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特集１

｢キャッシュレス・ポイント還元
事業をご活用ください！」
特集2

｢商工会議所要望事項に対する
回答②」

TOKYO FASHION EDGEのフォトコンテストにて
大賞を受賞！
〜文化講演会〜

「人を育てるリーダーの条件」
と

き

令和元年11月６日㈬ 14時00分〜15時30分

ところ

安城商工会議所 ５階 大会議室

講

師

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

※詳しくは、今月号の折込チラシをご覧ください。

安城商工会議所 E-mail▶info@anjo-cci.or.jp
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安城商工会議所 行事予定
10月
３日㈭
９日㈬
10日㈭
10日㈭
16日㈬
17日㈭
17日㈭
18日㈮
18日㈮
21日㈪
24日㈭
25日㈮
28日㈪
30日㈬

障がい者雇用のはじめの一歩
金融相談（日本政策金融公庫）
サルビア研究会視察会
初級簿記講座
初級簿記講座
法律相談
安城ものづくりコンベンション2019
安城ものづくりコンベンション2019
初級簿記講座
初級簿記講座
初級簿記講座
金融相談（愛知県信用保証協会）
初級簿記講座
初級簿記講座

13:30〜15:30
10:00〜12:00
８:10〜17:50
18:30〜21:00
18:30〜21:00
13:00〜16:00
10:00〜16:00
10:00〜16:00
18:30〜21:00
18:30〜21:00
18:30〜21:00
13:00〜16:00
18:30〜21:00
18:30〜21:00

Scisco hair design

匠の技術と最先端のセンスで数々の賞を受賞！
表紙は、美容専門誌TOKYO FASHION EDGEの第６回フォトコンテストに
て大賞を受賞された美容室「Scisco hair design」オーナーの柴田大介氏で
す。柴田氏は他にも資生堂が開催しているBEAUTY INNOVATOR AWARDに
て３年連続で受賞されるなど数々の美容コンテストで受賞されており、
そのデザインセンスと技術力は全国トップクラスです。また、現在も選
考途中のJapan Hairdressing Awardsで中部エリア代表に選ばれるなど、常
に自身の技術向上のために挑戦し続けています。そのため、カットやカ
ラーの技術はもちろんのこと、お客様が持つイメージや世界観を最大限に表現いただけます。
「オシャレな髪形にしたい」「雰囲気を変えたい」とお考えの方は、ぜひ一度「Scisco hair design」に足を運ん
でみてはいかかでしょうか。
【お問合せ】Scisco hair design 所在地：篠目町井山220-1 TEL：77-1439
あんじょう商工会議所

− ３−

事前申込制ですので、ウェブサイトよりお申込みください !（先着順）

− ４−

あんじょう商工会議所

おしらせ

商工会議所からの

『商工会議所福祉制度
キャンペーン』実施のお知らせ
ベストウイズクラブでは、
「福祉制度キャンペーン」を
9/17〜11/29に実施いたします。本キャンペーンは『商工
会議所福祉制度』を会員の皆様にご理解いただき、会
員事業所の福祉向上にお役立ていただくことを主な目
的としています。
商工会議所福祉制度』は、経営者・役員の皆様の保
障や退職金準備他、入院・介護・老後に備えた様々な
保障ニーズにお応えするものです。
商工会議所職員とアクサ生命保険株式会社の担当社
員がお伺いした際には、是非ご協力いただきますよう
お願い申しあげます。
問 総務・業務グループ 共済係
※「ベストウイズクラブ」は、商工会議所共済制度・福祉制度
の普及・推進を目的とし全国各地の商工会議所およびアク
サ生命保険株式会社により運営されている組織です。

令和元年度 後期分
安城商工会議所会費について

初級簿記講座
簿記の基礎から日商簿記3級検定試験の内容を習得
することで、会社や商店の経理事務に対応し財務面の
意識向上及び経営の一助となりますので、この機会に
ぜひご受講ください。
時 令和元年10月

