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特集１

｢写真で振り返る
第66回安城七夕まつり」
特集2

｢商工会議所要望事項に
対する回答①」
和鮨

釜の座

日本料理 戸たに

ピッツァパッツァイタリアーナ

蕎麦切り さとう

ものコン。〜安城ものづくりコンベンション2019〜

安城市産業界が持つ技術力・ノウハウを一堂に会する展示型マッチング商談会「ものコン。〜安城も
のづくりコンベンション2019〜」を開催します。企業紹介ブース、基調講演、事前予約型マッチング商
談会など内容盛りだくさんですので、ぜひお気軽にお越しください。
日
場

時 ： 令和元年10月17日㈭・18日㈮ 10時00分〜16時00分
所 ： 東祥アリーナ安城（旧：安城市体育館）
詳しくは、今月の折り込みチラシをご覧ください。

安城商工会議所 E-mail▶info@anjo-cci.or.jp

安城

商工
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今月の会員事業所訪問
特集1
「写真で振り返る
第66回安城七夕まつり」
特集2
「商工会議所要望事項に対する回答①」
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ガンバル事業所、応援します

6

商工会議所からのお知らせ

株式会社オーバヤシ
所在地

日の出町1-21

電

91-3800

話

HAIR☆S あららぎ
所在地

古井町豊日10-4

電

75-6594

話

税務研修会
文化講演会
増税に伴う価格改定
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安城商工会議所 行事予定

活動報告
安城企業就職フェアANJOB
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9月

事業所訪問
「株式会社オーバヤシ」

安城商工会議所会報誌
表紙掲載事業所の募集！

「HAIR☆S あららぎ」
11

情報ファイル
新入会員のお知らせ
議員変更のお知らせ

12

女性会だより

13

青年部ネット

14

コラム
編集後記

今月号の表紙

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

４日㈬ 段取り力強化セミナー

13:30〜16:30

10日㈫ 理工系大学教授等との情報交換会

13:00〜16:30

11日㈬ よくわかる消費税増税と軽減税率制度

14:00〜15:30

11日㈬ 金融相談（日本政策金融公庫）

10:00〜12:00

12日㈭ 中部大学フェア2019

８:00〜18:00

14日㈯ 休日パテントセミナー2019 in 安城

13:30〜16:00

17日㈫ 税務相談（記帳継続指導）

13:00〜16:00

19日㈭ 法律相談

13:00〜16:00

27日㈮ 金融相談（愛知県信用保証協会）

13:00〜16:00

28日㈯ 休日パテントセミナー2019 in 安城

13:30〜16:00

ミシュランガイド掲載店(和鮨、釜の座、蕎麦切り さとう、日本料理 戸たに、ピッツァパッツァイタリアーナ)

安城市にミシュランガイド掲載店が誕生！
表紙は、今年の５月から販売開始されたミシュランガイド愛知・岐阜・三重特別版
2019にてミシュランプレートとして掲載された当所会員事業所の和鮨、釜の座、蕎麦切
り さとう、日本料理 戸たに、ピッツァパッツァイタリアーナの料理です。料理評価本と
して定評のあるミシュランガイドに掲載されている料理が身近に楽しむことができます
ので、ぜひ一度、各店舗の一流の料理を堪能してみてはいかがでしょうか。
お問合せ

和鮨
釜の座
蕎麦切り さとう
日本料理 戸たに
ピッツァパッツァイタリアーナ

朝日町4-17
城南町2-11-2
弁天町1-12弁天ビル1階
三河安城東町1-27-32ザ・ステータス1階
三河安城町2-1-1ミカワ安城ヒルズ2階

TEL：76-7773
TEL：72-3725
TEL：72-2126
TEL：72-5501
TEL：70-8859
あんじょう商工会議所
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第66回
第64回

写真で振り返る
第66回安城七夕まつり
8月2日㈮から4日㈰の3日間、第66回安城七夕まつりが開催され

ました。
「ONE FOR ALL」をテーマに願いごとが書かれた風船を

一斉に飛ばす「願いごとふうせん」や、願いごと短冊が飾られた「短

冊ロード」、願いごとをキャンドルに巻き付け願いごとを託す「願い

ごとキャンドル」、専用のアプリや用紙に願いごとを書いてスクリー
ンに映し出す「願いごとスクリーン」をはじめ、親善大使パレードや
ダンス、盆踊りなど様々な催しが行われました。

