安城商工会議所会報
2020 No.797

1

特集

｢新年のご挨拶」
不乘森神社の里獅子

謹んで新春のお慶びを申し上げます
安城商工会議所
会
頭 沓名俊裕
副 会 頭 福田雅美
副 会 頭 中村一教
副 会 頭 丸山光夫
筆頭常議員 細 井 英 治
副 会 頭 富田清治
常務理事 菊 池
修
専務理事 岩 瀨 英 行
安城商工会議所 役員・議員・事務局一同
安城商工会議所 E-mail▶info@anjo-cci.or.jp

安城

商工

目次
4.5

6.7

今月の会員事業所訪問
一本堂 安城錦町店

特集
「新年のご挨拶」
商工会議所からのお知らせ

所在地

錦町3-7

電

91-1155

話

経済講演会
プレミアム会員証
若手後継者育成事業講習会
建設部会主催セミナー
8

掲示板

BAR Eleanor（㈱エス）
所在地

御幸本町8-7

電

76-0606

話

ハローワーク利用方法変更について
新事業展開応援助成金
9

活動報告
同一労働同一賃金セミナー
安城警察署 激励訪問

1月

交通安全啓蒙活動
10

事業所訪問
「一本堂 安城錦町店」
「BAR Eleanor（㈱エス）」

11

情報ファイル
新入会員のお知らせ
会員の動き

12

女性会だより

13

YEGだより

14

コラム
編集後記
今月号の表紙

安城商工会議所 行事予定

８日㈬ 新春賀詞交歓会
８日㈬ 金融相談（日本政策金融公庫）
14日㈫ 年末調整指導会
15日㈬ 年末調整指導会
16日㈭ 法律相談
19日㈰ Anjo創業スクール
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不乗森神社

年初めは獅子舞で厄払いを！
表紙は、里町の不乗森神社で元旦祭をはじめ、様々な年中行事で見るこ
とのできる獅子舞です。同神社は、古くは旧鎌倉街道を往来する人々が馬
から下馬し、拝礼していたことから「不乗森神社」の名称となった968年
に創立した古社です。猿を神の御使として大切にしており、境内には「見
ざる」「言わざる」「聞かざる」など複数の神猿像があります。
獅子舞は、幸せを招くと共に厄病退治や悪魔払いとして古くより伝えら
れています。獅子に頭をかまれるとその年は無病息災で元気で過ごせると
いう言い伝えがあり、同神社では毎年行われている行事です。
【お問合せ】不乗森神社

所在地：里町森128

TEL：98-4825
あんじょう商工会議所

− ３−

新年のごあいさつ

安城商工会議所 会頭 沓 名 俊 裕

新年明けましておめでとうございます。希望に満ちた令和2年の新春を
お迎えになられたことと、心よりお慶び申し上げます。
会員の皆様におかれましては、日頃より安城商工会議所の運営と事業活動にご理解・ご協力
を賜り厚くお礼申し上げます。
日本経済は比較的堅調に推移しているというものの、消費税引き上げに伴う消費者の節約志
向の強まり、高額品を中心とした駆け込み需要の反動など、幅広い業種に影響の懸念がされて
おり私たち中小・小規模事業者を取り巻く経営環境も多様化、複雑化しています。特に経営者の
高齢化等に伴う事業承継問題や人口減少に伴う企業の人手不足による生産性低下の問題などは
重要な課題となっております。また、海外では米中貿易摩擦の深刻化、英国のＥＵ離脱問題、日韓関係の悪化など先行き
不透明感が増してきております。
こうした中、当所は昨年消費税引上げ対策として市に協力いただき、独自のプレミアム商品券・建設券事業を実施。多
くの市民の皆様が購入されました。
本年は、引き続き西三河の玄関口である新幹線三河安城駅ひかり停車活動、企業の健康経営、働き方改革への推進、人
手不足対応として安城企業説明会ANJOBの実施、関係団体と連携した事業承継対策支援にも取り組んでまいります。
経済を取り巻く環境も大きな変革期を迎えている中、企業や地域は時代の変化をチャンスに変えていくことが重要であ
り、商工会議所が果たすべき役割も益々重大さを増してきております。今後も多くの方の意見を聞きながら、アンテナを
張り巡らし、一層より良い事業へと時代のニーズに応えられるよう全力を挙げて進めてまいります。
「経済の発展なくして
地域の発展なし」を合言葉に、地域と企業を元気にする頼りになる経済団体として、地域経済の持続的な発展並びに地
方創生に向けて尽力してまいる所存です。
今年の干支は庚子（かのえね）です。面白いことに、子と庚はともに新しい局面に入るという意味があり、なかなか興味
深い年になるような予感がいたします。会員の皆様には引き続き、本所の活動に一層のご理解とご支援をお願い申し上
げ、新年の挨拶とさせていただきます。