10日㈭､16日㈬､18日㈮､21日㈪､
24日㈭､28日㈪､30日㈬
11月 １日㈮､６日㈬､８日㈮､11日㈪､
13日㈬
（全12回）

※講習会の時間は各日18時30分〜21時00分になります。

安城商工会議所 3階 研修室
税理士 鳥居 玄倫 氏（東海税理士会刈谷支部）
商業簿記（日商簿記検定試験3級程度の内容）
経営者、経理・総務担当者、会計の基礎知識を得た
い方など
定 20名
￥ 安城商工会議所会員：１名 5,500円
法人会・青色申告会会員：１名 6,600円
一般（上記以外）
：１名11,000円
場
講
内
対

※消費税・テキスト代込

安城商工会議所の令和元年度後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。
納付書の事業所】
10月18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。
口座振替の事業所
10月18日㈮に指定口座より振替させていただきます。

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。

東海税理士会
刈谷支部 安城部会

TEL 77-3636

地域商談会（三河・知多会場）
「発注企業」参加募集中！
発注企業と受注企業が一堂に会し、具体的な商談や
情報交換をしていただく商談会を開催します。
｢発注ニーズ」をお持ちの企業の皆様、新たなビジネ
スパートナーの発掘に、是非ご参加ください！
令和２年2月20日㈭13時00分〜17時15分
刈谷市産業振興センター「あいおいホール」
発注企業65社
無料
令和元年10月１日㈫〜10月31日㈭
受注企業は11中旬から募集を開始する予定
です。
お問合せ 安城商工会議所
担当：杉山 TEL：0566-76-5175
公益財団法人あいち産業振興機構
担当：阿比留、長尾 TEL：052-715-3068
日
時
場
所
募集企業
参 加 費
募集期間
備
考

『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
10月２日㈬

11月６日㈬

12月４日㈬

１月８日㈬

２月５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

− ５−

赤い羽根共同募金へのご協力をお願いします！

安城市観光協会認定土産品募集

今年度も10月１日から全国一斉に
「赤い羽根共同募金
運動」
が展開されます。
事業所の皆さまには毎年事業所募金をお願いしており、
担当地区の民生委員が各事業所を訪問し、募金の協力を
呼びかけます。
なお、共同募金への寄付は、法人税に対する税制上の
優遇措置として
「全額損金」
とすることができますので、あ
たたかいご支援、
ご協力をお願いします。
【お問合せ】安城市共同募金委員会 担当 辻田
（安城市社会福祉協議会総務課企画財務係）TEL：0566-77-2941

安城市観光協会では、商品名や原材料などから安城市
を連想させる安城市らしい認定土産品を募集します。

労働講座「事例から学ぶ！働きやすい職場づくり」
この講座では、中小企業において対応が急務である
「ハラスメント防止」
「
、長時間労働の是正」
「
、同一労働同
一賃金」
をテーマとし、実際の事例を中心に、明日から役
に立つ内容をお伝えしますのでぜひ、御参加ください。
【日時】令和元年1１月12日㈫ 13時00分〜16時30分
【場所】刈谷市産業振興センター604会議室
【内容】 愛知県労働委員会のあっせん制度について
ハラスメント防止対策と相談事例
働きやすい・働きがいのある職場づくり
【定員】100名
（先着順）【料金】無料
【お問合せ】愛知県西三河県民事務所 産業労働課
TEL：0564-27-2782

− ６−

あんじょう商工会議所

【応募資格】
安城市内に事業所を有し、土産品を製造販売している方
【申込】
令和元年11月８日㈮までに所定の申請書に記入のうえ、
安城市観光協会事務局
（商工課）
までお申込みください。
所定の申請書は、市役所商工課窓口または安城市観光協
会ホームページから印刷できます。
【応募点数】制限なし
【認定期間】令和２年４月１日〜令和４年３月３１日
【登録】
認定を受けた商品は、登録料として１点につき金3,000円
を納入していただきます。認定期間内に限り
「安城市観光
協会認定土産品シール」
を貼付して、販売することができ
ます。
【特典】
各種物産展への出展、桜井駅、三河安城駅に商品紹介
ディスプレイを展示、安城市観光協会ガイドマップへの掲
載、観光案内所での商品ＰＲなど。
【お問合せ】
安城市観光協会
（市役所商工課内）
TEL：0566-71-2235 FAX：0566-76-1184