七夕当日の3日間は合計110万人の人出で賑わっていました。

▲願いごとふうせん

▲短冊ロード

▲願いごとスクリーン

色鮮やかな竹飾りや、様々なイベントを通して、誰もが「笑顔」でその場にいた…。

▲願いごとキャンドル

▲安城七夕親善大使市中パレード

新しい見どころの「竹あかり回廊」
今年は、竹あかりがほのかに灯る「竹あかり回廊」が願いごと広場、花ノ
木会場、安城七夕神社の３箇所に新たに設置され、七夕まつりを盛り上げま
した。
願いごと広場には、バンブーアートと竹あかりでパートナーの幸せや恋愛
成就を願う「願いごとリング」、花ノ木会場には、アイシン・エィ・ダブリュ㈱
創立50周年プレゼンツとして光と音で彩られた竹灯りが照らす「Anata to
Watashi」、安城七夕神社には、風情あふれる雰囲気を作り出す「竹灯籠」
がそれぞれ設置され、訪れた来場者を優しく照らしました。
− ４−

あんじょう商工会議所

▲ONE FOR ALL フィナーレ

飾り付けコンクール入賞者
受賞
おめでとう！

★飾り付け大賞

【愛知県知事賞】桜井屋

★特選

【愛知県議会議長賞】㈱博文堂事務機店【安城市長賞】㈱ホソイメガネ

★準特選

★飾り付け大賞
【愛知県知事賞】桜井屋

【安城市議会議長賞】八宝亭【安城商工会議所会頭賞】㈲両口屋菓匠【愛知県観光協会長賞】㈱ア
イライフ石川【安城市観光協会長賞】めん処 丸長【中日新聞社賞】㈲吉野屋

★入選

【砺波市賞】小林時計店【あいち中央農業協同組合賞】TAKOYAまんぷく【安城ロータリークラ
ブ賞】碧海信用金庫【三河安城ロータリークラブ賞】大野屋【安城ライオンズクラブ賞】㈲フット
バランス【安城南ライオンズクラブ賞】末広米穀店㈲【安城青年会議所賞】杉友時計店【明治用水
土地改良区賞】中央精機㈱【国際ソロプチミスト安城賞】大衆居酒屋じゅーじゅー【安城商工会
議所青年部賞】㈱森田屋燃料【キャッチネットワーク賞】㈲日新堂書店【安城サルビアスタンプ
会賞】ダンススクエアMARTH【JR東海賞】㈱花の店友楽園【安城文化協会賞】㈱金魚屋

★準特選
【安城商工会議所会頭賞】㈲両口屋菓匠

★ 特別奨励賞

安城市立錦町小学校、相生町内会、野田公民館絵画教室Ｂ、朝日町子供会、安城市立篠目中学校、
立正佼成会、安城市立安城南中学校、日の出町子供会、安城市立桜井中学校、安城市水道指定工
事店(協) 、御幸子ども会、安城婦人会協議会、医療法人純和会矢作川病院、野田公民館絵画教室
Ａ、光徳保育園、安城老人保健施設、本通り子供会、花ノ木花旺会、安城学園Ｂ、安城市児童セン
ター、朝日町町内会、安城市立錦町小学校、ボーイスカウト刈谷第１１団、ガールスカウト愛知
県96団、安城市立安城北中学校、末広子供会、安城学園Ａ、碧海協力会、ボーイスカウト安城１団

★ 飾り付け区域外優秀賞

西尾町内会、井畑町内会、石橋町内会、百石町内会、里町内会、城ヶ入町内会、東栄今本連合町内
会、東端町内会、高棚町内会、榎前町内会

今年も開催！
地元安城の逸品グルメが大集合!!

安城「イチオシ」グルめぐり 開催!!