新年のごあいさつ

安城市長 神 谷

学

安城商工会議所会員の皆様、新年明けましておめでとうございます。
令和２年の輝かしい新春を迎えられましたことを心からお慶び申し上げます。
皆様におかれましては、日ごろから市政に対し温かいご支援ご理解を賜り、厚くお礼申し上げ
ます。
長期化する米中貿易摩擦に象徴されますように、世界景気には減速の傾向が見られ、地元産
業を取り巻く環境は不透明感が漂っているところであります。このような中、貴会議所は、地域
における総合経済団体として、各種相談事業、講演会や講習会の開催などをはじめ、昨年は「も
のコン」を開催するなど、事業者の魅力の発信とともに、商談、連携、人材雇用の支援にも取り
組んでいただき、多岐にわたり、本市の経済発展に力添えをいただいており、重ねてお礼を申し上げます。
さて、本市では、消費税増税による地域経済への影響を緩和するため、国の経済対策である「プレミアム付商品券」と
ともに、西三河地域の自治体では唯一の実施であり、市独自の経済対策となる「プレミアムお買物券」を発行しておりま
す。この２つの商品券事業により消費喚起が図られ、事業者の皆様の業績向上につながりますことを切に願うところであ
ります。
また、現在第８次安城市総合計画の中間見直しを進めておりますが、貴会議所からご要望をいただいている三河安城
駅南地区での新たな住宅市街地の整備や、企業誘致と既存企業の流出抑制のための新たな工業用地の確保のほか、全国
レベルの大会誘致によるスポーツを通じた地域活力の向上など、様々な取組みを掲げてまいります。その他にも、次回の
七夕まつりでのプラスチックごみ問題への対応など、国連の掲げる持続可能な開発目標（SDGs）を意識した取組みもあ
わせて行うことにより、本市の産業、まち、暮らす人々、全ての元気を引き出し、明るい未来の創造につなげてまいりたい
と考えております。
最後になりますが、更なる魅力的なまちづくりの推進と今後の地域社会の発展にお力添えを賜りますようお願い申し上
げますとともに、貴会議所の一層のご発展と会員の皆様のご多幸を心からお祈り申し上げます。
− ４−

あんじょう商工会議所

令和2年(2020年) 三村会頭年頭所感
日本商工会議所 会頭 三村明夫
明けましておめでとうございます。
2020年の新春を迎え、謹んでお慶び申しあげます。
私は、昨年11月の臨時会員総会において、各地商工会議所の皆様のご推挙を得て日本商工会

議所会頭に再任され、日商会頭として３期目の新年を迎えることとなりました。各地の皆様にお
かれましても新体制の下、清々しく新年をお迎えになられたことと存じます。
さて、昨年は国内外ともに実に多くの動きがありました。

わが国では30年ぶりの御代替わりを経て「令和」時代の幕が開き、５年ぶりの消費税率引き上げ等、重要な出来事が相次

ぎました。一方で、台風等の自然災害による被害も広範囲かつ甚大なものとなり、被災地の皆様には、改めて心からお見舞い
を申しあげたいと思います。

世界では、長期化する米中対立、日韓関係の悪化等、数々の混乱が生じ、その出口を模索し続けた１年でありました。

わが国の経済情勢に目を転じれば、米中摩擦等の影響もこれまでのところ限定的であり、日本経済は潜在成長率並みの

１％程度の緩やかな拡大を続けています。本年は、いよいよ東京オリンピック・パラリンピックが開催されますが、ぜひともこ
のビッグイベントによる効果を全国津々浦々に波及させ、日本全体が元気になれる１年になることを切に願っております。

一方、わが国経済は多くの課題も抱えております。年々深刻化する人手不足、経営者の高齢化等による廃業の増加、地方の

疲弊等が、日本経済のさらなる成長の足かせになっております。これら日本の抱える構造的課題は、立場の弱い中小企業の

経営課題として最も早く顕在化してきており、生産性の向上や取引価格の適正化等を通じた付加価値の向上なくして、中小
企業はこれからの時代を生き抜くことはできません。

こうした危機感の下、私は会頭再任時の所信において「中小企業の強化を通じて日本の成長する力を育てる」
「地域の活性

化」を活動の二本柱とする今期の取り組みを表明いたしました。

日本全体の雇用の約７割、付加価値の約５割を生み出している中小企業の強化なくして、わが国の持続的な経済成長はあ

り得ません。所信では、①ひっ迫する人手不足とデジタル社会の到来にあって、中小企業への「ＩＴ導入」と「デジタル技術の

実装化」を急ぎ、生産性向上と付加価値向上を同時に実現すること、②「事業承継の加速化」で価値ある事業と技術を次世
代へ承継し、
「起業・創業の活性化」でビジネス全体の新陳代謝を促すこと、③中小企業の生産性向上を大企業が積極的に

