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特集１

第66回安城七夕まつり
安城七夕親善大使決まる!!

スマートフォンのガラスコーティング「ハイパーラップ」
〜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、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

4.5

商工会議所からのお知らせ

サンテ鍼灸院
所在地

三河安城本町1-1-1
にしきみビル 1F

電

話

87-8796

株式会社縁filrouge

キャッシュレス決済の活用

所在地 古井町大久後28-10

受賞おめでとう

電

話

91-5390

安城求人ナビ
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9

活動報告

6月

愛知県経営革新計画
作成支援優良団体表彰
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事業所訪問
｢サンテ鍼灸院」
｢株式会社縁filrouge」
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情報ファイル
新入会員のお知らせ

４日㈫ 採用力向上セミナー

13:15〜14:45

４日㈫ 高校進路指導担当者との情報交換会

15:00〜17:00

６日㈭ キャッシュレス決済 入門セミナー

14:00〜16:30

11日㈫ タニタの健康セミナー

14:00〜15:30

12日㈬ 金融相談（日本政策金融公庫）

10:00〜12:00

14日㈮ 時局講演会

14:00〜15:30

12

女性会だより

20日㈭ 法律相談

13:00〜16:00

13

青年部ネット

24日㈪ キャッシュレス決済 体験セミナー

14:00〜17:00

14

コラム

28日㈮ 金融相談（愛知県信用保証協会）

13:00〜16:00

編集後記

今月号の表紙

Mado de re:HOME（株式会社エムユー）

いま話題のガラスdeコーティングの「ハイパーラップ」でスマホ画面の保護
表紙の写真は、Mado de re:HOME（㈱エムユー）が昨年からサービスを始めたスマー
トフォンのガラスコーティングサービス「ハイパーラップ」（片面4,000円〜）です。
ガラスコーティングは、スマートフォンの画面だけではなく背面も同様にコーティン
グができるため、両面を落下等の様々な衝撃から守ることが可能です。また、従来から
のフィルムタイプの画面保護シール等のように剥がれたりしないため、一度施術を行え
ば壊れるまで半永久的に効果が持続します。そのため、フィルムを交換する煩わしさな
どがありません。コーティングの強度は、鉛筆硬度９Hに相当し、強度が高く、汚れや
傷も付き辛くなります。
自身の大切なスマートフォンをMado de re:HOMEのガラスコーティングで守りませんか。
【お問合せ】Mado de re:HOME（株式会社エムユー）
所在地：安城市昭和町15-1

TEL：71-1588
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

消費税対策にも有効なキャッシュレス決済の活用
現在、本格的に始動しつつある「キャッシュレス・消費者還元事業」の補助制度活用にあたり、中小企業・小規模
事業者（以下「中小小売店等」という。）の本制度への参加申請に向けたステップや確認すべき事項、今後のスケ
ジュール等について解説します。
制度開始までのスケジュール（予定）

＜ポイント還元制度の現状＞
・中小企業・小規模事業者の登録要領発表、説明会等の開始
決済事業者は、２つに分類されます。
4月中〜下旬
・仮登録決済事業者及び各決済事業者が提供するプランの
一つは、キャッシュレス発行事業者であ
公表
り、消費者に対してキャッシュレス決済手
各地で中小企業・小規模事業者向け説明会を開催
段を提供する事業者（Ａ型決済事業者）の
ことを言います。もう一つは、中小小売店
・中小企業・小規模事業者の登録開始（決済事業者経由）
5月中旬
等に対して必要に応じてキャッシュレス決
補助事業事務局、各決済事業者にてコールセンターを設置
済手段を提供する事業者（Ｂ型決済事業
決済事業者によるハンズオン支援開始（端末の設置受付開始）
者）のことを言います。中小小売店等は、こ
のＢ型決済事業者を通じて本制度に参加
・参加店舗（中小企業・小規模事業者）の公表（第一弾）
7月中旬
申請し、補助金事務局に登録を行います。
登録店舗（消費者還元対象店舗）の周知広報を本格化
店舗等に対する決済端末導入補助や手数
（ポスター・ビラ配布、メディアの活用、体験型説明会など）
料補助も、このＢ型決済事業者経由で行
・参加店舗による統一ポスター等の掲示開始
9月
います。
＜中小小売店等の参加申請＞
消費者向け広報の強化（店舗ポスター設置等）
本制度は、新たにキャッシュレス決済手
段を導入する中小小売店等だけでなく、既
・消費者還元開始
10月
に導入済みの中小小売店等も参加可能で
すが、決済事業者に連絡し、手続きを行う
※安城商工会議所の編集責任のもと内容を要約しています。
必要がありますので、ご注意ください。