今年度も安城七夕まつり期間中の願いごと広場会場内にて、地元安城の人気店のメニューや、話題の商品などを一堂に集
めた『安城「イチオシ」グルめぐり』を開催しました。安城市内の事業所を対象に募集を行い、今回は15事業所にご出店い
ただきました。
会場に訪れた来場者は、今まで知らなかったお店やグルメ、一度行きたいと思っていたお店の味を楽しむことができ、多
くの来場者で賑わっていました。
〜出店事業所一覧〜
㈱ひとり、ふらんす食堂ここりこ、OHANA CURRY、日本料理 戸たに、
JAPAN CREPE café CROVER、M&A、おかずや、カフェキッチン・BONO、
よなき家安城店、タージ・ベンガル、トラットリア223、㈱L&R、
㈱ぼてこアンドぼてじゅう、㈲安城の郷、㈱ままやタイガー

東海税理士会
刈谷支部 安城部会

TEL 77-3636

『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
９月４日㈬
３月４日㈬

10月２日㈬

11月６日㈬

12月４日㈬

１月８日㈬

２月５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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おしらせ

商工会議所からの

税務研修会

文化講演会

10月の消費税増税並びに軽減税率制度の施行
が、いよいよ目前に迫ってまいりました。
本セミナーでは、すべての事業者の方に関係
がある軽減税率制度と消費税増税の影響、知っ
ておきたいポイントを中心に解説いたしますの
で、ぜひご参加ください。
時
場
講
対
内

￥

元ソフトボール日本代表監督の宇津木妙子氏

を講師にお招きし「人を育てるリーダーの条

件」をテーマにご講話いただきます。

ぜひ、この機会にお申し込みください。

令和元年11月６日㈬ 14時00分〜15時30分
安城商工会議所 ５階 大会議室
講 元ソフトボール日本代表監督
NPOソフトボール・ドリーム理事長
宇津木 妙子 氏
￥ 無料
申込】10月1日㈫〜
時
場

令和元年９月11日㈬ 14時00分〜15時30分
安城商工会議所 3階 研修室
刈谷税務署 担当者
経営者、経営幹部、経理担当者等
１.改めて確認、消費税増税と軽減税率制度
２.消費税率引き上げ後には、日々の経理や
取引にどのような影響を与えるのか
３.消費税軽減税率対策補助金等の説明
無料

会議室使用料、各種手数料
などの価格改定について
消費税率が10％に引き上げられることに伴い、
10月１日以降の当所会議室の使用料ならびに各
種手数料につきまして、改定させていただきま
す。皆様にはご負担をおかけしますが、ご理解
いただきますようお願いいたします。
※今回の改定は増税分を手数料に反映しております。

安城未来マイスター表彰制度 〜未来を担う若手技能者を表彰します！〜
内

容

対

象

安城市内の若手技能者の技術向上と勤労意欲の増進を図り、ものづくり企業が技術力を
高めることを目的に、未来を担う若手技能者を表彰します。表彰には事前の申請が必要
です。対象者は申請してください。
次のいずれにも該当する人が対象です。
①中小企業に勤務する安城市内在住・在勤者 ②国家技能検定の特級または１級の合格者
申請年度の前期又は前年度の後期に実施されるいずれかの検定試験における合格者が対象。
今年度表彰対象

申

請

表 彰
お問合せ
− ６−

平成30年度後期（平成31年3月15日合格発表）
平成31年度前期（令和元年10月4日合格発表）

③対象となる検定試験の合格発表日において40歳未満
10月31日㈭までの間に安城市役所商工課工業労政係へ以下の必要書類を提出してください。
①「安城未来マイスター」表彰申請書
②合格通知はがきの写し
③運転免許証またはマイナンバーカードの写し ④勤務先を証明する社員証等の写し
認定書及び記念品を贈呈します。
安城市役所商工課工業労政係 TEL:71-2235 FAX:76-1184