支援する「大企業と中小企業の新しい共存共栄関係の構築」により、サプライチェーン全体をより強固なものにしていくこ
と、をわが国経済全体の発展・強化のための最重要の取り組みとして掲げています。

また、
「地域の活性化」では、地域横断での広域連携を軸とした「観光振興」と「農商工連携」をさらに推し進め、インバウ

ンドも含めた域外需要を取り込んでいく必要があります。また、近年頻発する大規模自然災害に耐え得る国土強靭化につい
ても、引き続き政府に対して積極的な働き掛けを行ってまいります。

これらの目標を実現させる上で、われわれ商工会議所は本年も「現場主義」と「双方向主義」をさらに徹底し、中小企業対

策等を実現する政策提言に活かしてまいりたいと思います。商工会議所の強みは、全国１２４万会員のネットワークを通じ
て、具体的・個別的な課題をはっきりと認識していることです。その強みを活かし、商工会議所自身も、時代の要請に合った
進化と変革を遂げていかねばなりません。

折しも、商工会議所の創始者である渋沢栄一翁が、来年のＮＨＫ大河ドラマの主人公や、新１万円札の顔となることが決定

しました。
「企業は利益を上げなければならないと同時に、公益についても考えなければならない。両者は高い次元で両立

する」という渋沢翁の理念は、商工会議所の活動理念そのものであり、現代においてこそ広める価値があるものと考えます。
日本経済の持続的成長をさらに後押しできるよう、本年も皆様と共に全力を尽くして取り組む所存であります。
※本文は当所にて要約しています。

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
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）
あんじょう商工会議所

− ５−

おしらせ

商工会議所からの

税務研修会

経済講演会

「令和元年税制改正のポイントと
消費税増税、軽減税率制度の概要」

日本銀行名古屋支店長の清水季子氏を講師に
お招きし、
「最近の金融経済情勢と今後の展望」
をテーマにご講話いただきます。
この機会にぜひ、ご聴講ください。

「平成」から「令和」と新元号に変わり、最初の確
定申告となります。また、2019年10月からは消費税

増税と軽減税率制度が施行されました。

本セミナーでは、税制改正や決算書・確定申告

令和２年１月29日㈬ 14時00分〜15時30分
場 安城商工会議所 ５階 大会議室
講 日本銀行 名古屋支店長
清水 季子 氏
定 120名（先着順）
￥ 無料
時

の作成ポイント、軽減税率制度の対策を学んでい
ただきます。ぜひご参加ください。
時
場
講
内

令和２年１月21日㈫

14時00分〜16時00分

安城商工会議所 ３階 研修室
刈谷税務署個人課税部門

担当者

①令和元年(平成31年)の主な税制改正について
②令和元年分決算書作成、確定申告のポイント

③消費税増税と軽減税率制度の対策、作成ポイ

年末調整個別相談会

ント

④その他

令和元年分源泉所得税に係る個別相談会（年末
調整）
を開催いたしますので、
ぜひご利用ください。
日

会

時

1月14日㈫

９時〜12時 ※1
13時〜16時

1月15日㈬

対
￥

場

必要書類

備

考

プレミアム会員証

従業員・専従者等の給与に係る年末調整手
続き指導及び相談
◎国民年金・生命保険・損害保険・個人年
金・小規模企業共済等の各種証明書
◎所得税徴収高計算書（OCR用）
◎所得税源泉徴収簿
◎給与支払報告書（個別明細書）
◎源泉徴収票等の法定調書合計表
◎給与等の支払状況内訳書
◎印鑑 など
事業主のマイナンバーカード両面の写し＋本
人確認書類の写しの添付が必要です。
個別相談会にお越しの際は、下記の書類をご
準備の上、ご来場ください。

マイナンバー確認書類

（下記①〜③より１つを提出）

無料

安城商工会議所
3階 研修室

※1 当所会員限定の時間帯（予約優先）となります。午後からは、
青色申告会と合同開催になります。

相談内容

経営者、経営幹部、経理担当者、個人事業主

安城商工会議所に入会されて永きにわたり会員
として在籍していただいた事業所様に感謝の意を
込めまして「プレミアム会員証」をお贈りしており
ます。お手元に届きましたらご受納くだされば幸甚
でございます。
対象】
30年プレミアム会員証
・今年度会議所在籍30年目を迎えた会員事業所様
50年プレミアム会員証
・今年度会議所在籍50年目を迎えた会員事業所様