受賞おめでとう!!
市制67周年安城市発展祭 受賞者

公益社団法人刈谷法人会総会 受賞者

5月12日㈰に安城市民会館サルビアホールにて市制
67周年安城市発展祭が開催されました。その中で、一
般功労者として受賞された方及び特別感謝状被贈呈
者として受賞された企業のご紹介をいたします。

5月24日㈮に刈谷市産業振興センターにて開催され
た「（公社）刈谷法人会総会」にて刈谷税務署長表彰及
び刈谷法人会会長表彰を受賞された方のご紹介をい
たします。

＜一般功労者＞

【産業振興功労】

【産業振興功労】

【更生保護功労】

安城印刷株式会社
古居 一雄 氏

檜建設株式会社
安藤 毅 氏

愛祥学院
神谷 美砂 氏

＜特別感謝状被贈呈者＞
【地域活性化のため多額の寄付】
株式会社東祥
− ４−

あんじょう商工会議所

＜刈谷税務署長表彰＞＜刈谷法人会会長表彰＞

碧海信用金庫
福田 雅美 氏

株式会社マキタ
後藤 昌彦 氏

株式会社ヒサダ
久田 庸平 氏

新幹線三河安城駅を
利用しましょう

安城求人ナビ

2019年5月7日に「三河地域新幹線駅利用促進期成同
盟会」が発足しました。同会の参与には当所沓名会頭
と豊橋商工会議所の神野会頭が就任され、行政の協力
を得ながら新幹線三河安城駅「ひかり」停車及び豊橋
駅「ひかり」の増便を目指す活動を行っていきます。三
河安城駅に「ひかり」が停車すれば東京までの移動時
間は、約1時間短縮も可能で西三河経済、観光に計り知
れない効果が期待されます。大阪方面へ行くときにも
大変便利になります。
本活動を行うのには、まず乗降客を増やすことが第
一です。是非とも、新幹線三河安城駅に「ひかり」を停
めるために駅を利用しましょう。

当所は、会員事業所様限定の人材募集専用ページ
「安城求人ナビ」で、2019年度の就職情報の掲載を開
始しました。安城求人ナビはパソコンだけではなく、
スマートフォンからのアクセスにも対応しているた
め、いつでも・どこでも・何度でも求人情報を掲載す
ることが可能です。そのため、事業所様の採用のタイ
ミングにあわせたリアルタイムな人材募集活動を行
うことができます。同サイトには直接ウェブ上で検
索いただくか、当所ホームページからアクセス可能
です。
掲載企業を随時募集していますので、人材募集に
お悩みの事業所様はぜひ、お問合せください。

【URL】https://anjo-cci.or.jp/navi.php?c=1

タニタの健康セミナー

第2弾 キャッシュレス決済
体験セミナー

〜500kcalのまんぷく食堂のコツと運動の基本〜

健康経営を促進するため、体脂肪計などで有名な健
康総合企業タニタが手がけるタニタ食堂のおいしくて
まんぷくになりながら、健康を保つコツを学べるセミ
ナーを開催します。タニタの食事方法や日常の生活で
できる運動、
健康づくりなど、
明日から取り組める内容
が盛りだくさんですので、
この機会にご参加ください。
時 令和元年６月11日㈫

14時00分〜15時30分

￥ 無料

定 100名

TEL 77-3636

時 令和元年６月24日㈪

3階研修室
内【セミナー】

14時00分〜17時00分

14時05分 〜 15時40分 各事業所から15分程度
【体験会】
4階中会議室、
小会議室
14時00分 〜 17時00分
￥ 無料

場 安城商工会議所 3階 研修室

東海税理士会
刈谷支部 安城部会

本セミナーは、
PayPay、
LINEPay、
ORIGAMPay、
楽天
Pay、AirPAYの各事業所からサービスの説明と各事業
所個別の体験会を行います。
キャッシュレス決済の導入
を検討されている方は、
ぜひこの機会にご受講ください。

『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
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㈬

11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）
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