あんじょう商工会議所

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
■

ガンバル事業所、応援します!!
店舗拡張リニューアルオープン
東栄町の「ケーキ工房プエオ」と地元野菜の菜食ランチ「ふ

くろう」が、７月５日より店舗を拡張して「やさしいケーキの店
モントル」としてリニューアルオープンしました。

新しい店名「モントル」の由来は、フランス語で腕時計という

意味があり、時計を時間と解釈して、ケーキを食べているとき

が豊かで楽しい時間になってほしいとの想いから付けられて
います。常連の方からもお店の雰囲気がかわいくなったと評判

で、商品は当店人気のお好みのイラスト入りお誕生日ケーキと
マカロンに加え、季節のフルーツを使用したケーキ、ギフトに

最適な焼き菓子が充実。ＳＮＳで紹介した新作への問い合わせ

も多く寄せられるようになりました。店内には16席のカフェス
ペース（講座やイベント等で貸し切り可能）も新たに設けられて

パティスリーMontre

東栄町7-1-102

TEL／97-5031

います。

こだわりのヨーロッパ産高級ハチミツ入りの食パンが好評！
安城市末広町に高級食パン専門店をOPENさせた三河わく

わくストリートベーカリー『おりひめandひこぼし』。

安城市の街を元気にしたいという思いから地域に愛される

お店運営を目指しています。こだわりのハチミツ、小麦粉、塩、
バターを使用したきめ細かな絹のようにしっとり、そしてもっ
ちりとした食パンが連日好評です。

曜日限定のサンマスカットレーズンを練りこんだレーズン食

パン、バナナを練りこんだバナナ生地のバナナパンもプレーン
の食パンとはまた少し違った味わいとして評判も上々。

多くのお客様のご要望により８月中旬より営業時間を10時

〜18時に変更。電話での問い合わせも多くあった予約販売も

開始。今後もお客様が利用しやすい地域に愛される店舗を目
指していく予定です。

おりひめandひこぼし

末広町3-1 末広大嶽ビル1階B号 TEL／74-3539
URL https://ori-hiko.com/

後継者や従業員のために新事務所完成！
安城市小川町にあります西三河を中心に自動車部品の運送を行

う有限会社信成運輸であります。9月に現事務所の隣に新事務所が

完成します。現事務所では手狭になったこともありますが、信﨑社

長は、
「事業の拡大は考えていない。運送業界の人手不足は深刻な

ものであり、現従業員に対し、少しでも気持ちよく仕事をしてもらい
たい、また楽しく仕事をしてもらいたい」という思いから、建設に踏
み切りました。

また、長年に渡り会社を支えてきた信﨑社長であるが、数年後に

世代交代を検討中であり、従業員の中で次期社長も決まっている。
次期社長のためにも綺麗な事務所で渡し、働きやすい環境にしてあ

げることが、今後の会社全体のモチベーションアップに繋がります。
人財 はお金とは違う大事な資産であり、今後も大切にしたいと

有限会社信成運輸

小川町山中173-1

TEL／99-4826

いう信﨑社長の思いが込められていました。

あんじょう商工会議所

− ７−

特集2

令和元年度

商工会議所要望事項に対する回答

3月27日㈬に開催しました「通常議員総会」の中で安城市長および安城市議会議長に対してインフラ
整備、産業振興、地域振興・地域活性化に分けた要望書を6月6日㈭に提出しました。今月号より数回に
渡り、その回答を掲載していきます。今月号は短期・中期要望のインフラ整備について掲載させていただ
きます。

豊田安城線の事業推進

短期要望

整備計画区間内の安城新田工区(700ｍ)の早期完
成と、引き続き名鉄西尾線との立体交差部を含む未
着手区間(500ｍ)の早期事業化の推進について愛知
県への働き掛けを要望

豊田安城線の整備は、愛知県事業として行われてお
り、安城市としても最重要路線として、ミッシングリンク
となっている1,200メートル区間の整備に関し、愛知県に
要望しているところです。
安城新田工区(700ｍ)は、すでに事業着手し、平成27
年度より用地買収に入っており、事業が進んでおります。
また、安城池浦工区「仮称」(500ｍ)の内とりわけ、東
側の200メートル区間についても、2026年アジア競技大
会におけるソフトボール場へのアクセスルートなること
から、早期整備を要望してまいります。

