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特集

｢各種補助金 採択者の声」
安城市初の猫カフェがオープンしました！
令和２年３月31日まで

〜新入会員ご紹介キャンペーン〜

特典内容
ご紹介者〉

安城商工会議所では、多くの商工業者の皆様にご入会していただき、会議所各

新規入会者1件につき、
500円分のクオカードをプレゼント！

皆様のお知り合いに、まだ入会されていない事業者様がみえましたら、ぜひご

ご紹介を受けて当所に入会いただくと
令和2年3月末までの年会費無料！

種事業をご活用いただくため、新入会員ご紹介キャンペーンを実施しています。

新規入会者〉

紹介ください。

安城商工会議所 E-mail▶info@anjo-cci.or.jp
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カーテンコール
所在地

三河安城東町
1-27-30

電

話

71-1550

COFFEE MINAMI
所在地

日の出町11-3

電

75-9544

話

安城商工会議所 行事予定
2月
１日㈯
６日㈭
７日㈮
８日㈯
10日㈪
12日㈬
14日㈮
14日㈮
16日㈰
16日㈰
17日㈪
18日㈫
18日㈫
20日㈭
20日㈭
25日㈫
26日㈬
27日㈭
28日㈮
28日㈮

Anjo創業スクール
建設業の働き方改革
安城企業就職フェアANJOB
Anjo創業スクール
事業承継セミナー 吉野屋の事業承継
金融相談（日本政策金融公庫）
プレスリリースセミナー
経営計画作成個別相談会
婚活パーティー in 安城
Anjo創業スクール
経営計画作成個別相談会
経営計画作成個別相談会
税務相談（記帳継続指導）
法律相談
経営計画作成個別相談会
青色決算・所得税申告個別相談会
青色決算・所得税申告個別相談会
青色決算・所得税申告個別相談会
金融相談（愛知県信用保証協会）
青色決算・所得税申告個別相談会

９:30〜16:30
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９:30〜16:30
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19:00〜21:00
13:00〜16:00
13:00〜16:00
19:00〜21:00
９:00〜16:00
９:00〜16:00
９:00〜16:00
13:00〜16:00
９:00〜16:00

保護猫ホーム＆カフェ「ねこらぼ」

安城市初の猫カフェがオープン！
表紙は、二本木町で昨年10月末に安城市初の猫カフェとしてオープンした保
護猫ホーム＆カフェ「ねこらぼ」です。
「ねこらぼ」では、木のぬくもりを感じる
温かい店内で保護された多くの猫とふれあいながらフリードリンク(1時間880
円)を楽しむことができます。
また、カフェだけではなく、猫の預かりや、保護猫の譲渡支援及び引き取り、
猫の困りごと相談の受付など猫に関するあらゆるサポートを行っています。
「たくさんの猫に癒されたい方」
「飼い猫、野良猫のことで困っている方」は、
ぜひ一度「ねこらぼ」に足を運んでみてはいかがでしょうか。
【お問合せ】保護猫ホーム＆カフェ「ねこらぼ」
所在地：二本木町長根85-2 TEL：080-1581-6663
あんじょう商工会議所

− ３−

おしらせ

商工会議所からの

青色決算・所得税申告
個別相談会

事業承継セミナー
本セミナーでは、スムーズな事業承継に向けた準
備について考えるきっかけの場として株式会社吉野
家ホールディングス会長の安部修仁氏をお招きし、
「吉野家の事業承継〜後継者に求められるもの〜」
をテーマに吉野家の事業承継についてご講話いただ
きますので、この機会にぜひお申込みください。

令和元年分の個人事業者の青色決算・所得税申告
に係る個別相談会を開催いたしますので、ぜひご利
用ください。
日

会

時

2月25日㈫・26日㈬
・27日㈭・28日㈮

9時〜12時
13時〜16時

場

安城商工会議所
3階 研修室

時 令和２年２月10日㈪

※25日㈫は当所会員のみ予約可能。26日以降の9時から12時は、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。