− ５−

経済センサス-基礎調査を実施します！
総務省統計局では、2019年６月から2020年３月にかけて「経済センサス−基礎調査」が全国一斉に行われ
ます。この調査は、全事業所が対象となる調査です。
経済センサス−基礎調査は、我が国のすべての産業分野における事業所の活動状態等の基本的構造を全
国及び地域別に明らかにするとともに、事業所・企業を対象とする各種統計調査の母集団情報を整備するこ
とを目的として実施しています。
調査は、調査員が 市内すべての事業所について外観等により名称・所在地・活動状態等を確認し、新たに
把握した事業所など一部の事業所には調査票を配布することにより行います。
皆様の調査へのご理解・ご回答をよろしくお願いします。
疑問点や不明な点がありましたら、お気軽にお尋ねください。
お問合せ

安城市役所

経営管理課

電話

71-2205（直通）

消費税軽減税率制度対策

軽減税率への対策はお済ですか？
〜軽減税率対策補助金〜
軽減税率制度の対策として、複数税率対応レジの導入や、受発注システムの改修などを行う際には、国の
補助金制度（軽減税率対策補助金）が利用できます。軽減税率対策補助金とは、消費税軽減税率制度（複
数税率）への対応が必要となる中小企業・小規模事業者等の方々が、複数税率対応レジの導入や、受発注シ
ステムの改修などの経費の一部を補助する制度です。まだ、軽減税率への対策等をされていない事業所は、
お早めに対策をお願いいたします。
Ａ型】複数税率対応レジの導入等支援

Ｂ型】受発注システムの改修等支援

要

複数税率に対応するレジの新規導入や、既存レジの
複数税率対応のための改修を支援

電子的な受発注システム（EDI/EOS等）を利用する
事業者が、複数税率に対応するために必要となる機
能の改修・入替を支援

補 助 率

原則2／3
※導入費用が3万円未満の機器を1台のみ購入する
場合3／4
※タブレット等の汎用端末は1／2
（周辺機器とのセット購入のみ補助対象）

原則2／3
※補助対象範囲外の機能を含むパッケージ製品等
では1／2

補 助 額
上
限

レジ1台あたり上限20万円
※新たに行う商品マスタの設定や機器設置（運搬費
含む）に費用を要する場合は、さらに1台あたり
20万円まで加算
※複数台数申請等については、1事業者あたりの上
限は200万円

小売事業者等の発注システム：上限1,000万円
卸売事業者等の受注システム：上限150万円
※両方の改修・入替が必要な場合：上限1,000万円

概

お問合せ

− ６−

軽減税率対策補助金事務局 TEL：0570-081-222
詳しくは専用ホームページ（http://www.kzt-hojo.jp）をご覧ください。

あんじょう商工会議所

ガンバル事業所、応援します!!
㈱東祥 安城市民の笑顔のために1000万円寄付！
当所会頭事業所でホリデイスポーツクラブやABホテルなど
を運営している株式会社東祥は、創立40周年を記念して安城
市に1,000万円を寄付しました。
5月７日に安城市役所で贈呈式が行われ、株式会社東祥代

表取締役社長の沓名裕一郎氏が神谷学市長に目録を手渡し
ました。
沓名社長は「時代の変化やニーズに合わせて業種を変えな
がら安城市で歩んできた。市民が笑顔でいられるよう、心から
の健康づくりに役立ててほしい」と話していました。
同社は、1979年に東和建設として創業し、1996年にスポーツ

株式会社東祥

クラブ事業をたちあげ、1999年に現在の株式会社東祥となり、

三河安城町1丁目16-5 TEL／79-3111
URL https://www.to-sho.net/

ホテル事業を始めた。現在、全国にホリデイスポーツクラブ90
店、ABホテル24店のほかに賃貸マンション事業も行っている。

東海地区初のデーティングサービス！
JR安城駅前にあるカフェCODAでは、婚活や恋活などを
通じて大切な方との縁を取り持つサポートを行っています。

今回ご紹介する新たなサービスは、東海地区初となるデー

ティングサービス「名古屋恋活」です。当店は「遊び目的では
ない気軽な出逢い」をテーマとし、デートから始める日常的な
知り合い方を提供しています。登録からデートまでをマッチ
ングアプリの様な気軽さ、低価格と面談式登録で結婚相談

所のような安心安全さの両面を兼ね備えた新たな出逢いの
形をご用意しています。気軽に参加してもらえるよう１対１の
デートだけでなく、２対２、３対３の合コンスタイルもできる
のが特徴。登録には必ず面談が必要で、真剣な出逢いの場を
求める方に最適なサービスとなっています。

CODA.