特集
1

キャッシュレス・ポイント還元
事業をご活用ください！

中小・
小企業
事業者
登録受
の
付中

キャッシュレス・ポイント還元事業は、消費税率引上げ後の消費喚起とキャッシュレス推進の観点
から、10月１日から2020年６月末までの９か月間実施される中小・小規模事業者向けの支援制度で
す。対象となる中小・小規模店舗は、キャッシュレス化するに当たり、決済手数料補助、端末補助な
どの支援が受けられます。また、キャッシュレスで支払った消費者へのポイント還元の原資も国が負
担します。

＜事業参加までの流れ＞

などの手続きは、キャッシュレス決
済事業者経由で実施します。

中小店舗は、本事業の対象となる

完了したら送付されてくるポスター
やステッカーなどを店頭に掲示し準
備は完了。

STEP2: 決済事業者を選択・契約（複数の場合もあり）
STEP3: 決済事業者経由で参加申込み

※複数の決済事業者と契約している場合、
それぞれの決済事業者経由で申込が必要です!

決済事業者内の審査

契約サービス情報等
必要情報を提出

国・事務局

参加を申込み（登録申請）。登録が

STEP1: 自分の店舗が対象か確認

決済事業者

場合は、選択した決済事業者経由で

中小事業者

中小店舗の本事業への参加申込み

事業参加までのステップ

店舗毎の加盟店ID(13桁)
を発行(申請受付)

加盟店登録審査を実施

加盟店登録申請

中小事業者

登録完了
ポスター・ステッカーなどの事業の広報物を店頭に掲示

＜対象になるか確認＞

本事業において 対象となる中小・ 小規模店舗の条件等は、以下のとおりです。

対象となる中小・小規模事業者の主な条件
会社及び個人事業主の場合
資本金の額
又は出資の総額

常時使用する
従業員の数

製造業
その他

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

小売業

5000万円以下

50人以下

サービス業

5000万円以下

100人以下

又は

業種分類

対象となる中小・小規模事業者の主な条件
フランチャイズチェーン等については、中小・小規模
事業者に該当する加盟店についてのみ 、国から ポ
イント還元等（２％分）の原資を補助（端末補助・手
数料補助はなし）。

100人以下

上記を満たしていても、確定している（申告済みの）直近過
去３年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が１
５億円を超える中小・小規模事業者は補助の対象外租税特
別措置法で本年４月から同様の措置が適用）。

本部（フランチャイザー）
契約で経営ノウハウ、標識を提供

直営店

大企業に該当する加盟店
（フランチャイジー）

国から補助せず

中小・小規模事業者に
該当する加盟店
（フランチャイジー）

国からポイント還元等の
原資を補助

【実施期間】2019年10月1日〜2020年6月30日
お問合せ

ポイント還元窓口 中小・小規模事業者向け
TEL：0570-000655
受付時間：平日10時00分〜18時00分
HP：https://cashless.go.jp/
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

先月号に引き続き、安城市長および安城市議会議長に提出した要望書に対する回答
を掲載いたします。今月号は、要望事項の中から「産業振興」に関する回答になります。

中心市街地商店街への人の誘導策
への支援

短期要望

中心市街地商業者等が実施する商店
街事業への支援と、中心市街地東部エリ
アの更なる賑わい創出のための支援につ
いて要望
昨年、中心市街地に関わりのある方々など
を集めたワークショップを開催し、中心市街地
の活性化についての話し合いを行ったところ、
現在、新たな賑わい創出のための取り組みが
始まっています。
この取り組みの支援とともに、従来からの
補助制度などの商店街事業に対する支援を継
続することにより、中心市街地東部エリアも含
めた全体の賑わい創出を図ってまいりたいと
考えておりますので、よろしくお願いします。

最低制限価格の引き上げ

短期要望

入札落札時の最低制限価格の引き上げ
を要望
当市の最低制限価格制度は、市場価格を反
映して応札額によって変動する算定方式であ
るため、現制度において十分にダンピング対
策の効果を得られていると考えています。制度
改正につきましては、今後の応札状況を踏ま
えて対応していきます。