本人確認書類

（下記①〜③より１つを提出）

①マイナンバーカード裏面写し ①マイナンバーカード表面写し
②通知カード写し

②運転免許証写し又は旅券写し

③マイナンバー記載の
住民票写し

③健康保険被保険者証の写し
並びに年金手帳の写し

▲30年プレミアム会員証

※写真の無いものは２種類必要

今後も新たに在籍年数が30年目、50年目に該当
する事業所様には、上記プレミアム会員証を贈ら
せていただきます。
ひきつづき、当所の事業にご理解とご協力をよ
ろしくお願いいたします。

事前予約サービスでスムーズに！

当所会員を対象に、
「事前予約サービス」を実施しています。事前予
約により、待ち時間なしでご利用いただけます。｢事前予約サービ
ス」は当所会員限定の特典になりますので、ご活用ください。

− ６−

あんじょう商工会議所

時 とき ■
場 ところ ■
講
■

▲50年プレミアム会員証

講師

内 内容 ■
対 対象 ■
定 定員 ■
¥ 受講料・入場料 ■
問 問合せ先
■

若手後継者育成事業講習会

建設部会主催

カウンセリング手法を使った
コミュニケーション術
本セミナーでは、女性のためのカウンセリング、

建設業の働き方改革セミナー
本セミナーでは、働き方改革関連法案の中でも

コーチング技術を取り入れた学校教育活動等を行

特にポイントとなる「労務管理」や「人材定着」を

「カウンセリング手法を使ったコミュニケーション

していくために建設会社が「働き方改革と両立し

う心理カウンセラー羽林由鶴氏を講師にお招きし、
術〜職場のホンネを引出し信頼関係をつくる！〜」
をテーマにご講演いただきます。

経営力向上や後継者育成に役立つコミュニケー

ション術などを学べますので、この機会にぜひご
参加ください。
時
場
対
定
￥

令和２年１月28日㈫

中心に、働き方改革への対応と同時に業績を伸ば

て取り組むこと」を学んでいただきますので、ぜひ
ご参加ください。
時
場
講
内

アスミル社会保険労務士事務所代表

⑴ 建設業における「働き方改革」とは？
今、取り組まなければいけないこと

50名

⑶ 36（サブロク）協定の基礎知識と活用方法

無料

⑷ その他
対
￥

安城商工会議所会報誌の広告掲載事業所を募

建設業の経営者、経営幹部、総務担当者
無料

経営計画作成支援セミナー
・個別相談会

集いたします。事業所のPRにぜひご利用ください！
掲載媒体 毎月1日発行の会報「あんじょう」内面広
告、および、裏面裏広告
発行部数 毎月2,800部
配布先 当所会員事業所、行政機関、主要交通機
関など
掲載枠 1小間 たて4.5ｃｍ × よこ8.4ｃｍ
※1小間以上の場合は、小間数を乗算し
た額となります。
掲載料 ・裏面裏広告（カラー）
年間78,000円（税抜)
※1ヶ月単価：6,500円（税抜)
・内面広告（モノクロ）
年間62,400円（税抜)
※1ヵ月単価：5,200円（税抜)
特 典 商工会館1階のデジタルサイネージにも
無料で広告掲出します。
備 考 原則として令和２年４月〜令和３年3月
の年間掲載申込みの募集となります。令
和２年2月号・3月号の掲載につきまして
は別途ご相談ください。