御幸本町6-6 奥井ビル1F1号室 TEL／93-5015
URL http://www.coda0426.jp/

岐阜県郡上市とコラボした特別な食事会を開催！
三河安城本町に店舗を構えるトラットリア223は、日本料理
出雲代表の大谷重治氏と岐阜県郡上市の藤村牧場代表の藤
村和也氏とコラボレーションした食事会を７月７日㈰17時30
分から開催いたします。今回の企画は、普段なかなか注目さ
れることのない生産者にスポットライトをあて、生産者の想
いなどを広く伝えられるようコラボレーションをしました。食
事会の金額はお一人様13,000円（税別）で、ファーストドリン
ク付きのコース料理となっています。メイン料理は藤村牧場
の経産牛のスペシャリテとなります。また、当日は完全予約制
となっているため、事前予約が必要となります。
食事会の予約及び詳しい情報等は、トラットリア223へお
問い合わせください。

トラットリア223

三河安城本町2-2-2カーサグリージョ1F TEL／91-5859
URL http://www.trattoria223.jp/
あんじょう商工会議所
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特集

第66回

安城七夕親善大使 決まる!!
〜 安城七夕親善大使オーディション開催〜

安城七夕
親善大使
のみなさん
【五十音順】

上原 愛

さん

蟹江 梨湖

さん

清田 りな

さん

田代 真友香

さん

藤田 美咲

さん

安城七夕まつり協賛会では、安城七夕まつりの魅力を多くの方々にPRしていただく安城七夕親善大使を決めるオーディ
ションを５月19日㈰に安城市中心市街地拠点施設アンフォーレにて開催しました。
全国より合計60名の方々が応募し、１次審査を通過した24名が公開審査に臨み、上原 愛さん（知立市）、蟹江 梨湖さん（安
城市）、清田 りなさん（豊田市）、田代 真友香さん（岡崎市）、藤田 美咲さん（名古屋市）
【五十音順】の５名が安城七夕親善大
使の座を射止めました。
選ばれた親善大使５名は研修を経て、６月27日㈭から始まる七夕まつりのPRキャンペーンを皮切りに、８月２日㈮〜４日㈰
に開催される第66回安城七夕まつりを盛り上げます。

安城七夕まつりへご協賛いただける

事業所を募集中！

安城七夕まつり協賛会では、七夕まつりへご協賛いた
だける企業を募集しています。安城七夕まつりは、多くの
企業のご協賛のもと、様々なイベントや、会場の運営等を
行っています。
安城七夕まつりがより良い祭りとなるよう、事業所の皆
様のご協賛をお待ちしています。