岡崎半田線の早期整備

短期要望

北明治区間の渋滞緩和と歩行者の安全確保のた
めの拡幅整備について関係機関への働き掛けを要望

北明治区間については、都市計画の変更を終え、事業
主体である愛知県が、事業認可に向けた準備を進めてお
ります。今後も引き続き愛知県と情報共有を行い、事業
化に向け協力してまいります。

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

中期要望

IC周辺のアクセス道路における渋滞緩和整備を
要望

名豊道路のICに接続する道路については、交差点等に
おける渋滞緩和に有効な対策を国・県とともに検討して
まいります。
なお、和泉ICについては、今年度、愛知県において、主
要地方道安城碧南線を北進する車両がスムーズに通行
できるよう左折専用レーンを設置し、渋滞緩和を図って
まいります。

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

中期要望

愛知県への働き掛けを要望

衣浦ポートアイランド廃棄物最終処分場の第２期建設
計画につきましては、愛知県の衣浦港港湾計画書の中
に位置付けられており、衣浦港ポートアイランド廃棄物
最終処分場確保促進協議会(周辺10市５町、５商工会議
所、５商工会で組織）を通じ、県へ計画の促進を要望し
てまいります。

− ８−

あんじょう商工会議所

名古屋岡崎線バイパスの事業推進

その1
短期要望

事業推進について愛知県への働き掛けを要望

名古屋岡崎線バイパスの整備については、愛知県事
業として行っており、安城市のみならず、名古屋岡崎線
建設推進協議会(沿線５市で組織)を通じ、愛知県に強
く要望しているところです。
安城市内の整備状況として、現在は岡崎市側、豊田市
側の一部区間において開通しており、未開通区間につい
ても今年度末の供用開始に向けて工事が進んでおりま
す。この区間の整備完了により、安城市内全線が供用開
始となり、岡崎市から刈谷市までの区間が連続して通行
できるようになります。
今後は協議会として、名古屋岡崎線の全線開通のため、
残る区間の早期完成を要望してまいります。

河川(鹿乗川等)の改修工事の推進

短期要望

鹿乗川等の改修工事の推進について関係機関への
働き掛けを要望

一級河川鹿乗川の改修については、愛知県事業とし
て行っており、鹿乗川改修促進期成同盟会を通じ、愛知
県に要望しているところです。
安城市内の整備としましては、平成21年度からの５年
間は床上浸水対策特別緊急事業により重点的に取り組
んでいただきました。
今年度の鹿乗川の整備は、下懸橋の約130メートル下
流から下懸橋までの区間を実施していただけるとお聞き
しています。

新池箕輪線の早期整備

中期要望

国道23号高棚北ＩＣ側方面からも、順次整備が図ら
れるよう関係機関への働き掛けを要望

国道23号高棚北IC側方面からの整備につきましても、
新幹線三河安城駅南側の市街地拡大の検討にあわせて
整備方針を整理してまいりますので、よろしくお願いし
ます。

名古屋三河道路の推進

中期要望

早期に調査及び具体化が出来るよう要望

関係市町及び団体・法人で「名古屋三河道路推進協議
会」を設立しており、計画実現に向けて、要望活動等を
実施しております。今後も、引き続きご支援・ご協力を
お願いいたします。

活動報告ダイジェスト
版
経営セミナー
経営者、経営幹部、経理担当者等を対象に、８月20日
㈫に経営セミナーを開催しました。
当日は、特定非営利活動法人ヒューリット経営研究所
理事の川野太氏を講師にお招きし、ビジネスアプリやＩＴ
ツールを活用した売上アップのためのノウハウ等について
ご教授いただきました。

組織力向上セミナー
製造業に従事している管理・監督者を対象に、８月23
日㈮に組織力向上セミナーを開催しました。
当日は、株式会社サンスタッフの瀧谷清大氏を講師に
お招きし、強いチームをつくるためのモチベーション管理
やキャリアアンカー活用法などをご教授いただきました。