講 株式会社吉野家ホールディングス会長

必要書類
◎令和元年分決算書類 ◎帳簿 ◎平成30年分決算
書控 ◎印鑑 ◎確定申告書 ◎各種証明書（国民
年金・健康保険・生命保険・損害保険・個人年金等）
◎その他の所得証明書類 ◎医療費領収書 ◎マイ
ナンバー確認書類 ◎本人確認書類 など
マイナンバー確認書類

（下記①〜③より１つを提出）

※駐車場に限りがございますので、
乗り合わせか送迎にて
ご来場をお願いします。

￥ 無料

本人確認書類

プレミアムお買物券の
利用期限は2月末です！

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

昨年10月に販売しました「あんじょうプレミアムお
買物券（商店券・量販店券・建設券）」
「安城市プレ
ミアム付商品券」の利用期限は令和2年2月29日まで
となります。必ず期限内にご利用ください。
また、使用済み券の換金期限は下記のとおりです。

※写真の無いものは２種類必要

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。

換金期限 商 店 券：令和２年３月10日㈫15時
量販店券：令和２年３月９日㈪17時
建 設 券：令和２年３月９日㈪17時

※安城市プレミアム付商品券（500円共通券）は3月
10日㈫です。
（店舗規模により換金方法が異なり
ます）

プレスリリースセミナー
本セミナーでは、中部経済新聞社の記者を招き、
「プレスリリースの書き方」などを解説しますのでこ
の機会にご受講ください。
時 令和２年２月１４日㈮

14時00分〜15時30分
セミナー：14時00分〜15時00分
質疑応答：15時00分〜15時30分（予定）
場 安城商工会議所 ３階 研修室
講 中部経済新聞社 編集局経済部 片桐 芳樹 氏
内 １．新聞製作の現場（取材から掲載まで）
２．
マスコミに出ることのメリット・デメリット
３．掲載されやすい話題の特徴
４．新聞社への情報提供の方法
５．プレスリリースの書き方
６．取材を受ける際に注意すること
定 30名（先着順）
￥ 無料
− ４−

あんじょう商工会議所

時 とき ■
場 ところ ■
講
■

安部 修仁 氏

定 100名
（先着順）

（下記①〜③より１つを提出）

②通知カード写し

14時00分〜16時00分

場 安城商工会議所 5階 大会議室

安城商工会議所
パート職員募集！
当所では、
一緒に働いていただけるパート職員を募集
しています。詳しくは当所ホームページをご覧ください。
業務内容 帳簿仕訳、パソコン入力事務

※主に個人事業者から預かった帳簿類の確認（経
費等の仕訳）をパソコンに入力する。
※補助的な仕事として、電話応対、来客接待、事
務補助を行っていただきます。

雇用期間 〜令和2年3月31日 ※応相談
（以降1年ごとに更新有り）
時
給 930円〜
就業時間 9時00分〜16時00分（週4日程度）
※土日祝は休日
講師

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

特集1

各種補助金 採択者の声

当所では、各種補助金申請における作成支援を行い、小規模事業者持続化補助金92.8%、ものづくり・商業・サービス革新
補助金62.5％と高い採択結果を挙げることが出来ました。経営指導員による計画のブラッシュアップ、セミナー等を活用され、
見事採択された企業をご紹介します。

市内初の和菓子オープンファクトリーによる
コト消費販路開拓

小規模事業者持続化補助金

当店は、堀内公園前にあり、四季折々のお菓子・伝統の生菓子およびオリジナルの名物菓子を
製造販売する和菓子屋です。創業以来、年忌の菓子箱の注文販売が中心でしたが、核家族化の
影響などあり店頭販売を増やす必要性を感じ、今回の経営計画を作成しました。補助金が採択
され、和菓子店の従来のイメージ「置き売り」のモノ消費型からの脱却を図るため、どら焼きの
製造工程が来店者から見えるよう、店と工場を隔てる壁をカットしてショールーム作りに取り組
みました。焼き立てをPRする事により、公園を利用する親子連れの家族層にも「見られる興味と
匂うおいしそう」を想像させて、思わず欲しくなる、教えたくなる店舗として認知されました。店
舗を改装したことで贈答用の菓子箱を求める顧客のついで買いにも繋がっています。また、当店
では企業の記念品・手土産に使えるオリジナル菓
販路 どら焼きショールーム
事業所名：安城とらや
企業
開拓 看板設置
子も承っておりますのでお気軽にご相談ください。 DATA 担当者名：梅村 純夫
所 在 地：古井町釈迦山29-4
内容