【お問合せ】安城七夕まつり協賛会（安城商工会議所内）
TEL 0566-76-5175

− ８−

あんじょう商工会議所

活動報告ダイジェスト
版
マネジメント力アップセミナー

労務トラブル対策セミナー

リーダー、主任、課長などの管理職の方を対象に、

経営者や事業主等の方を対象に、４月24日㈬に働

５月22日㈬にマネジメント力アップセミナーを開催し

き方改革から考える労務トラブル対策セミナーを開

ました。

催しました。

当日は、㈱ネクストステージビジネスコンサルティ

当日は、孚事務所株式会社代表取締役の飯田吉宏

ング代表取締役の鈴木昂司氏を講師にお招きし、管

氏を講師にお招きし、働き方改革関連法の主要ポイ

理職に求められるスキルなどについてご教授いただ

ントと、長時間労働や残業代トラブルといった労務ト

きました。

ラブル対策についてご教授いただきました。

交通安全街頭運動

愛知県経営革新計画作成支援
優良団体表彰

当所および当館テナントの安城知立自家用自動車

当所は、会員事業所の経営革新計画の作成支援において、

組合は、５月14日㈫に春の交通安全県民運動に合わせ

経営指導員１人当たりの申請支援数が県下22商工会議所中

て、朝の通勤・通学時間帯に桜町交差点前にて交通安

１位であったことを評価され、
「愛知県経営革新計画作成支

全啓蒙活動を実施しました。

援優良団体表彰」を５月20日㈪に愛知県から受領しました。

今回の活動は、地域の安心・安全の一環として、自

今後も会員事業所の計画作成支援に積極的に取組んでま

動車及び自転車利用者、歩行者へ交通ルールやマナー

いりますので、経営革新計画や先端設備等導入計画、経営

の遵守を呼びかけ、交通事故防止の促進を図ることを

力向上計画の申請をお考えの方は、お気軽に商工会議所へ

目的に行っています。

ご相談ください。

“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/

サンテ鍼灸院
患者の笑顔と健康のために
今回ご紹介する事業所は、患者に寄り添った、はり灸・あんま・マッサージ治療を行う
「サンテ鍼灸院」です。以前は、東刈谷にありましたが、この５月に三河安城本町に新装
オープンしたばかりです。店内は、しっかりとプライベートが確保され、落ち着いてた雰囲
気で治療を受けることができます。ベット数も３台から８台へと増えて、当日予約も取り
やすくなりました。
患者一人一人の症状や身体の状態に合わせて、要望にもできる限り対応した上で、専門
の知識と技術で、丁寧な施術を行います。痛みや症状を効率よく回復させるために、高い
技術で筋肉をほぐしていく、マッサージ手技療法が得意です。女性の方を中心に、顔のたるみやシワ・ぼやけたフェイスライ
ン・血行不良の改善などに効果的な美容鍼灸も大人気です。
また、土・日も営業していて、在宅訪問施術も対応しています。どこに行っても何を試してもよくならない痛みや不調に、長
年悩まされ続けているという方も、あきらめる前にまずは一度お気軽にご相談下さい。
JR 東

海道

本線

幹
線

定 休 日
H
P

三河安城本町1-1-1にしきみビル1F
87-8796
月〜金 9:00〜12:00、16:00〜20:00
土・日 9:00〜15:00
祝
https://santeclinic.on.omisenomikata.jp/

新

所 在 地
電
話
営業時間

（亀岡）

JR三河安城駅

★

JR三河安城駅

三河安城駅前

株式会社 縁filrouge
お相手紹介以外も手厚くサポート！
今回は古井町にあります、
「株式会社 縁ﬁlrouge（エンフィルルージュ）」をご紹介します。こちらは、真剣
に結婚を考えている方へ、婚活世代と同年代のカウンセラー・瀬戸口さんが若い女性だからこその目線で
サポートしてくれる結婚相談所です。
同社では独身証明書等の公式な書類の提出をした、身元が保証された会員さんを紹介してもらえるので
安心してお見合いできます。また、スタジオでのお見合い写真の撮影、提携サロンによるメイクや骨格診断、
デートでの服装レンタルのほか、瀬戸口さんにいつでも気軽に相談に乗ってもらえる等、外見・中身両方に
対して自分に自信を持って婚活を行うことができます。
その他にも縁ﬁlrougeでは大小様々な規模の婚活パーティーを主催しています。大人数の中から趣味の合う人を探したい方や、異性と話すことに慣
れることから始めたいという方等、参加者さんには好評を頂いているそうです。
「想いを大切にする結婚相談所」でありたいというポリシーを持つ瀬戸口さんが、あなたの幸せを叶えるお手伝いをしてくださいます。ご興味のある
方はお気軽にお問合せしてみてください。また、瀬戸口さんの熱い想いが綴られていますので、ホームページもぜひぜひチェックしてみてくださいね。

サンテ鍼灸院

株式会社 縁filrouge

三河安城本町1-1-1にしきみビル1F
TEL 87-8796

安城市古井町大久後28-10
TEL 91-5390

Coupon
施術料金

Coupon

入会金

1,000円
OFF

３万円無料！

◯有効期限：2019年6月30日まで

◯有効期限：2019年6月30日まで

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

安城商工会議所会員限定クーポン券

（田中）

線

安城商工会議所会員限定クーポン券

碧海古井駅

幹

安城市古井町大久後28-10
91-5390
10：00〜20：00
年中無休
https://www.enfilrouge.jp/

新

所 在 地
電
話
営業時間
定 休 日
H
P

★

女性会だより
総務・広報委員会挨拶

杉山 京子

委員長

４月16日㈫グランドティアラ安城にて定時総会を開催いたしました。安城商工会議所沓名会頭、岩瀨専
務理事、青年部田中会長にご臨席を賜り、会員皆様のご協力により議案が承認されました事、深くお礼申
し上げます。また、総会後はお好味家喜楽氏による講演で楽しませていただきました。
今後とも変わらぬ女性会活動への参加とご協力をお願い申し上げ、定時総会のご報告とさせていただきます。
本年度も昨年同様に女性会の活動報告と情報発信に務めて参りますのでご指導、ご協力のほど宜しく
お願い申し上げます。

