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森の声が聴こえる“大人の隠れ家”
｢kinoco.」販売開始！株式会社ミユキ商会

あんじょうプレミアムお買物券　取扱店募集！
当所は、市内の消費促進を喚起し地域経済の活性化を図るため、市内の店舗・事業所で使用できる付加
価値のついた「あんじょうプレミアムお買物券」を特別販売します。 この商品券を取扱できる店舗・事
業所を募集しますので、ぜひご応募ください。

7月19日㈮　必着【募集締切】
※詳しくは、今月号の折込チラシをご覧ください。

特集１
｢平成30年度事業報告・
収支決算承認される」
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今月の会員事業所訪問

YM2Audio　
　所在地　錦町13-15
　電　話　68-1908

からだの恵み 安城salon
　所在地　日の出町7-1
 　サンライト１Ｆ
　電　話　74-1715

目次

２日㈫
７日㈰
10日㈬
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16日㈫
16日㈫
18日㈭
19日㈮
21日㈰
25日㈭
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26日㈮

源泉納付個別相談会
福祉住環境コーディネーター検定
金融相談（日本政策金融公庫）
ビジネスマネージャー検定
営業力強化セミナー
税務相談（記帳継続指導）
法律相談
新入・若手社員フォローアップセミナー
環境社会検定（eco検定）
会員交流・共済還元優待バスツアー
安城企業就職フェアANJOB
金融相談（愛知県信用保証協会）

９:00～16:00

10:00～12:00

14:00～16:00
13:00～16:00
13:00～16:00
９:30～16:30

10:30～17:30
10:00～15:00
13:00～16:00

　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
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森の声が聴こえる大人の隠れ家「kinoco.」販売開始！

今月号の表紙　株式会社ミユキ商会

表紙の写真は、㈱ミユキ商会が今年５月から販売を開始したミニハウス
「kinoco.」（98万円～）です。同製品は、社長の「狭くても居心地の良
い空間づくりを提案していきたい」との想いから誕生し、木材はすべて
東三河産（スギ、ヒノキ）を使用し、枝虫材ならではの節や色合いを生
かしたデザインになっています。室内の広さは3畳程ですが、屋根に傾斜
をつける等の工夫がなされているため、開放感のある室内を実現しまし
た。用途としては、店舗やグランピング等の趣味など幅広く利用可能で
す。今後はサイズの異なるものや、自分で組み立てたい人向けのキット
の販売等も予定しておりますので「kinoco.」が気になった方は㈱ミユキ
商会までお問い合わせください。
【お問合せ】株式会社ミユキ商会　所在地：安城市百石町2丁目16-10　 TEL：91-4996
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通常議員総会を６月25日㈫に開催！ 全ての議案が原案どおり可決!!

特集

平成30年度 安城商工会議所収支決算

会費
5,750万円

補助金
7,867万円

事業収入
9,001万円

その他
958万円

前期繰越金
2,650万円

事業費
8,682万円

次期繰越金
2,650万円

人件費
9,934万円

その他
3,273万円

※労働保険事務組合特別会計の保険料、特定退職金共済特別会計の掛金・退職給付金は除く（単位：万円）

収入の部（総額：26,226万円） 支出の部（総額：26,226万円）

事務費
1,541万円

【議　題】
第１号議案
第２号議案

第３号議案

第４号議案
第５号議案

平成30年度事業報告承認に関する件：平成30年度事業報告について原案どおり承認・可決された。
平成30年度各会計収支決算承認に関する件：12会計の平成30年度収支決算について原案どおり承
認・可決された。
プレミアム商品券収支予算に関する件：プレミアム商品券事業に係る補正予算について原案どおり
承認・可決された。
議員選挙に関する件：議員改選に伴う議員選挙に関する日程について原案どおり承認・可決された。
会頭選考委員会に関する件：会頭選考委員会の設置について原案どおり承認・可決された。
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東海税理士会
刈谷支部  安城部会

