガジン購読者募集中！！

喜多乃郷
小川の里

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→ https://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〜
新入学児童・園児を交通事故から守ろう

新年度を迎え、真新しいランドセルを背に元気な姿で登校する子供の姿を見かけるよ
うになります。
この時期は、不慣れな交通環境で通学・通勤が始まり、交通事故の発生が心配される
時期でもあります。特に新入学児童・園児等は、急な道路への飛び出しなど、予期しづらい
行動をとる場合があります。
そのため、一人一人が交通安全意識を高め、安全運転や安全行動の実践を通じて交通
事故の防止を図りましょう。

− 12−

あんじょう商工会議所

♥
♥

各委員長に聞く！
安城商工会議所青年部には７名の委員長のもと、７つの委員会が存在します。その７名の委員長のうち５名が
今年度初めて委員長の大役を担われました。
年度の初めに、委員長たちにどういった経緯で委員長を受けられるに至ったのかを4人の委員長に聞いてきました。
まず総務委員会、蓑毛裕香委員長（(有)ミノモ計販）です。当初委員長の打診があったときには断られたそうで
す。しかし、大坪久乃専務（㈱大坪冷熱機器）からの、田中直樹会長（(有)総合管理24）が女性の登用に力を入れ
ているからという説得に心を動かされ委員長を受けられました。今はベテランの委員会メンバーに助けられていま 蓑毛裕香委員長
すとおっしゃっておられました。そんな蓑毛委員長は来月５月の通常総会の設営を担当されます。役員会の資料の
完成度の高さに定評のある蓑毛委員長、５月の通常総会が今から楽しみです。
研修委員会、大橋明彦委員長（緑不動産㈱）。自ら手を挙げられた委員長です。これまで交流委員会や研修委
員会の配属経験があるため、経験した委員会で委員長をやりたいという思いから打診が来る前に積極的に行動さ
れました。そんな大橋委員長が掲げられた委員会スローガンは、未知なる体験にチャレンジ！けして経験してきた
ことを踏襲するのではなく果敢に新しいことにチャレンジしていきたいとの熱い思いをお聞かせいただきました。６
月の例会の議案が役員会で協議されておりましたが、かなり楽しそうでしたよ。今から楽しみです。
大橋明彦委員長
交流委員会は早川展代委員長（(有)早川工業）です。この方、実は４月に例会をひとつ終えております。終始ニコ
ニコしておられました。ひとつ終わると楽だよー、って何回も言っておられました。早川委員長も大坪専務からの
打診に応じられたタイプ。年度初め最初の例会担当でしたからプレッシャーも人一倍であったはず。お疲れ様でし
た。次は１１月ですね。
松井拓磨委員長（クリエイトデザイン㈱）は渉外委員会です。聞いて驚いたのですがこの方、入会して５年目の
割とベテラン。今まで委員長をやっておられなかったのが不思議なくらいです。委員長を受けられた動機も、５年
も経験しているからそろそろ委員長でもやりたいなと思っていた矢先に打診があったとのこと。委員会メンバーに 早川展代委員長
委員長経験者が多いので大変助かるとおっしゃっておられました。しかし、その分委員会運営の舵取りを目下勉強
しておられるそうです。
皆様からお話をお聞きしますと、やはり一通りやってみないと把握できなくて・・という声がよく聞かれました。
約１名お気楽な方が見えましたが。１年で２回例会の担当がありますので２回目の例会のためにも研鑽に努めてま
いりましょう！ 委員会に属する委員長経験者をはじめ委員会メンバーからのサポートも期待しております。
七夕まつり特別委員会、元気フェスタ特別委員会、両委員長の熱すぎる思いはまた別コーナーで。
松井拓磨委員長
広報委員長 近藤 実

４月例会〜花見交流会〜

トーク

元気ノ助のメールで投句

チャリ子さん︵ 才・今本町︶

16

下校道 溜まったガスを プップップッ

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

さる４月４日、安城公園にて４月例会が開催されました。前日まで続いた花冷えがうそのような暖かい気温の中、満開の桜の下で花
見交流会を楽しみました。
安城商工会議所女性会の皆さんや安城商工会議所職員の方にもお越しいただきまして一緒にアトラクションを楽しみました。委員
会対抗各種アトラクションは今年度共に活動する委員会メンバー
との交流を深めるのにこれ以上ない盛り上がりを見せました。
早川委員長、交流委員会の皆様お疲れ様でした。女性会の皆様、
会議所職員の皆様、ありがとうございました。