交流・研修委員会挨拶

遠山 松枝

委員長

新元号令和元年に交流研修委員長を拝命いたしました遠山と申します。当委員会では日帰りバス研修を
実施し、会員同士一緒に過ごす時間を重ねてお互いの親睦を深め、魅力ある女性会になるよう努めてまい
ります。今回のバス研修は6/18㈫に琵琶湖方面に行きます。注目はテレビ雑誌で話題のロープウェイで行
く絶景 びわ湖テラス とかつて湖国の迎賓館として時の天皇陛下や皇族、海外の著名人がご宿泊なされた
旧琵琶湖ホテル でのランチです。今年度の女性会スローガンである「一期一会」をこころがけよい研修
にしたいと思いますのでみなさまのご参加をよろしくお願いいたします。

七夕まつり特別委員会挨拶

委員長

祢冝田 秀子

今年の安城七夕まつりは、８月２日㈮〜４日㈰までの三日間開催されます。今回の安城七夕まつりの
テーマは「ONE FOR ALL〜七夕をみんなで〜」です。
女性会と致しましては、今年も浴衣の着崩れ直し、授乳・おむつ交換場所の提供、親子ふれあいを予定し
ています。七夕まつりにて活動する内容につきまして、良き提案がございましたらご意見いただけると幸い
でございます。
暑い三日間ですので体調管理に気を付けていただき、ご協力を宜しくお願いいたします。

お 知 らせ

活動報告
●フラ部会

5月13日㈪ 宅老所 笑顔

●6月18日㈫

●交通安全キャンペーン

5月16日㈭
5月20日㈪

アピタ安城南店

日帰り親睦バス研修 湖国の迎賓館
旧琵琶湖ホテルランチと
絶景ロープウェイで行くびわ湖テラスの旅

イトーヨーカドー安城店

●8月２日㈮〜4日㈰

安城七夕まつり

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→ 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〜
薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」〜覚醒剤、大麻などの乱用をなくそう〜
愛知県内で覚醒剤などの薬物事犯で検挙された人は、平成８年以降、ずっと
1,000人を超えています。日本は覚醒剤や大麻などの消費国となっています。薬物
の乱用は妄想や幻覚を引き起こし、殺人や放火などの犯罪を犯す危険性がありま
す。あなたの周りで覚醒剤を使用している人を見たり、聞いたりしたときは、最寄り
の警察署等まで連絡してください。
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安城の伝統芸能の一つである花街文化

安城芸妓

初めての取引先や、紹介されたお客様と親交を深めたいときなど、 勝負の宴席

を用意しなければならないことは経営者なら誰にでもあることと思います。

大変有り難い事に安城には最上のおもてなしを提供する文化が根付いておりま

した。

今回は広報委員会でもあります濱口さん（料亭すず岡）のご手配に甘えまして、

安城芸妓、まりふく寮・てまりさんと、夏乃家寮・夏さんをお招きし、安城芸妓のい
ろはをお聞きしてきました。

その発祥は明治初期にまで遡るそうです。明治用水をはじめ農業試験場、農林

学校等を備え農業王国としての座を確立した安城には、全国各地から視察者が急
増しました。その接待役として発展したのが安城芸妓でした。

その頃より受け継がれた花街文化は現在２０名前後の芸妓さんにより守られて

います。

夜の宴席のため日中のお稽古により磨かれた芸は数多く、芸の種類や数をお聞

きしましたらこちらが把握しきれないほどでした。それでもその意欲は衰え

ることなく、新たな試みとしてお茶会を企画したいとおっしゃっていました。
市内８つの料亭にてお料理、芸妓さんの手配すべてをしていただけます。
休日の朝・・・三味線の音で目を覚ます・・・そんな粋な世界が残っている