TEL 77-3636
○ 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。

７月３日㈬ ８月７日㈬ ９月４日㈬ 10月２日㈬ 11月６日㈬ 12月４日㈬
１月８日㈬ ２月５日㈬ ３月４日㈬

問 安城市役所市民税課　TEL 71ー2213（直通）

『令和元年度無料税務相談』
　  毎月第１水曜日（休日の場合は、第２水曜日）　市役所相談室（北庁舎１階）場時

＜短期的要望事項＞
1.インフラ整備
⑴豊田安城線の事業推進　
⑵名古屋岡崎線バイパスの事業推進
⑶岡崎半田線の早期整備　
⑷河川（鹿乗川等）の改修工事の推進

2.産業振興
⑴工業用地の確保および整備
⑵最低制限価格の引き上げ
⑶中心市街地商店街への人の誘導策への
支援
⑷商店街利用者が利用しやすい市営駐車
場支援

3.地域振興・地域活性化
⑴南明治第三土地区画整備事業の推進
⑵三河安城南地区の市街化区域拡大と既
存市街地の容積率緩和の推進
⑶JR安城駅、名鉄新安城駅の混雑解消
⑷プレミアム商品券事業への支援
⑸空き家対策
⑹安城芸妓文化振興会（笑美素会）への
支援
⑺新幹線三河安城駅「ひかり」停車活動
への協力

＜中期的要望事項＞
1.インフラ整備
⑴国道23号名豊道路のＩＣ周辺のアクセス
道路における渋滞緩和整備　
⑵新池箕輪線の早期整備　
⑶衣浦ポートアイランド産業廃棄物最終処
分場の建設促進
⑷名古屋三河道路の推進　

2.産業振興
⑴（仮称）産業振興センターの建設　

3.地域振興・地域活性化
⑴JR安城駅前の混雑解消と一体的整備
⑵新安城駅周辺の一体的整備と名鉄本線の
高架化
⑶種鶏場跡地の有効活用
⑷中心市街地における景観等の向上　
⑸三河安城駅へのアクセス向上

令和元年度 安城商工会議所からの要望書 提出！

　当所会員事業所及び各業界よりご要望いただいた内容を３月27日㈬に開催した通常議員総会にて承
認・可決し、６月６日㈭に安城市役所にて神谷安城市長及び二村安城市議会議長へ要望書の提出をい
たしました。



－６－ あんじょう商工会議所

商工会議所からのおしらせ

■ とき　■ ところ　■ 講師　■ 内容　■ 対象　■ 定員　■ 受講料・入場料　■ 問合せ先時 場 内講 定 ¥対 問

　本セミナーでは、工務店及び建築会社で11年間
トップセールスウーマンとなった長谷部あゆ氏を講
師にお招きし、成功事例に基づいた実践的なノウハ
ウを学べます。
  また、女性・主婦・母としての買い手の経験を活
かした集客・販促術も学べますので、ぜひこの機会
にご参加ください。

令和元年7月16日㈫　14時00分～16時00分
安城商工会議所 3階 研修室
株式会社Shuka Berry
　　　　　代表取締役 長谷部 あゆ 氏
1.年間1億円の住宅リフォームを売った理由
2.お客様が新築、住宅リフォームを契約するまで
3.女性の心理がすべてに影響する！
　女性（奥様）が主導権を握っている
4.職人さんのマナー、印象が顧客満足に直結する
5.売れる営業トークのコツ、お客様とのコミュニ
ケーション方法
6.プレミアム商品券事業の活用方法
無料

建設部会主催
営業力強化セミナー

　本セミナーは、新入社員・若手社員が自らの行動
意識を高め、仕事の向上目指し、自ら率先垂範でき
る社員として成長することを目的に開催いたします。
新入・若手社員の方は、ぜひご参加ください。

令和元年7月19日㈮　9時30分～16時30分
安城商工会議所 3階 研修室
チェシーズプランニング　北川 ゆう 氏
新入社員・若手社員
１.オリエンテーション
２.入社3ヵ月の振返り　　
３.ビジネスマナーの基本の定着　
４.コミュニケーションの大切さ
５.効率的な仕事の進め方 
６.まとめ
安城商工会議所会員事業所

1名 4,320円（昼食代・消費税込）
刈谷法人会安城支部および
刈谷労働基準協会安城支部会員

1名 5,400円（昼食代・消費税込）
一般（上記以外）    1名 8,640円（昼食代・消費税込）

新入社員・若手社員
フォローアップセミナー

時
場

￥

講

内

時
場

￥

講
対
内

【法人会愛知県連会長表彰】
　6月11日㈫に名鉄ニューグランドホテルにて開催
された（一社）愛知県法人会連合会の通常総会にお
いて愛知県連会長表彰を受賞されました。受賞おめ
でとうございます。