ー５月 通常総会ー
きたる５月２３日、鯛常分店にて通常総会が開催されます。
来賓をお迎えして平成30年度の事業報告、
決算報告を審議します。
あんじょう商工会議所

− 13−

頑張る社会福祉法人『スマイリング・パーク』
宮崎県都城市に「スマイリング・パーク」という名の社会福祉法人がある。ＪＲ宮崎駅から電車で40分ほど
の都城駅で下車し、そこから車で20分ほど走った、のどかな田園風景の広がる地域にある。
同法人の主事業は、大きく三つある。一つ目は、幼保連携型認定こども園の運営などの子育て支援事業。
二つ目は、障がい者の就労移行や生活訓練などの障がい者福祉事業。そして三つ目は、特別養護老人ホーム
や居宅介護支援事業所の運営などの高齢者福祉事業。
設立は、今からちょうど50年前の1969年と比較的古いが、同法人が関係者から注目され、高い評価を受け
るようになったのは、現理事長である山田一久氏が施設長に推挙された８年前からである。
正直、その前までは、心地よい風どころか、冷たい風が吹き荒れているような職場であり、ここで取り上げ
るような職場ではなかったが、山田氏の苦労と努力で、今日の繁栄をもぎ取ったのである。
山田氏は、元々は東京の大手企業でエンジニアとして活躍していた人であったが、両親の強い要請もあり、
故郷である都城市にＵターンした。縁あって同法人に入社した、創業家とは縁もゆかりもない中途入社の職
員の一人だった。
前職時代に培った組織運営力やその実行力、さらには仕事に対する使命感や正義感は、入社当時より抜き
んでて高く、瞬く間に組織のメンバーの信頼を高めていった。
しかしながら、仲間からの期待とは逆に、当時の多くの役員からは出るくいは打たれるではないが、疎んじ
られ冷遇される日々を送った。だが、山田氏はそんなことにはめげず、日々良いサービスを求める高齢者や
障がい者など、顧客のために頑張る仲間と共に身を粉にし、仕事に取り組んだのである。
こうした苦労と努力が報われ、役員も次第に山田氏の言動を支持していくようになっていった。ついには、
多くの役 員から推挙され８年前に施 設 長に、そして４年前には同法 人のトップ である理事長に就任したの
だった。ちなみに、山田氏が 施設長になった時の職員 数は5 0人程 度で、その後年々増員が続き、現在では
250人にまで増え、成長発展を遂げている。さらに、それまで職員の離職率は10％をはるかに超えていたが、
今や３％以下になり、残業時間も社会福祉法人としては珍しい実質ゼロ時間である。
こうした企業の存在を知ると、問題の所在は社員ではなく、経営者といわざるを得ない。
人を大切にする経営学会
会長

坂本

光司

編集後記
当所では、今年初めて、市内の事業所に今春入社される新入社員を集めた合同入社式
を開催しました。多くの初々しい新入社員に参加していただき、和やかな雰囲気の中終

本誌に関する問い合わせ先

了しました。私が新入社員だった営業職の時、とにかくがむしゃらに仕事を行っていまし

安城商工会議所

た。その時に上司によく注意されたのが、考えなしに仕事をするな。仕事のベクトル（進

〒446-8512 愛知県安城市桜町16番地1

んでいる方向）と結果（ゴール）があっているか。そして目的をもって業務をするようにと

TEL：0566-76-5175

よく注意をされました。

FAX：0566-76-4322

4月から今年度がスタートし、新しく担当させていただく業務もあります。これからも
初心を忘れずに毎日の業務を行っていきたいと思います。
（神谷）
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E-mail：info@anjo-cci.or.jp
URL：https://anjo-cci.or.jp/
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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
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「健康で元気をつくる東祥」 ホリデイスポーツクラブ

第
号

789

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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