町それが安城です。
（安城芸妓文化振興会パンフレットから一部借用）

最上な空間をご用意いただきました料亭すず岡さん、てまりさん、夏さん、

ありがとうございました。

青年部のススメ
今回は当店をご利用いただきましてありがとうございました。
昨年度、先輩からお誘い頂きまして入会致しました。

青年部にはいろんな職種のいろんな立場の方がみえて、皆さんの経験談をお聞きするのが一番の

楽しみです。ときにはお酒を飲み交わしながら勉強させてもらってます。

全く生活の接点の無い方とも知り合いになれるので、誰でも楽しめる団体です。
是非一緒に青年部を楽しみましょう！

トーク

元気ノ助のメールで投句

桜林OB︵ 才・川島町︶

風薫る あの日のままの 通学路

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

20

安城商工会議所青年部
広報委員会
料亭すず岡 濱口 剛

ー６月例会「ヨガポーズ決めちゃおう！」ー
○日

時 令和元年６月17日㈪

19:00〜

○場

所 桜町小学校体育館目的とする。

○内

容 ヨガインストラクターを招き、ヨガ体験をして
いただきます。ヨガ体験を通じてメンバー全
員が自己の心と体を見つめ直すと共に健康促
進と未知なる体験を楽しむことを目的とする。
あんじょう商工会議所
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宮崎県内でなくてはならない存在となった
コープみやざき
宮崎市に本部を置く「生活協同組合(生協)コープみやざき」という生協スーパーがある。設立は1973年、
「宮崎市民生活協同組合」として、当初は690人の組合員でスタートした。設立の翌年の売上高は1億円弱、
組合員数は160 0人であったが、その後はほぼ一貫して業績を右肩上がりに伸ばし、2017年度は、売上高30 0
億円、組合員数25万人にまで拡大している。
スタート当初は牛乳などの共同購入のみであったが、198 8年には、組合員の要望が強かった店舗を開店
し、今や宮崎県内全域に15店舗を構える。そればかりか、宮崎県内の世帯加入率も53％に上り、宮崎県民に
とって、なくてはならない生活支援施設になっている。
全国各地の生協スーパーだけではなく、全国規模の大型スーパーであっても、この45年間は出店・退店を
繰り返してきたが、コープみやざきは、退店が１店舗もないという優等生である。
その最大の要因は、設立者であり顧客である組合員の幸せ・満足度向上のため、コープみやざきの役職員
が、この間、基本スローガンを胸に全社一丸となって、
〝良いお店づくり〟にまい進してきたことである。
基 本スローガンの内容は「 私たちの供給する商品を中心に家族のだんらんがはずむこと をめざしま
す」である。このスローガンに基づき、実施されている施策の一つが、組合員から提出される「よくするカー
ド」
「よかったよカード」である。その提出枚数は、年間なんと８万枚以上だという。加えて言えば、そのカー
ドに書かれた提案が、ことごとくお店づくり・品ぞろえなどに生かされているというからすごい。
また、コープみやざきでは、利用者満足度調査を実施しているが、最新のデータで、その満足度は92.6％と
なっている。さらに、全国の生協店舗利用者に対し、
「生協総合研究所」が顧客満足度を調査しているが、そ
の満足度も他の生協に比べ抜きんでて高くなっている。
その理由は、職員満足度を高めるため、役員・幹部職員が、組合員に良いサービス・良い商品を提供する
ための行動を実践してきたからである。例えば、全職員を実質定年なしの無期雇用とし、一人一人の職員の
生きがいと働きがいを重視した労務施策を講じている。
そのためか、コープみやざきには70歳を超えた社員が現在29人もいるという。こうしたこともあり、コープ
みやざきの職員の意識も極めて高く、結果として顧客満足度も非常に高いのである。
人を大切にする経営学会
会長

坂本

光司

編集後記
先日、アンフォーレにて安城七夕親善大使オーディションを開催し、第66回安城七夕
まつりの親善大使5名が決定しました（8ページ参照）。親善大使が選出されると「いよ

本誌に関する問い合わせ先

いよ七夕まつりが始まる！」といった気持ちになります。親善大使は6月下旬頃から1か月

安城商工会議所

間ほど愛知県内の企業や施設等を七夕キャンペーンで訪問しますので、見かけた際には

〒446-8512 愛知県安城市桜町16番地1

ぜひ、応援をお願いします。

TEL：0566-76-5175

親善大使の他にも、竹飾り等の装飾や各種イベントなどが8月の七夕まつり当日に向
け、会議や準備等が行われ、着々と進行していますので、第66回安城七夕まつりをどうぞ
ご期待ください！（柴田(裕)）
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あんじょう商工会議所

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。

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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「健康で元気をつくる東祥」 ホリデイスポーツクラブ

第
号

790

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
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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