受賞おめでとう！

＜愛知県連会長表彰＞

東洋理工株式会社
横山 真喜男 氏

　当所では安城市の活性化と発展のため、幅広い視
野と熱意を持って仕事に取り組むことができる仲間
を募集します。

※上記以外の詳細および各種申込書は、当所ホームページ
をご覧いただくか、もしくは、当所窓口までお越しください。

総合職
・地域事業者の経営支援事業
・地域振興・産業振興に係る各種事業計
画・運営
・検定試験・団体運営事務　など
若干名
平成8年4月2日から平成10年4月1日に生
まれた人で4年制大学を卒業、または令和
2年3月までに卒業見込みの人
・受験申込書・面接カード・卒業証明書
※上記の受験申込書および面接カードは、当
所指定の用紙を自筆で記載してください。
※応募書類は返却いたしません。
安城商工会議所 総務グループ 宛て
・書類選考
・第1次選考（基礎能力・性格検査）
　※書類選考通過者を対象に実施します。
・第2次選考（面接試験）
　※第1次選考通過者を対象に実施します。

安城商工会議所 職員募集！

【募集職種】
【業務内容】

【採用人数】
【応募資格】

【提出書類】

【提 出 先】
【選    考】
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　当所の役議員の任期は3年となっており、令和元年10月31日㈭をもって任期満了となります。議員の選挙及
び選任に関する規約により、1号議員につきましては、通常選挙にて議員の任期満了の日から30日以内に行う
ことになっています。実施にあたっては、常議員会の議決を経て施工することになります。

議員改選に伴う議員選挙に関する日程

1号議員選挙告示

立候補及び推薦届出締切

立候補者辞退届出

1号議員選挙投票

1号議員選挙開票

臨時議員総会

役議員の任期満了

選挙人名簿縦覧告示

選挙委員会
部会長会議

（2号議員の部会割当数の決定）

1号2号議員協議会
（3号議員選任）

各部会開催
（2号議員選任）

選挙人名簿縦覧

選挙人名簿の確定

9月27日㈮

10月４日㈮

10月７日㈪

10月11日㈮

10月31日㈭

10月31日㈭

9月2日㈪

9月10日㈫～12日㈭

9月17日㈫

9月18日㈬～20日㈮

三方良しの健康経営

㈱アチカ機械 
㈱アイエーシー
㈱愛晃産業
NPO法人　愛知ネット
㈱アルシス
安城印刷㈱
㈱安城自動車学校
安城商工会議所
㈱安城電機
（公財）安城都市農業振興協会 
安城木材市場㈱
㈱安水建設
㈱イーケン
㈱イーズライフ
石川鉄工㈱
㈲伊藤鉄工所
㈲伊吹保険サービス
㈲イワサキ建設
㈱IMPACT
㈲エイ・ゼットサービス
エース内山薬品㈱
㈱エーピーシィ
ＯＳＳ㈱
㈱オーエムアイ
大見工業㈱
㈲岡本保温
㈱荻原工務店
オノウチ精工㈱
㈱ONZiii　Act

㈱桂川製作所
㈱カネモト
㈱亀山製作所
㈱北中産業
㈱クサカ
㈱ＣＲＥＡＴＩＶＥ
㈱恵華
公盛工業㈱
㈱コーソー
コスモ建設㈱
㈲後藤鈑金
㈱近藤工作所
サン・シールド㈱
㈲三成工業
㈱サンライズ
㈱サンワ
㈲信成運輸
㈲杉浦畳店
㈲スズキタイヤセンター
ダイキ精工㈱
太平商事㈱
ダイワ精工㈱
㈲髙木金型製作
㈱タキオン
玉井建設㈱
㈱玉井設計
㈱中京自動車
㈲築山畳店
㈲テシマボディー