安城商工会議所 ３階 研修室

⑵ 人材定着、人材雇用率を上げるために

経営者、管理職、後継者 等

安城商工会議所会報誌
広告掲載事業所募集！

14時00分〜16時00分

特定社会保険労務士 櫻井 好美 氏

14時30分〜16時00分

安城商工会議所 ３階 研修室

令和２年２月６日㈭

小規模事業者持続化補助金は、自社の経営を見直
し、新規顧客の獲得に向けた「採択される」経営計
画書の作成が必要不可欠です。

「新規顧客を獲得したい方」
「売上を伸ばしたい

方」この機会に当所職員のサポートを受けながら、
本セミナーを受講し、小規模事業者持続化補助金
の採択と売上アップを目指しませんか。
時

●セミナー：令和２年１月20日㈪・24日㈮・31日㈮
各日

２月10日㈪

19:00〜21:00

●個別相談会：令和２年２月14日㈮・17日㈪

18日㈫・20日㈭

場
講
対
定
￥

安城商工会議所 3階 研修室
EBIマネジメントオフィス
小規模事業者

蛯原 健治 氏

20名
無料

あんじょう商工会議所

− ７−

ハローワークの利用方法が
変わりました！

愛知働き方改革推進支援センターを
ご活用ください！

2020年１月６日からハローワークのシステムとハロー
ワークインターネットサービスが新しくなりました。

愛知働き方改革推進支援センターとは、政府が推進
する
「働き方改革」
を展開するため、愛知県下の中小企
業・小規模事業者の取り組みをサポートする組織です。
働き方改革への取り組みでお悩みの事業所様は、ぜ
ひご活用ください。
【事業内容】
①人材や働き方に関する窓口や電話での個別無料相談
対応
・働き方改革法に関する助言
・長時間労働の是正に関する助言
・人材確保に関する助言 など
②専門家による各種セミナーの開催
③社会保険労務士等の無料専門家派遣
・無料専門家派遣の流れ
１．
当センターでアドバイザーが面談を行い、課題を
ヒアリング
２．
個別訪問が必要な事業者様に専門家派遣制度を
ご紹介
３．
アドバイザーが日程調整
４．
専門家による訪問・打ち合わせ
５．
報告
【お問合せ】愛知働き方改革推進支援センター
TEL：0120-552-754

ポイント①

ハローワークインターネットサービス上に
「求人者マイ
ページ」
を開設すると、会社のパソコンから次のサービ
スを利用いただけます。
●求人申込み
●申し込んだ求人内容の変更、求人の募集停止、事業所
情報の変更など
●事業所の外観、職場風景、取扱商品などの画像情報の
登録・公開
●ハローワークからご紹介した求職者
（応募者）
の紹介
状の確認、選考結果（採用・不採用）を登録（ハロー
ワークに連絡）
●メッセージ機能 など
ポイント②
新しい求人票で、
より詳細な情報を求職者に提供でき
るようになりました。
●求人票の様式が変わり、掲載する情報量が増え、求職
者に対して求人情報をより詳細に伝えることができる
ようになる など
【お問合せ】ハローワーク刈谷 TEL : 21-5001

あいち中小企業応援ファンド新事業展開応援助成金
あいち中小企業応援ファンド 新事業展開応援助成金(地場産業枠・農商工連携枠)は、国、県及び地域金融機関の拠出に
より、公益財団法人あいち産業振興機構に基金を造成し、その運用益を活用することにより、地域産業資源または地域資
源を活用した中小企業者等の新事業展開を支援することで本県地域経済の全体の底上げを図ることを目的としています。
募 集 期 間
助成対象事業者

令和元年12月16日㈪〜令和２年１月31日㈮
中 小 企 業 者：愛知県内に本社又は主たる事務所を有する中小企業者又は中小企業者が複数で構
成するグループ、及び一般社団法人、一般財団法人
小規模企業者：愛知県内に本社又は主たる事務所を有する小規模企業者
【助成対象分野、助成対象事業、助成限度額、助成率】
助成対象分野・助成対象事業

地場産業枠
農商工連携枠

県内の地域産業資源を活用した新事業展開のため
に行う以下の事業（ただし、主要地場産業（繊維・窯
業・食品・家具・伝統的工芸品）に関する産業分野）
・新製品（商品）開発
・販路拡大
・人材育成（新製品（商品）開発、販路拡大につなが
るもの）

中小企業者
小規模企業者
中小企業者グループ ※5
小規模企業者

地域資源の農林水産物を活用してあいち産業科学
技術総合センターや愛知県農業総合試験場等と連
携して行う以下の事業
・新製品（商品）開発
・販路拡大
・人材育成（新製品（商品）開発、販路拡大につなが
るもの）

中小企業者
小規模企業者
中小企業者グループ
中小企業者団体、一般社団法人及び
一般財団法人

【お問合せ】公益財団法人あいち産業振興機構
− ８−

助成対象者

あんじょう商工会議所

中小企業者団体、一般社団法人及び
一般財団法人

TEL：052-715-3074

助成限度額・助成率
・助 成 限 度 額：5 0万円 以 上
300万円以内
・助成率：１／２以内
・助成限度額：50万円以上
100万円以内
・助成率：２／３以内
・助 成 限 度 額：5 0万円 以 上
600万円以内
・助成率：１／２以内
・助 成 限 度 額：5 0万円 以 上
300万円以内
・助成率：１／２以内
・助 成 限 度 額：5 0万円 以 上
600万円以内
・助成率：１／２以内

活動報告ダイジェスト
版
同一労働同一賃金セミナー
11月28日㈭にいますぐ始める「同一労働同一賃
金」対応セミナーを開催しました。
当日は、社会保険労務士・精神保健福祉士の赤澤
将氏を講師にお招きし、
「同一労働同一賃金」ガイド
ラインのポイントや、最近の代表的な裁判例のポイ
ント、待遇差の説明義務対応などをご教授いただき
ました。

交通安全啓蒙活動
当所および当館テナントのアクサ生命保険株式会
社、安城知立自家用自動車組合は、12月５日㈭に年
末の交通安全県民運動に合わせて、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、地域の安心・安全の一環として、
交通事故防止の促進を図ることを目的に行っていま
す。