(仮称)産業振興センターの建設

工業用地の確保および整備

その2

短期要望

市北部地域への工場拡張用地の確保と、
物流を含めた用地の確保について要望
市北部地域において工業用地を確保するた
めには、第８次安城市総合計画の土地利用構
想において、北部地域における産業ゾーンの拡
大を図るとともに、第３次安城市都市計画マ
スタープランにおいて産業系拡大市街地圏域
として新たに位置づけることが必要です。
今後、企業ニーズや、土地利用の在り方を踏
まえながら、その可能性について検討していき
ます。

商店街利用者が利用しやすい
市営駐車場支援

短期要望

市営駐車場を利用しやすくなるよう、
補助の増額等の支援策への取組を要望
平成29年度の駐車場の料金改定による負担
軽減のため、駐車場回数券の大口の購入者に
対しては、回数券の取りまとめをしている団体
により、平成30年度から新たな割引を実施して
おります。
現時点では、駐車場回数券購入費の５割の
補助を行っており、受益者負担の観点から、現
在の補助率を維持してまいりたいと考えてお
りますので、よろしくお願いいたします。
中期要望

多業種が利活用できる展示会場と支援設備を有する（仮称）産業振興センターの建設につい
て具体的な計画策定、用地の確保等を要望
大規模な展示場としての機能を有する産業振興センターの建設につきましては、長期的な課題とし
て研究してまいります。
その間、市内企業が会する産業フェア等の開催につきまして、既存の施設を有効活用していただき、
地域産業の活性化に繋がる事業の開催をご検討いただきたいと思います。

“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
− ８−

あんじょう商工会議所

活動報告ダイジェスト
版
段取り力強化セミナー
９月４日㈬に段取り力強化セミナーを開催しました。
当日は、EBIマネジメントオフィスの蛯原健治氏を講
師にお招きし、仕事を効率的にすすめるための段取り
や段取りの本質、そして業務改善スキルなどを学びま
した。参加者した25名は時間の使い方を見直し、段取
りの重要性について理解を深めました。

税務研修会

理工系大学教授等との情報交換会
西三河地区就職情報提供事業研究会主催で９月10
日㈫に人材確保と共同研究を目的とした理工系大学
教授等との情報交換会を刈谷市産業振興センターに
て開催しました。
当日は、西三河地域企業132社132名と県内外の理
工系大学18大学26名にご参加いただき、情報交換や名
刺交換等を行いました。

休日パテントセミナー

経営者や経理担当者等を対象に９月11日㈬に税務
知的財産に関心のある方を対象に愛知県、日本弁理
研修会を開催しました。
士会東海会、安城市と共催で８月24日㈯、９月14日㈯・
当日は、刈谷税務署の担当者を講師にお招きし、消
28日㈯に休日パテントセミナーを開催しました。
費税増税及び軽減税率制度の内容を再確認し、増税
当日は、日本弁理士東海会所属の弁理士の方々を
後の日々の業務への影響等をご教授いただきました。 講師にお招きし、知的財産権制度の概要や、意匠・商
標・知的財産契約の基礎知識についてご教授いただ
きました。

事業承継・M＆Aセミナー
事業承継を考えている経営者等を対象に碧海信用
金庫・公益財団法人あいち産業振興機構と共催で９月
３日㈫に事業承継・M＆Aセミナーを開催しました。
当日は、行政書士きざき法務オフィス及びあいち事
業承継ネットワーク事務局、愛知県事業承継引継ぎ支
援センターの担当者を講師にお招きし、事業承継の現
状や行い方等をご教授いただきました。

交通安全啓蒙運動
当所および当館テナントのアクサ生命保険株式会社
は、９月25日㈬に秋の交通安全県民運動に合わせて、
朝の通勤・通学時間帯に桜町交差点前にて交通安全
啓蒙活動を実施しました。
今回の活動は、自動車及び自転車利用者、歩行者へ
交通ルールやマナーの遵守を呼びかけ、交通事故防止
の促進を図ることを目的に行っています。