㈱テラシマ機械設計事務所
㈱東海石油
㈲東新工業
㈱動力
東和精機㈱
㈲ＤＲＡＭＡＴＩＣＳ
（合）ドリームエクスプレス
㈱ナイスホーム
㈱中島製作所
㈲日翔鈑金塗装
㈱日本瓦ユニオン
ハウス成田建設㈱
㈱颯工業
フジイ化工㈱
碧海電気㈱
㈱碧香園
㈱ホンダ安城
丸中鍛工㈱
㈱丸山組
㈱碧介護サービス 
㈱明和 
（税）森田経営
ヤスキ建設㈱
山加開発㈲
山本造園㈱
㈱ルボワ
㈱ワールドシステム

（五十音順）（6月3日現在）

「健康宣言チャレンジ事業所」として認定された当所会員事業所をご紹介します。

㈱中島製作所様が平成3０年度健康宣言優良事業所銀賞を受賞されました。
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ガンバル事業所、応援します!!

新事業「墓石清掃」開始！

　日の出町のスナック寧々を営む生駒さんは、昼の時間帯を
使って新事業「Neo lithic」として墓石清掃を開始しました。
　新事業「Neo lithic」では、墓石を痛めることなく手洗い特殊
技法の洗浄で内側に入った汚れを落とします。高圧洗浄機で洗
浄する業者はいますが、高圧洗浄機では表面の汚れしか落とせ
ず、さらに墓石を痛めてしまう可能性もあるとのこと。その点、同
社の洗浄方法であれば、懇切丁寧に大切なお墓を磨いてくれます。
　また洗浄後は、特殊コーティングをすることで、水垢や汚れが
つかなくなり、手入れも簡単な水拭きのみで、いつまでもツヤの
ある綺麗なお墓を保てるため、今後のメンテナンス費用も抑えら
れます。
　もし買い換えをお考えであれば、この機会に一度ご相談されて
はいかがですか。

Neo lithic
東明町8-3　TEL／87-4324

「若者採用応援グッズ」で若手社員の採用につなげよう

　若者たちが、今の自分にちょうどいい働き方を見つけ、社会につなげて
いくための支援事業を行っている有限会社LINABLEキャリアの若者事
業では、会社の魅力を若者にアピールし採用をお手伝いする「若者採用応
援グッズ」の企画・販売をしています。
　チラシにＱＲコードの入ったクッキーを付けて、動画配信を行い、会社
の魅力をＰＲしていきます。人材育成に真摯に取り組んでいる企業である
ことなど紙面では伝えきれない内容を動画にまとめ、若者になじみのあ
るＳＮＳを使って発信することで採用をサポートします。
　1分間程度の動画作成から、クッキーにＱＲコードを印刷、チラシ作成
まで行います。
　このグッズは学校のキャリアセンターや合同企業説明会で配布するな
ど、使い方は様々ですので、若者採用を考えている企業様はまずはご相
談ください。グッズ紹介動画がホームページにありますのでご覧ください。

有限会社LINABLEキャリア
安城市今池町3-5-2　TEL／090-2349-7663
 URL　https://linable-career.co.jp/

新事業「リハビリデイサービスnagomi」を始動！

　置き薬のエース内山薬品㈱は、訪問先の高齢者の方々から「最後ま
で自分の力でやりたい」「短時間運動できる場所が欲しい」といったお
声を耳にし、高齢者のニーズを踏まえた医療と介護の連携を進めるた
め、リハビリデイサービスnagomi安城店を新たに立ち上げました。
　nagomiは、全国145店舗を展開し、県内では4店舗あり西三河では
初めてで、その特徴は、運動器具を一切使わない「ここちヨガ」を取り
入れた3時間型ショートデイサービス。同社の顧客ニーズにマッチした
ことが導入のキッカケだとか。ここちヨガは、高齢者でも無理なく関節
の可動域を広げ、筋肉を柔らかくしてくれて、3時間の間にはティータイ
ムもあり、楽しく継続して続けることができる仕組みとなっています。
　介護認定を受けている方なら、ケアマネージャーに手続きは全てお
任せいただきたいので気軽にお電話ください。また、いつでも見学可
能なので気軽にお電話ください。

リハビリデイサービスnagomi安城店
大山町1-4-1　TEL／95-8187

 URL　http://www.my-nagomi.com/html/facility/html/anjyo.html
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活動報告ダイジェスト版