安城企業就職フェア「ANJOB」
当所では、雇用対策事業の一環として、刈谷公共職業安定所の共催、安城市の協力のもと、７月26日㈮に安城企業
就職フェア「ANJOB」を開催しました。
当日は、安城市内企業を中心とした27社にご出展いただき、各出展企業はブース内にて求職者に対して採用の説明
や面談等を行っていました。第４回となる今回は初めての平日開催となり、新卒、卒業後３年以内、中途などを含め、合
計70名にお越しいただきました。
本イベントは、中小企業の課題となる「人材確保」が難航している現状を受け、人材確保支援を目的に毎年開催して
おり、今年度は今回を含め３回の開催を予定しています。
求職者の方々が地元企業への就職および転職に繋がるための機会の創出をはじめ、企業の人材確保への取り組み
に対して今後も支援していきます。

“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/

オーバヤシ安城日の出店
ファッションを気軽に楽しむならオーバヤシへ！
今回ご紹介するのは、バロー安城日の出店のテナントとして昨年11月にオープンした
オーバヤシ安城日の出店です。同店は、婦人服・子供服・紳士服等の日常普段着から肌
着・靴下・タオル・エプロン・軽寝具・インテリア等のデイリーファッション、季節雑貨まで
幅広い商品が気軽にお買物できる衣料品店です。店内は、お客様に「色々なお店を見た
後にやっぱりオーバヤシ」と選んでいただけるような売り場を目指しているため、季節や
流行のものを入口近くの目立つところにディスプレイする等の工夫がなされており、訪
れたお客様の購入意欲をそそるようなレイアウトになっています。また、衣料品や雑貨等
どの商品も非常にリーズナブルなため、お手軽にファッションを楽しむことができます。
リーズナブルにファッションを楽しみたいとお考えの方は、ぜひ一度オーバヤシ安城日の出店へ足を運んでみてはいかが
でしょうか。
10月1日よりあんじょうプレミアムお買物券量販店券、共通券をご利用いただけます。
所 在 地

日の出公園

安城市日の出町1-21

朝日町東

電

話

91-3800

営業時間

10:00〜21:00

定 休 日

年中無休

南安城駅北

（柴田裕）

名鉄西尾線

(バロー安城日の出店敷地内）

★

日の出町南
南安城駅

HAIR☆S あららぎ
理想のヘアスタイルを、素敵な空間で
今回は古井町にお店を構えて45年になる
「HAIR☆S あららぎ」
を取材しました。
グレーに一際目立つ黄色の看板が目印の外観。
お店に入ると天井の高さと白色の壁が
印象的な清潔感のある店内になっています。
お客様は老若男女問わず、
主に安城市内の方
が多いそうですが、
赤ちゃん筆の取り扱いもしており、
お孫さんの記念の品で祖父母の方が
作成の依頼にみえたり、
最近では外国のお客様も足を運ばれることもあるそうです。
店舗の横に駐車場も4台完備しており、
メニューはカット・カラー・パーマ、
頭皮ケアや赤
ちゃん筆の取扱いなどがあります。
ご家族で経営をされており、
アットホームな雰囲気の中で、
一人一人のお客様を大事にし、
丁寧さと技術はもちろん、
自分好みのス
タイルに仕上がるように、
しっかり相談しながらヘアスタイルを作るよう心掛けていると笑顔で今回の取材に応じてくださいまし
た。
そんな地元に愛される
「HAIR☆S あららぎ」
で楽しい時間を過ごし、
自分好みのヘアスタイルをみつけてみませんか。

電

75-6594

話

8:00〜19:00（予約優先）

定 休 日

毎週火曜日、第2・3月曜日

（三村）

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

●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

古井ちびっこ
広場
古井神社

線
幹
新
道
海
東

営業時間

碧海古井駅

安城桜井線

安城市古井町豊日10-4
名鉄西尾線

所 在 地

★

女性会だより
第66回 安城七夕まつり

七夕まつり特別委員会

山口 美重子

８月２日〜４日の３日間で安城七夕まつりがありました。連日35℃以上の猛暑が予想される中での開催となりました。そのせ
いか、初日は赤ちゃんのおむつ交換や浴衣の着崩れ直しに私達のブースを訪れる人数も例年を下回りましたが、中日、最終日
には初日の出遅れを取り返すかのような大盛況となり、
スタッフ一同大忙しでした。
「少し忙しいくらいでないと、
お祭りの醍醐
味が味わえないわね。」
と皆で笑い合ったものです。
安城七夕まつりも今年で66回を数えました。私達のブースも、赤ちゃんや小さいお子さんをお持ちのお母さん達にすっかり
定着して喜ばれています。
毎年同じように賑わうお祭りですが、私達スタッフの心構えはその年年で新たに変わります。また来年も頑張りましょう。