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/

有限会社ハヤシ商店
工夫された使いやすい工場向け塩ビ加工品
今回ご紹介する㈲ハヤシ商店は、塩化ビニル加工および包装資材卸売を行っています。当
社では、作り手の事情ではなく、お客様の利便性に寄り添った製品製造を心掛け、従来の
チャック付き「かんばんケース」に加え、情報の運搬に必要なあらゆる「かんばん差し」を開発
し、お客様の目線や指先感覚、使い勝手のよい馴染みやすい製品を開発しています。
また、フルオートメーション、オートメーション、ハンドメイドを駆使し、業界稀有の金型・治
具製造内製化によりTRY&GOを迅速化した最適生産を実現しました。
寸法・形状・ロットに自由度を持ったオートメーション加工機によるかんばんケース、かんばん差しを製造し、QRやFFIDにも対応可
能。腰袋や手提、製品カバーなどハンドメイドによる複雑な加工品を取扱っています。自動車産業（トヨタ自動車様）、自動車部品産
業（各TIER1・TIER2企業様）の物流担当者や生産管理者、製函業者や製袋業者などの包装業界関係者の皆様、製造現場でお困りの
ことがございましたら「ハヤシ商店」に是非お立ち寄りください。

所 在 地

安城市上条町千度21-2

電

75-1577

話

47
286

安城東公園

営業時間

9:00〜17:00

定 休 日

土日

H

http://hayashi-shouten.jp/company.html

P

大岡町荒古

新明町東

東海

（黒野）

コロナ
キャット
ボウル

★

道本

上条町千度

線

コロナ
ワールド

株式会社 LASK
心温まるサービス満載の便利な車屋さん
今回は、赤松町にあります、自動車の新車並びに中古車の販売や整備、車検、修理などを手掛け
る便利な車屋さん「㈱ＬＡＳＫ」をご紹介します。
「お客様のお役に立ち、喜んでもらえるお店でありたい」と話してくれた社長の安藤さん。安藤さ
んのこんなお店があったら良いな、という想いが形となった他店とは一味違うサービスを提供し
ています。
まず、同社で自動車をご購入のお客様はエンジンオイル交換が永久無料となります。また、整備
や車検をご依頼のお客様は自由な時間を満喫して欲しいとの想いから納車は基本的に引き取り
となり、お子様がいる方や仕事中に完了して欲しい方などにもオススメ。サービスで洗車と車内清掃が付いており、車検の場合は磨きコー
ディングも行っているとのこと。
これだけ多くのサービスがあると購入や整備の費用が高いのではと心配する方にも安心。できる限りのリーズナブルな価格を提案して
くれます。
最近ではスポーツカーやドレスアップカーなどのタイヤの持込交換なども多いそうです。丁寧かつスピーディな対応の便利な車屋さん
「㈱ＬＡＳＫ」をぜひ利用してみては。

所 在 地

安城市赤松町本郷81-1

電

75-7727

話

45

営業時間

9:00〜19:00

定 休 日

毎週日曜日

H

http://www.newcar-coating-carbell-lask-anjo.com/

P

赤松町鐘山

赤松町
12

（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

●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

若松神社

★

女性会だより
第51回 全国商工会議所女性会連合会鹿児島全国大会

副会長

深田 智子

おじゃったもんせ！〜さつまおごじょのおもてなし〜をテーマに全
国330女性会2600名が集い盛大に開催されました。現地では、
ＣＭ、
新聞、ニュースなどで紹介され、来賓祝辞では、女性会のパワーを
地域創生の原動力としたい など、力強い歓迎を受けました。愛知県
からの参加者は153名、開催地を除く全国1位。また第18回最優秀女
性起業家大賞に蒲郡市の㈱ミスコンシャス、会員増強では、刈谷女
性会が受賞するなど、
この地域の活躍も目立ちました。
オープニングセレモニーの薩摩琵琶とフラメンコのコラボレー
ション、城南海さんの国歌独唱、林真理子さんの記念講演など、合
わせて実りある大会参加となりました。