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

“もっと社会のパートナーへ”
会 員 募 集 中 ！！

タニタの健康セミナー
　健康経営促進事業として６月11日㈫にタニタの健康
セミナーを開催しました。
　当日は、株式会社タニタヘルスリンク管理栄養士兼
健康運動指導士の金華蓮氏を講師にお招きし、500kcal
で満腹になる食事の作
り方のコツや、日常生
活でできる運動方法な
ど健康づくりに関する
ノウハウをご教授いた
だきました。

時局講演会
　経済ジャーナリストの須田慎一郎氏を講師にお招き
し、6月14日㈮に時局講演会「どうなる日本!今後の日本
経済を読む」を開催しました。
　当日は、日本の経済動向の読み方や、日本経済の今
後の展望等について、
参加した当所会員およ
び一般市民216名の聴
講者に分かりやすく解
説いただきました。

JR東海本社へ訪問
　６月６日㈭に沓名会頭、丸山副会頭は、リニア中央新幹
線の状況把握及び新幹線三河安城駅へのひかり停車の依
頼のためJR東海本社へ訪問し、柘植会長に面会しました。
　柘植会長からは「リニア中央新幹線が開通したときには、
三河安城駅、掛川駅等
にもひかり停車が考え
られるが、現段階では何
も決まっていない」と厳
しい回答でした。

高校進路指導担当者との情報交換会
　雇用対策事業の一環として、６月４日㈫に高校進路指
導担当者との情報交換会を開催しました。
　当日は、高校生の採用を予定している会員事業所の人
事担当者49名と近隣高校の進路指導担当教諭25名が参
加し、名刺交換・就職
情報交換を行い、採用
に関する積極的な意見
交換や相互のパイプ作
りに役立てていただき
ました。

キャッシュレス決済入門セミナー
　商業部会、観光サービス部会主催で、６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、㈱にぎわい研究所代表取締役の村上知也氏
を講師にお招きし、国内のキャッシュレス事情や、
キャッシュレス決済の
メリット・デメリット等
についてご教授いただ
きました。

採用力向上セミナー
　大学採用を検討している事業所を対象に６月４日㈫
に採用力向上セミナーを開催しました。
　当日は、名古屋経済大学経済学部教授兼キャリアセ
ンター長の大黒光一氏を講師にお招きし、大学採用を
行う際の効果的な動き
方や、大学訪問のポイ
ント等をご教授いただ
きました。



ホームページにも掲載中　http://anjo-cci.or.jp/

会員事業所訪問

  鍛造素材から部品加工まで、
HV車部品を支える、匠の技

●本　　社：安城市桜町12-24
●東端工場：安城市東端町西大坪1-1

丸中鍛工株式会社

TEL 0566-92-1526
FAX 0566-92-3297

からだの恵み　安城salon

（矢嶋）

自然のちからで美しく健やかに
　今回は日の出町の「からだの恵み　安城salon」をご紹介します。
　こちらでは、インド由来のヨガとヘナ、ネイルを行っています。「からだの恵み」のヨガス
タジオは女性限定・少人数制。体のかたい人、初めての人でも自分のペースで安心してで
きるやさしいヨガです。自分の体ひとつでできる自重を利用したヨガは疲れを残さず、体
質改善のためのボディケアだからこそ、無理なく続けられます。妊活から更年期、骨粗鬆
症防止など女性の人生に寄り添い、内面から美しく病気にならないカラダにしていきます。
　また、天然100％ヘナの髪染めもおすすめです。ヘナはインドでは古来から薬草として
親しまれ、アーユルヴェーダ（伝承医学）の代表的なハーブとされています。ヘナで染めると白髪の多い人も繰り返すほど髪が
美しく、ハリ・コシが蘇ります。ヘナは男性でも受けられますので、薄毛・抜け毛に悩む男性も来店しています。
　「からだの恵み」の非日常の癒しの空間で、心とカラダを浄化させ、ゆるやかなひとときを過ごしませんか？
　お気軽にお問い合わせください。