▲7月11日㈭、29日㈪ 着崩れ直し講習会

▲安城七夕親善大使の皆様に訪問していただきました

活動報告

▲砺波商工会議所女性会様に訪問していただきました

来 場 者 の声
・初めての利用でしたが、
帯も素敵にアレ
安城七夕まつり ンジしていただき、親子共々感激です。
女性会ブース ・女性や子連れに優しい場所がお祭り会
総利用者数 場にあることに驚くと共に、感謝の気持
ちでいっぱいになりました。
名 ・優しい声掛けや、冷たい飲み物の提供
等、
心遣いに感謝です。

329

▲8月3日㈯安城七夕まつりにて ▲8月20日㈫太っ腹にて
安城七夕まつり意見交換会
フラ部会出演

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〜

警察の相談ダイヤル#9110 〜 緊急の電話は110番 相談事は#9110 〜
「警察安全相談ダイヤル」ってなに？
犯罪等による被害を未然に防止するための相談や県民の皆さんの生活の安全と平穏に係る相談を受け付ける専用電話
窓口です。
相談窓口を適切に活用してください！
110番は緊急通報のための専用電話です。緊急の対応を必要としない相談等が「１１０番」に寄せられると、事件・事故
等緊急通報の対応に支障が生じるおそれがあります。
「#９１１０」を適切に活用してください！
警察への相談】 専用電話番号#9110または、052-953-9110
月曜日から金曜日（祝日、年末年始を除く。）の９時から１７時まで受け付けています。土・日・祝日及び
時間外のお急ぎの場合は、安城警察署（７６−０１１０）へ相談してください。
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あんじょう商工会議所

安城七夕まつり 天の川テラスのご来場ありがとうございました！

我々青年部が初めて七夕まつりに参画するようになったのは20年以上前のことだと、先輩たちから伝え聞いて
おります。
当時は「主婦の店」の前で飾り付けやモニュメントを展示しておりました。
時の移ろいと共に我々の拠点も「東海銀行」前等へと移動し、その後様々な方のご厚意のなか、へきしん天の
川テラスに辿り着きました。
イベントの内容も年々設えを変えその設営費を捻出するために今のように物販をするようになりました。現在
では七夕まつり協賛会からの支援もいただきながら商工会議所女性会を始め市民団体の方達と共に盛大にイベ
ントを開催できます事を心より感謝しております。
現在73名の青年部員の中から選抜されたメンバーにより七夕まつり特別委員会が組織され七夕まつり３日間の
ために膨大な時間と労力をかけ準備がなされてきました。特に今年から新たに挑戦したブースに関しては大変ご
好評いただきました。射的は３日間を通して、チーズドッグも、お客様をお待たせすることになってしまいました。
例年提供させていただいておりますかき氷、ドリンク、焼そば等も大変ご盛況をいただきました。ありがとうござ
いました。
今年の七夕まつり特別委員長のスローガンは「憩い」です。この二文字にはお集まりになった皆さんの笑顔を願
う菊地委員長の熱すぎる思いが込められております。今年も300席を越える休憩スペースが用意されました。そし
てご来場いただく皆様へ、だけでなく当日働く青年部メンバーへ、そしてその家族も共に楽しんでもらいたいとい
う思いから、新たに家族スペースが設けられました。例年にも増して広がった憩いのスペースはすべての人に負担
無くまつりを楽しんでもらいたいという菊地委員長の愛がこめられました。まさに「安城愛〜その未来に情熱を
傾けよう〜」という会長スローガンを具現化するまつりになったのではないでしょうか。
菊地委員長をはじめ七夕まつり特別委員会の皆様お疲れ様でした。