三河商工会議所会女性会サミット

みんなのひろば
鈴虫のかすれし声の哀れかな

夏草の刈られし匂ひ残りけり

しき
散り頻
る銀杏落葉の飛騨路ゆく

稲垣 美保子

9月17日㈫豊川商工会議所にて、三河サミット
が行われ、三河地区の10会議所の女性会が集
い、安城からは正副会長、事務局の4人で参加致
しました。
各女性会の会長より、事業報告が発表されま
したが、今年は例年と異なり、報告だけでなく、本
音で現在の女性会の在り方、若い世代にいかに
継承したら良いのか、又、更に良い組織にする為
にはどうあるべきか等々、胸の内の熱い思いをお
聞きする事が出来ました。今、
どの女性会でも、
こ
の問題について問われています。私達は女性な
らではのおもてなしと、細やかな気づかいを持っ
て、楽しく充実感を味わえる活動が出来る様に
日々、努力していきたいと思います。

副会長

畔柳 多美

お 知 らせ
●安城元気フェスタ2019
日時：12月1日㈰午前9：00〜午後4:00
場所：安城総合運動公園一

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。

特殊詐
欺に
ご
注
意を
特殊詐欺とは、電話、メール、ハガキなどを利用して、顔を合わせることなく被害者をだまし、現金や
〜安城警察署からのお知らせ〜オレは誰？STOP！特殊詐欺

キャッシュカードをだまし取る犯罪です。
＜被害に遭わないために＞

・犯人と話をしないように電話機を常時留守番電話に設定して
おき、電話の相手が誰なのかを確認してから電話に出るよう
にする。
・ナンバーディスプレイや被害防止対策機能が付いた電話機を
使用する。
・相手の身分を疑う。
（電話を一旦切って、正しい電話番号か調
べる。）
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・お金を要求するメールやハガキに記載された電話番号には電
話しない。
・第三者に現金やキャッシュカードを渡さない。暗証番号は絶
対に教えない。
・宅配便、レターパックなどで現金を送らない。
・普段から、家族や地域でコミュニケーションを図り「振り込め
詐欺」の話をする。

YEGDAYキャラバン訪問

つい先日、日本商工会議所青年部東海ブロック大会を満喫したばかりですが、今月の役員会ではYEGDAYの
PRとして愛知県商工会議所青年部連合会出向者の皆様にお越しいただきました。各委員会が安城で開催されて
いたこともあり県内各地から60名を超える皆様にお集まりいただきました。
愛知県商工会議所青年部連合会とは、愛知県内の商工会議所青年部全20単会（安城YEG、刈谷YEGなど）を
もって組織されております。そしてその各単会から愛知県商工会議所青年部連合会の3つの委員会へ、ならびに
役員へ数名ずつ出向しております。
愛知県商工会議所青年部連合会（以下、愛知県連）は25周年を迎えました。この25年の間に会員数は20 0 0人
を超え、今では国内最大の連合会となりました。
愛知県連は同じ志を持った仲間が集い、私達の成長や地域の発展の為に研鑽と交流、情報発信を行う場だと
考えます。愛 知 県 連の為に2 0 単会が あるのではなく、2 0 単会すべての 仲間の為に愛 知 県 連 が あります。地 域
No.1の経済団体と成るべく、単会の垣根を越え集った仲間が愛知県連の各事業や委員会活動を通じて研鑽と交
流を行い、情報などを発信し共有する、それが私たちYEGの絆を更に強固なものにし、私達や地域経済の成長発
展に繋がり、新しい時代でも地域No.1の青年経済団体として進化し続ける事が出来ると思います。その為の愛
知県連であり、今こそ新しい時代の礎と成るべく共に行動を起こさなければいけないと思います。
（相川光久愛知県連会長、会長所信より抜粋）
相川会長の会長所信どおりNo.1にちなんだ分科会がまさにいま計画されています。
開会式、基調講演、各分科会は中部国際空港セントレアで行われます。大懇親会は８月に開業したばかりの愛
知県国際展示場Aichi Sky Expoで行われます。11月４日まで愛知県連出向者の皆さんによって企画されていく
各事業に期待しましょう！今からとても楽しみです。
そしてPRの後、松井渉外委員長のもと安城メンバーも加わり懇親会を開催いたしました。総勢80名を超えるメ
ンバーが集まり交流を深めると共に愛知県連YEGDAYのために英気を養いました。
安城までお越しいただきました出向者の皆様ありがとうございました。
そして企画されました渉外委員会の皆様お疲れ様でした。