●所 在 地 安城市日の出町7-1
●電　　話 74-1715
●営業時間 月・火・木10：00～20：00（最終受付18：00）

水・金・土10：00～18：30（最終受付16：30）
●定 休 日 日曜日
●H 　  P    https://www.karamegu.jp

安城商工会議所会員限定クーポン券

Coupon
安城市日の出町7-1
TEL  74-1715

からだの恵み 安城salon

◯有効期限：2019年7月31日まで

ヨガ入会金 無料
ヘナ染め 50%OFF

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

安城商工会議所
事業所訪問先
募集中

事業所のPRをしませんか？

（シャンプー別途）
各先着５名

★
朝日町東

南安城駅北

名
鉄
西
尾
線

南安城駅

バロー
日の出公園

碧海信用金庫

●所 在 地 錦町13-15
●電　　話 68-1908
●営業時間 火～金　13:00～19:00

土・日　11:00～17:00
●定 休 日 月曜日
●H 　  P    https://www.ym2audio.com/

YM2Audio
本物の音を体感してもらいたい！
　今回ご紹介する事業所は、今年4月に錦町にオープンした「ＹＭ２Ａｕｄｉｏ」です。
　こちらの事業所は、安城で唯一オーディオだけを取り扱う専門店であります。初心
者からハイエンドユーザーまでオーディオ機器関連を一通り揃えることが出来ます。
店内はとてもオシャレで落ち着いた雰囲気であり、設置場所に合わせて納品から設置
まで親身に相談や対応してくれます。レコード機器も取り扱いしており、こちらも大人
気であります。
　オーナーの待田さんは、「TVやパソコンなどで聞いている音をオーディオ機器を通
すことにより、普段聴いている音楽や映画も見違えるほど変わります。是非一度、本物の音を体感してもらいたいです。」と
言っておりました。音楽が好きな方、音楽に興味のある方は、是非、本物の音を体感してみてください。

（鈴木雄）

★

錦町東

秋葉公園

48
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元気フェスタ特別委員会挨拶 委員長 筒木 麻三子

女性会だより

　本年度の元気フェスタは12月１日㈰に開催されます。キャッチフレーズは「歌って
笑顔♪元気に１歩先へGO！」です。フレーズどおり、歌や踊りのコーナーもあり、盛り
だくさんのイベントになります。
　女性会は例年同様、豚汁販売、警察・消防・自衛隊のコーナー、ゴミ分別クイズを
行う予定で準備に取りかかっています。来場される皆様はもとより、私たち自身も楽
しめるイベントになるように、青年部の方々と協力して進めて参ります。ぜひ、皆様の
ご指導、ご協力をよろしくお願い致します。

津島商工会議所女性会創立40周年記念式典 副会長 深田 智子
　５月21日㈫津島市文化会館にて開催され、役員5人で参加しました。
　尾張津島天王祭や藤まつりで知られる歴史と文化のある街であり、津島市の女性
会は、40周年という長い伝統の重みと女性ならではの細やかなおもてなしが至る所
に感じられる素晴らしい式典でした。
　津島市観光親善大使の水谷ミミ氏による講談や、ゴスペラーズ黒沢薫氏コンサー
ト、懇親会ではプロジェクターによる活動紹介や生演奏などもあり、盛りだくさんの
プログラムでした。また、たくさんの手作りのものに温かみと活気も感じました。

東京商工会議所女性会創立70周年記念式典 副会長 畔柳 多美
　６月３日㈪パレスホテル東京にて開催され、会長、副会長２名で参加しました。
　全国から、620余名の参加者があり、日本フィルハーモニー交響楽団の女性メンバーの素
晴らしい演奏でお迎えいただきました。
　藤沢女性会会長の70周年記念のテーマ「伝える～未来に向けて～」の中の『相手の立場
に立って思いやる気持ち』、『新しい事に取り組む勇気』、『女性ならではの発想と感性』、
『会員一丸となって活動しよう！』の言葉に、会員減少の今だからこそ希望と思いやりを
持って前進しなくてはと思いました。
　シンポジウムでは、オリンピックメダリストの小谷実可子氏らとのパネルディスカッション
が行われました。また、祝賀会では88歳とは思えないお元気な狂言師 野村万作氏の祝舞を
拝見し、有意義な一日になりました。

お知らせ
●七夕まつり全体説明会・着崩れ直し講習会
　7月11日㈭　９:00　安城市民交流センター
　7月29日㈪　10:00　料亭 新富
●交通安全キャンペーン
　7月12日㈮　16:00　アンフォーレ前
　7月17日㈬　16:00　ザ・モール前

～安城警察署からのお知らせ～

外国人を雇用する事業主の皆さまへ～不法就労の防止にご協力を！～

★講習会・イベント最新情報
★事業所ＰＲ
★会員の皆さんからの口コミ情報
★公的融資や助成金情報
★各種経営情報　など
役立つ情報をメールでお届けします。

安城商工会議所メールマガジン購読者募集中！！
申込み

当所ホームページ→　https://anjo-cci.or.jp

購読無料!!