トーク

元気ノ助のメールで投句

うっかり︵ 才・住吉町︶

探すのを やめても未だ 見つからず

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

53

ー9月例会『第32回東海ブロック大会 刈谷大会』ー
９月例会を下記のとおり開催します。

○日
○場
○内

時 令和元年９月７日（土）
所 刈谷市総合文化センター 他
容 記念式典・分科会・懇親会

他単会メンバーとの更なる交流を深め、今後の青
年部活動や社業に活かしていただくことを目的と
する。また、隣の刈谷YEGが主管として開催され
るため、安城YEGとしても積極的に参加し会を盛
り上げていく。
あんじょう商工会議所
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熊本で頑張る６次産業『宮川洋蘭』

熊本県宇城市三角町（うきし・みすみまち）の戸馳（とばせ）島に、有限会社宮川洋蘭という積極的に６
次産業化に取り組んでいる会社がある。場所は天草諸島の入り口で、熊本駅からはJR三角線で約50分の
波多浦駅で下車し、20分ほど歩いた田園風景ののどかな町にある。橋でつながったとはいえ、総面積約７k
㎡、人口約120０人の小さな島である。
同社の主事業は、社名の通り、胡蝶蘭、カトレアなど、約300品種の花の栽培と、蘭を使った企画商品の
販売などである。創業は1972年。宮川家の二代目である宮川政友氏が、蘭の将来性に着目し、地元では初
となる蘭栽培を開始した。
その後、新品種の開発に取り組むとともに、国内外の先進地への視察や、国内外で開催される花の展示
会への積極的な出展などにより、次第に評価を高めていった。自分の手で、直接お客さまに蘭を届けたい
と、2004年からはITを利活用し、希望者に店舗から洋蘭を宅配する「店舗直送蘭」をスタートしたほか、06
年からは、洋蘭を自宅に届ける会員組織「洋蘭頒布会」も始めた。
また、11年からは、同社が栽培した洋蘭の規格外の花を利活用し、オリジナル・ボトルフラワー「森のグ
ラスブーケ」を製造・販売している。ちなみに、このボトルフラワーは、半永久的に枯れないため、仏壇飾り
などとして評価が高く、現在では同社の主力商品の一つとなっている。
こうした努力が実り、現在では、パート社員を含め、社員数30人強、売上高も約３億円にまで発展した。
また、年間宅配件数も全国各地に及び、今や５万件を超えている。まさに、研究機能、生産機能（栽培機
能）、そして、直販機能を有する６次産業化のモデル企業である。
そればかりか、同社は地域全体の発展にも熱心で、地域の過疎化が進行する中、何とか人口流出を止め
たいと「近い将来は100人雇用、10億円売り上げ」を高らかに目標に掲げ、息子である宮川将人専務を中心
に、さらなる経営革新に取り組んでいる。
余談だが、戸馳島は元々菊やバラ、あるいはイチゴやミカンの栽培農家が多かったのだが、同社の活動
に触発され、洋蘭を栽培する農家が１軒、２軒と増えていき、今や10数軒に上っていることから、日本を代
表する蘭の一大産地となっている。
人を大切にする経営学会
会長

坂本

光司

編集後記
９月に入りましたが、まだまだ暑い日が続き、夏の疲れが出ている方もいらっしゃるので
はないでしょうか。早く秋らしい気候になってほしいものです。そして秋と言えばスポーツ！

本誌に関する問い合わせ先

9月20日にはアジア初開催、4年に一度の祭典「ラグビーワールド2019」が開幕します。日

安城商工会議所

本ではまだまだメジャースポーツではありませんが、前回大会の観客動員数は約240万人

〒446-8512 愛知県安城市桜町16番地1

とＦＩＦＡワールドカップの観客動員数が約300万人と言われていますので、世界的にはメ

TEL：0566-76-5175

ジャーなスポーツなのではないでしょうか。来年にはオリンピック・パラリンピックが開催

FAX：0566-76-4322

されるので、様々なイベントが行われます。いままで見たことのない競技やスポーツに触れ

E-mail：info@anjo-cci.or.jp

る秋にするのはいかがでしょうか。

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。

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

793

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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