安城警察署 激励訪問
当所の沓名会頭をはじめ、中村・福田・丸山・富田
副会頭・細井筆頭常議員は、12月10日㈫に年末特別
警戒中の安城警察署を訪問しました。
細江署長に慰問品を寄贈し、
「市民が安心して過
ごせるように取り組んでいただきたい」と激励しま
した。この活動は、愛知県警察官友の会として毎年
開催しています。

民法改正の実務とポイントセミナー
2020年４月１日から120年ぶりに改正される民法に
対応するため、12月13日㈮に民法改正の実務とポイ
ントセミナーを開催しました。
当日は、社会保険労務士の近藤英明氏を講師に
お招きし、民法改正の概要や債権法など、今回の改
正において最も重要な改正点についてご教授いた
だきました。

“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/

焼きたて食パン専門店 一本堂 安城錦町店
１日のはじまりに朝のしあわせ食パン
今回は錦町の「一本堂 安城錦町店」をご紹介します。
一本堂は焼きたて食パンの専門店です。お店に入ると棚には食パンが整列し、焼きたての芳しい香
りに包まれています。
一本堂の食パンは家族みんなで食べられるように、こだわりがあります。
毎日食べても飽きない品揃えで、ハチミツ・卵・イーストフード・乳化剤等の添加物不使用。小さなお
子さんも安心して食べられますし、離乳食にも使えます。
おすすめの「一本堂」はトーストしてもそのまま食べてもおいしい。適度な甘みとふんわりもっちり
食感が人気です。
健康志向の方や糖質制限されている方には「低糖質」がおすすめです。国内産小麦とオーツ麦の外皮、大豆粉などを配合し、従来
の低糖質パンのイメージを覆すもっちり感と香ばしさでおいしく糖質カットできます。
レジ横にはパンのお供のジャム類が並んでいます。シンプルな食パンはアレンジするとさらにおいしくいただけますよ。
毎日の食卓に一本堂の食パンをぜひどうぞ。パンの焼き上がり時間、期間限定商品などは店頭でご確認ください。
日の出町北

所 在 地

錦町３-７

電

91-1155

話

★

南安城駅北
相生町
日の出町南

10：00〜18：30

定 休 日

日曜、第１・３月

錦町東

（矢嶋）

名鉄西尾線

営業時間

南安城駅
南安城駅

南町西
48

秋葉公園

BAR Eleanor（㈱エス）
路地裏の隠れ家的カジュアルBAR
今回は御幸本町にありますBAR Eleanor（バーエレノア）をご紹介します。
平成27年３月にオープンし、地元や商店街の方たちが利用するカジュアルなBARです。
JR安城駅南口の路地裏に面しているため、隠れ家的な存在になっており、気軽に立ち寄
れます。
店内は落ち着いた空間が広がり、お酒やパスタなどのフードメニューも充実していま
す。さらにスポーツ観戦やダーツもでき、ディープな夜が楽しめます。そして何より店長の佐藤さんは、とても気さくな人柄で
トークがとても面白い方なので、カウンターに座ればトークをおつまみに、お酒や料理を楽しむことができます。
佐藤さんは市外在住ですが、
「安城のお客さんは温かく、いいお客さんが多い」とおっしゃっていました。令和元年より安城
商工会議所青年部に入会いただき、
「お世話になっている地域で何か貢献していきたい」と意気込みを語ってくれました。
今回特別にクーポンもいただきましたので、この機会に是非、立ち寄ってみてはいかがでしょうか。
JR

所 在 地

御幸本町8-7

電

76-0606

話

定 休 日

水曜日

BAR Eleanor

安城商工会議所
事業所訪問先
募集中

御幸本町8-7
TEL 76-0606

2,000円以上の
ご利用で

500円OFF
◯有効期限：2020年2月末まで

道本

20:00〜3:00（金・土5:00）

事業所のPRをしませんか？

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

駅

東海

営業時間

安城商工会議所会員限定クーポン券

Coupon

安城

御幸本町西

（鈴木雄）

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

★

三菱UFJ銀行

朝日町西

線

女性会だより
年頭のご挨拶

会長

稲垣 美保子

新年明けましておめでとうございます。
皆様にはご健勝にて新春をお迎えの事とお慶び申し上げます。また、
日頃は女性会活動に格
別のご指導、
ご鞭撻を賜り厚くお礼申し上げます。
昨年を振り返ってみますと、初めての試みでありました婚活パーティー、親睦を深めるために
行いました日帰り親睦旅行では皆様のお力添えをいただき、盛況に終えることができました。こ
の様な女性会活動を通して会員の輪を広げ、女性ならではの感性を生かして、地域のために貢
献できればと存じます。
結びに、本年も皆様にとりまして実り多く健やかな一年でありますことをご祈念申し上げ、新年のご挨拶とさせ
ていただきます。