左下

よりお申込みいただけます。

メールマガジンの配信
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

＜不法就労助長罪＞
不法就労させたり、斡旋した人
⇒３年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、又は併科
※不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していないなどの過失がある場合には処
罰されます。
　事業主も処罰の対象となりますので、外国人雇用をする場合はご注意ください。
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青年部に求めるもの期待するもの

 ー7月例会「一歩先行くおとなのステイタス
　　～一流の営業マンから学ぶ～」ー

 ー7月例会「一歩先行くおとなのステイタス
　　～一流の営業マンから学ぶ～」ー

○
○
○

日 時
場　所
内 容

令和元年7月25日㈭　19:00～
安城商工会議所 ５階 大会議室
一流の営業マンの営業スキルや広報活動を学
ぶ。サービスについての見識を広げることに
より自社のサービスの再考につなげる。
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　去る５月23日安城商工会議所青年部通常総会を滞りなく終えることができ
ました。日頃より青年部活動にご理解いただいております皆様には心より御礼
申し上げます。
　当日は安城商工会議所会頭沓名俊裕様、副会頭丸山光夫様、専務理事岩瀨
英行様、商工会議所女性会会長稲垣美保子様にご臨席賜りまして皆様からご
祝辞を頂戴いたしました。ありがとうございました。
　頂きましたご祝辞とは別に、控室にて青年部に期待されること、求めること
をお聞きしてきました。
　我々青年部の二大事業である七夕まつり、元気フェスタ。両事業で共に活動
させていただいております女性会の稲垣会長からはこれからも協力し合って
事業を継承していきたいとのお言葉をいただきました。特に女性会が行っておられる婚活事業においては参加者のサポート

と盛り上げに対する感謝のお言葉を頂きました。今年度の婚活事業には青年
部の独身メンバーの参加を積極的に募りたいと思います。
　丸山副会頭からはご自身の他団体での経験から、各種団体で活動すること
によって得られる経験と研鑽についてお話をいただきました。卒業までの限ら
れた時間、青年部活動を心ゆくまで楽しむように、やり残したことを後悔しな
いように励ましの言葉を頂きました。
　青年部には若手の経営者、後継者、幹部社員が集いますが、そのメリットを
最大限に活用するよう岩瀨専務理事からお話し頂きました。隣の人がどんな
仕事をしているか、それが自社に影響があるものなのか、理解を深めるように。
青年部での活動をしていくことによって横のつながりを広げ、それぞれの仕事

につなげていくことを期待しているとのあたたかいお言葉を頂きました。
　沓名会頭からも仕事を中心にして活動するように。青年部のつながりを仕事の
つながりにかえて自社の成長発展につなげる団体であって欲しいとの激励を頂き
ました。特にスケジュール管理について、仕事、青年部、プライベートで分けてしま
うのではなく、すべて一緒にして全部に利益を共有できる体制を整えておくことの
重要性をお話いただきました。
　全体的に皆さまから頂いた言葉の多くは青年部で学んだことを直接仕事に活
かすようにというものであったように思えます。大変勉強させていただきました。
ますます社業に勤しみ、青年部活動も同時に盛り上げていきたいと思います。あ
りがとうございました。

７月例会を下記のとおり開催します。
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モノづくりで頑張る大和合金株式会社