ー臨時総会・10月例会ー

臨時総会・１０月例会を下記のとおり開催します。
○日
○場
○内

時 令和元年10月24日㈭ 18時30分より
所 安城商工会議所 ５階 大会議室
容 臨時総会では令和２年度の役員予定者並び
に県連出向予定者を選出する。10月例会で
は「目指せ！強い組織作りによる元気な会
社！」として組織の成長や目標達成を目指
す内容のセミナーを開催いたします。
あんじょう商工会議所
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健やかに暮らす家づくりをする
『エコ建築考房』
愛知県一宮市に、株式会社エコ建築考房という社名の注文住宅メーカーがある。創業は、今から21年前の

1998年。現社長である喜多茂樹氏の義理の父に当たる髙間利雄氏が、ある住宅メーカーを脱サラしてスター
トした。

創業のきっかけは、家族の健康に悪い影響を与えるような合板や集成材、さらにはビニールなどの化学製

品が多用された住宅を建てていいのか、売っていいのか、という強い思いである。

真に家族の健康づくり・だんらんづくりの役に立つ住宅を提供したいという、創業の精神・思いは、当初、

市場になかなか評価されず苦労したが、その後、娘婿である他業界出身の喜多氏が入社し、2012年から、創業

者の義父と喜多氏、社員が一丸となり業務を見直し改善した結果、次第に市場で評価されるようになって
いった。

喜多社長は、事業を承継するや否や、先代の創業の精神である「国産無垢（むく）材による健康住宅」づく

り、
「健やかに暮らす住宅」づくりを、より一層前面に出すとともに、この間、社員はもとより協力事業者と一
体となって無理をしない誠実な経営や、地道な地域貢献・社会貢献活動を行ってきた。

苦労と努力が実り、入社した12年当時の社員数は９人であったが、その後、年々増加して今や43人にまで

なった。

営業担当の社員は１人もいないが、同社の住宅づくりの変わらぬ基本姿勢と行動が口コミで広がってい

き、工期が他の住宅メーカーよりはるかに長い（平均工期約７カ月）にもかかわらず、今や年間の新築住宅戸
数は30棟に達している。

さらに驚くのは、同社の社員の約３分の１は同社が住宅を建てたときの顧客で、中には同業他社から同社

にあえて転職した者もいる点だ。

先日、機会があって、春日井市の住宅展示場（ナゴヤハウジングセンター春日井会場）にある、同社のモデ

ルハウスを見学させていただいた。数あるモデルハウスの中でも看板やのぼりなどPRするものが何一つな
い、既に入居者がいるのではないかと勘違いしそうな２階建てのモデルハウスであった。

中に入ると、広々とした居住空間と、まるで森の中にいるような木の香りが漂う素敵な住宅であった。それ

もそのはず、柱や土台、さらには梁（はり）などに使用されている部材の全ては、FSC（Forest Stewardship

Council＝森林管理協議会）の森林認証（森林の管理方法や流通、由来する製品に関する国際的な森林認証
制度）を受けた岐阜県加茂郡東白川村の山から切り出したヒノキや杉だという。

「真の営業とは、営業をしない営業のことを言う」という言葉にふさわしい、いい会社である。

人を大切にする経営学会
会長

坂本

光司

編集後記
暑い日もようやく落ち着き、過ごしやすい気候になってきましたね。特に朝晩は20度を
下回る日もあり、急な温度変化で体調を崩さないよう注意が必要です。さて、10月からはい
よいよ消費税が増税され、軽減税率が導入されます。市場には消費税が８％と10％のもの
が入り交じり、分り辛いと感じる方も多いかと思います。私自身もどういった時にどの商品
が８％か10％になるのかをはっきりと理解しておらず、新聞やインターネット等で勉強をし
ております。また、お会計の際にクレジットカードや電子マネー等でキャッシュレス決済を
行うとポイント還元されるなど、お得に買い物をする方法もあるため、得をするためにも
しっかりとした理解が必要だと感じます。皆さんもポイント還元等を上手く活用してお得
にお買い物してみては。
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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。

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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令和元年

「健康で元気をつくる東祥」 ホリデイスポーツクラブ

月１日号︵毎月１日発行︶

10

第
号

794

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

− 16−

あんじょう商工会議所