元気フェスタ2019

元気フェスタ特別委員長

本年度の元気フェスタはお天気に恵まれ、
１２月とは思えない暖
かな一日でした。例年と同様に豚汁販売とゴミ減量クイズ、警察・
消防・自衛隊にご協力いただき、体験ブースを設置しました。会
員の皆様には多大なるご協力をいただき、少ない人数ながらも
効率よく運営していただきました事、大変感謝しております。豚
汁販売では呼び込みを実施し、目標の800杯を超える売り上げ
を達成し、体験ブースも沢山の子供達に参加いただきました。皆
様、ありがとうございました。

●12月６日㈮ 15:00〜
イトーヨーカドー安城店
●12月10日㈫ 15:00〜
アンフォーレ北側歩道

▲吉野屋で意見交換会

事件・事故

元気フェスタの様子

お知らせ

活動報告

交通安全キャンペーン

筒木 麻三子

●臨時総会・後継者育成事業講習会
令和２年１月28日㈫
・臨時総会 13:00〜13:30
・後継者育成事業講習会
14:30〜16:00
安城商工会議所 3階 研修室

安城警察署からのお知らせ
緊急事案は110番 〜警察の相談ダイヤル#9110〜

明けましておめでとうございます。
１月10日は、
「110番の日」
です。110番をかけると、警察本部通信指令室につながります。係員がお聞きしますので、慌
てず、焦らず、簡潔明瞭にお話しください。
＜１１０番は緊急通報のための専用電話です＞
事件解決のキーワードは、
「素早い通報」
にあります。次のようなときは、
迷わず落ち着いて、
すぐに110番してください。
●強盗などの被害に遭った、
目撃した。
●ひったくり被害に遭った、
ひったくりを目撃した。
●指名手配犯によく似た人を見かけた。

●ドロボウに入られた、
ドロボウが逃げるのを目撃した。
●見かけない人が、家の中をのぞいている。
●ひき逃げ事故に遭った、
ひき逃げ事故を目撃した。

110番通報の内容を見ると、警察官が一刻も早く駆けつけなければならない事件や事故などの通報のほかに、相談
や問合せなどの緊急性のない通報が全体の約４分の１ありました。
＜緊急性のない通報の内容とは？＞

●警察署や他官庁、店舗・飲食店などの電話番号が知りたかった。 ●場所が分からないので教えてほしかった。
●落とし物の問合せ、遺失届を受けてほしかった。
●困りごとの相談に乗ってほしかった。
●運転免許の試験や更新などについて尋ねたかった。 などです。

緊急性のない相談やお問合せなどは、最寄りの警察署、各種相談窓口、警察相談専用電話
「#９１１０」
など専用電話を
利用してください。
− 12−

あんじょう商工会議所

新年挨拶
あけましておめでとうございます。
昨年は、沓名会頭をはじめとする会議所の方々、並びに青年部メンバーのご協力により運
営・活動ができたことを感謝申し上げます。
2020年は、東京オリンピックが開催される大きな節目となります。子年は、植物に例えると
成長に向かって種子が膨らみ始める時期であり、未来への大いなる可能性を感じさせるとい 令和元年度 会長
田中 直樹
われています。よって、令和２年度にうまくバトンタッチができるようにと考えます。
会長任期も残すところ３ケ月となり、任期満了まで全力で楽しみたいと思います。皆様改めて今年１年宜しく
お願い致します。今年１年が皆様にとってすばらしい飛躍の年になりますように心よりお祈り申し上げます。

第21回安城元気フェスタ2019
去る１２月１日、安城元気フェスタ2019が開催されました。
天候にも恵まれまして、一日を通して本当に大勢の方にご来場いただきま
した。駐車場に入れなくてお待たせした方も多かったと聞いております。ご迷
惑をおかけいたしました。
スポーツ教室から学ぶ真剣なまなざし、ドラゴンズＯＢの方々や三都主ア
レサンドロさんや野々山ひなたちゃんへ向けられたきらきらした瞳、ものづく
り体験や職業体験各教室に試行錯誤しながら時には困った表情を浮かべる様、市場で親御さんと飲食を楽し
む姿、そのどれもがほほえましく、子供たちを育む暖かい環境をととのえる一助になれたことにこのイベント
の意味を感じました。
御協力いただきました学校関係、スポーツ教室関係その他各団体の皆様、ご協賛いただきました企業の
皆々様に心より御礼申し上げます。
一年をかけ準備してこられた青年部、女性会の皆様おつかれさまでした。