　東京・池袋駅から東武東上線で20分ほどの鶴瀬駅で下車し、そこから車で７分ほど走ったロードサイドの
両側に、大和（やまと）合金株式会社の実質的な本社工場である三芳工場がある。同社の主事業は、特殊銅
合金材料の開発から製造・販売まで自社で一貫して行う、特殊銅合金の開発型製造業であり、ニッチ（隙
間）市場ではあるが、この分野では今や著名な企業となっている。
　同社は1941年、現社長である萩野源次郎氏の祖父が創業した。創業のきっかけは、勤務していた大手鋼材
メーカーで特殊な新材料の開発に成功し、その進化と普及のため、脱サラしたことであった。
　その後、幾多の困難もあったが、創業者が当初、高らかに掲げた「誠実一路」「積極一貫」「大和一体」「創
造開発」という経営理念を中軸に据えた「ぶれない経営」「大家族的経営」を進めてきたこともあり、現在で
は、グループ会社である三芳合金工業株式会社と合わせ、社員数140人、売上高約100億円にまで発展してい
る。
　特に注目したいのは、この10年間で多くの製造業が一進一退を繰り返す中、同社は売上高も社員数も約２
倍に増加していることである。
　そればかりか、これまでの開発努力や提案努力が企業や研究機関から高い評価を受け、取引先も国内外
の著名な企業など約500社にまで増加している。中でも、近年、欧米の航空機メーカーから開発や製造の依
頼が殺到しているという。
　同社の発展の要因は理念経営、つまり、大企業をはじめとする他社との争いを避け、ターゲットを少量・多
品種かつスピードが要求される、いわゆるニッチ市場に特化するとともに、創業以来、下請けを嫌い、開発・
製造・販売を保有する独立経営をひたすら行ってきたことである。
　加えて、創業時より、会社は「家族・社員ファースト」を明確に掲げ、社員やその家族が幸せを実感できる
ような「大家族的経営」や、社員を伸ばして会社を伸ばすといった社員一人一人の側に立った「人財育成経
営」に注力してきたことである。
　余談だが、同社の親子社員、兄弟・姉妹社員、夫婦社員の多さには驚かされる。それは言うまでもなく、同
社が家族を就職させたい「良い会社」と、社員に評価されているからにほかならない。

人を大切にする経営学会
会長　坂本　光司

　先日、岡崎市にあるほたるの里に行ってきました。里周辺を流れる川には、多くのほたる

が飛び交っていました。普段見ることができないほたるを間近で見れてとても感動しまし

た。里には、鑑賞スポットが何か所もあり、気温や天気によっては1,000匹ほど集まるそう

です。この季節ならではの幻想的な風景をまた来年も見に行きたいと思いました。

　そして夏の風物詩といえば、安城七夕まつり！残りあと1か月となりました。竹飾りや竹灯

籠、願いごとふうせんや楽しいイベントが盛りだくさんです。皆さんの心に残る、第66回安

城七夕まつりとなるよう準備をすすめていますので、どうぞご期待ください！（神谷）

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

編集後記

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



－15－あんじょう商工会議所

お客様のビジネスをサポート

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0120-2-39391お問い合わせ

防犯・災害対策サービスインターネット接続サービス

拠点間接続サービス

データセンター・クラウドサービス

映像・動画系サービス

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）

掲載店
募集中!

毎月第4金曜発行

〒446-0039　安城市花ノ木町5-2
TEL（0566）75-1188
http://www.ankarichi.jp

お問合せ・申込みは

　「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。

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

地元「安城」で生まれた名産品。
匠の味をお届けします。

地元「安城」で生まれた名産品。
匠の味をお届けします。

ギフトセットはこちらから！

安城ハム株式会社ネクスト株式会社ネクスト 〒446-0046 安城市赤松町梶 1番地
TEL 0566-92-5512
〒446-0046 安城市赤松町梶 1番地
TEL 0566-92-5512

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！

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

＜料 金>
内面モノクロ広告 1小間 67,380円（税込）

5,025円（税込）
年間掲載料：
1ヵ月単価：

裏面裏カラー広告 1小間 84,300円（税込）
7,025円（税込）

年間掲載料：
1ヵ月単価：
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－16－ あんじょう商工会議所

安城市尾崎町堤下11-1　東伸運輸㈱バス事業部

○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
【ドライバーの運転マナーが自慢です】

幹事さんの強い味方!!

中  型 ・  小  型
40人 ・ 27人乗

0566-97-6000

安城の

貸切バス

検索四季の雫（しずく）

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

★遺言書作成と資産承継★
電話相談受付は、夜8時まで！

遺言を作って、安心して長生きを！
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

〒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

「健康で元気をつくる東祥」  ホリデイスポーツクラブ

広く開放的なジム 泳ぐだけじゃないプール

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
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