トーク

元気ノ助のメールで投句

起きるのは 良いがいささか 転び過ぎ
七転八起︵ 才・朝日町︶

︻宛先︼Ｅメール atsuya
＠ katch.
ne.jp
Ｆ Ａ Ｘ ９９ー２７７６
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ー１月例会『ビジネスに奇跡をおこせ！』ー
1月例会を下記のとおり開催します。

○ 日 時 令和2年1月23日㈭ 18:30〜21:30
○ 場 所 安城商工会議所５階 大会議室
○ 内 容 体験研修事業として講師に安城市の「カーテ
ンコール」のYUYA氏を招き、ビジネスシーンに応用
できる話術・心理学・マジックを楽しみながら学ぶ。
コミュニケーション能力の向上とビジネスにおいて相
手の懐へ飛び込むツール身に付けていただきます。
あんじょう商工会議所

− 13−

離職率ゼロの社会福祉法人
『雲南ひまわり福祉会』
出雲空港から車で30分ほどの島根県雲南市に、
「雲南ひまわり福祉会」という職員数46人の社会福祉法人
がある。主事業は障がい者の就労や生活支援で、今から20年前の2000年に、障がい者を家族に持つ人たちに
よって設立された。
この20年間、幾多の困難もあったが、役職員一丸となって努力したかいがあって、人口約３万6000人の小さ
なまちにある法人ながら、今や県内でも中堅規模の法人に発展したばかりか、その組織運営の考え方・進め
方が、関係者の間で高い評価を受けている。
周知のように、福祉業界ではおよそ６割の企業が、入職者の不足や職員の離職などによる深刻な人手不足
にあえいでいるが、同法人は、８年以上も離職率ゼロ。職員の採用および離職に全く困っていない人気法人
なのである。
同法人の事務局には、就職希望者から「働かせていただきたいのですが、今、募集していますか？」とか、
「募集していなくても、そのときのために施設を見せていただくだけでもいいので、訪問させていただけませ
んか？」といった電話や手紙が頻繁に来るという。
そればかりか、学校やハローワークからも「貴法人でぜひ働きたいという人が何人もいますが、今募集され
ていますか？ もし、募集されていないのであれば、いつ頃なら採用計画が分かりますか？」といった問い合
わせも多いという。
先日も機会があって、同法人を訪問したとき、対応していただいた常務理事や事務局長から、心温まる話を
伺った。それは、夏休みにボランティアで訪れた女子高校生の話である。面談の際、
「数ある職場の中で、な
ぜ、ひまわり福祉会に来てくれたのですか？」と質問すると、その女子高校生は「私の母は、ここで働いていま
す。母は、いつも笑顔で仕事から帰ってきて、
『私の職場は、こんなにいい所なの』と、いつも私に話してくれる
んです。よほどいい所なんだろうなと思って、ボランティアとして働いてみたいと思ったんです」と話したとい
う。
とはいえ、同法人は、もともと経営が優れていたわけではなかった。それどころか、設立後の約10年間職場
は荒れ果て、職員のモチベーションも極端に低く、当然のことながら、離職率も10％をはるかに超えていたと
いう。
こうした状況の中、
「このままではサービスの向上どころか、つぶれてしまう」と危機意識を募らせ、残った
役職員が一丸となってES（Employee Satisfaction＝従業員の満足）とCS（Customer Satisfaction＝顧
客の満足）が両立する組織運営を目指し改革・改善に取り組んでいったのである。
紙面の都合で、その詳細な内容について述べることはできないが、福祉業界だけではなく、全ての企業の
リーダーに知ってほしい企業である。
人を大切にする経営学会
会長 坂本 光司

編集後記
明けましておめでとうございます。年末年始、皆様はどのように過ごしました
か。実家へ帰省してご家族と過ごされた方、ご友人と過ごされた方など様々だと
思います。
私はと言いますと、数年ぶりに祖父母の家に行き、幼い頃は苦手だった祖母の
手作りおせち料理を食べて過ごしていました。その味がどこか懐かしく、時の流れ
をしみじみと感じておりました。
さて、正月気分はこれぐらいにしまして、本年も安城商工会議所会報誌「あん
じょう」は、会員企業様にとって有益な情報を提供していくとともに「親しみ読ま
れる会報」づくりに努めてまいりますので、引き続きご愛読頂きますよう、宜しく
お願い申し上げます。
− 14−
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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/

お客様の想いをカタチに伝えて

85年

＜感謝＞
おかげさまで創業85周年を
迎えることが出来ました。

〒446-0039 安城市花ノ木町5-2

TEL（0566）
75-1188 FAX（0566）75-3346

http://www.a-print.co.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： 62,400円（税抜）
1ヵ月単価： 5,200円（税抜）

裏面裏カラー広告 1小間 年間掲載料： 78,000円（税抜）
1ヵ月単価： 6,500円（税抜）

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2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︶

1

第
号

797

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︶
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