ホームページ制作による新規顧客開拓

小規模事業者持続化補助金

当社は、製缶板金塗装業として輸送機トラックの部品や工場内搬送機の部品、工場機械の部品な
どを小ロット（1個）から製作を手掛ける会社です。既存顧客は当社製品や技術に評価いただき、長年
のお付き合いとなっていますが、新規顧客が少ない状態が続いていました。新規顧客を開拓していこ
うと考えても会社パンフレット以外に当社を知っていただく広報媒体がなく、認知度や営業力の低
さが課題でした。今回の採択により、HPから新規取引先の選定やコンタクトを図る企業が増加してき
ている機会を活かし、当社の強みが引き立つデザイン、見やすさ、分かりやすさを重視したHPを制作
しました。これにより、新規顧客への販路開拓が可能となり、顧客への信頼度の向上にも寄与してい
ます。また、スタッフの営業ツールとしても活躍しています。スマートフォンにも対応している当社HPを
ご覧いただき、輸送機械部品や薄物板金部品でお困
販路
事業所名：有限会社シンケン
企業
開拓 ホームページの制作
りのお客様はぜひ当社へお気軽にご相談ください。 DATA 担当者名：神谷 啓介
所 在 地：東端町南用地64
内容

研磨プロセス改善によるＱＣＤ高度化、
働き方改革実現、次世代自動車への対応

ものづくり・商業・サービス革新補助金

当社はルーフモール、ウインドシールドモール、ウェザーストリップ等の自動車用プラスチック製
外装部品を製造しています。自動車の静音ニーズの高まりなどから外装モールの市場規模は拡大
していくと予想され、ものづくり補助金を利用して、新たな設備導入を決めました。また、品質・コス
ト面の改善も要求されるため、昨今の厳しい人材不足の影響もあり、生産工程の改善が必要でした。
今回、精密研磨ロボットシステムを導入し、不良発生率の高い研磨工程の改善を行いました。改
善によりライン全体の処理能力が格段に向上し、必要人員の削減も可能となりました。
省人化により、他の工程に人員を割くことができ、残業削減や有休取得を促し、働き方改革にも
力を入れております。昨年は「あいち女性輝きカンパニー」優良企業として表彰され、女性も働きや
すい環境として認められました。従業員が働きやす
事業所名：株式会社エーピーシィ
企業
導入 塗装ルーフモール
担当者名：安藤寛高
く、魅力のある会社をアピールしていきます。
DATA
設備 精密研磨ロボット
所 在 地：赤松町新屋敷264番地

システム

あんじょう商工会議所

− ５−

改正障害者雇用促進法
障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置等を通じて、障害者の職
業の安定を図ることを目的に平成28年４月に改正障害者雇用促進法が施行されました。同法律には、事業主が障害者
を雇用する義務をはじめ、差別の禁止や合理的配慮の提供義務等を定めています。そのため、事業主の方は下記の内容
に十分留意して障害者雇用をお願いいたします。
【改正のポイント】
①雇用の分野での障害者差別の禁止
障害者であることを理由とした障害のない人との不当な差別的取扱いが禁止されています。
②雇用の分野での合理的配慮の提供義務
障害者に対する合理的配慮の提供が義務付けられています。
※合理的配慮とは、障害者が他の人と平等に生活できるよう、一人ひとりの特性や場面に沿った、過度な負担にな
らない程度の変更・調整のことです。
③相談体制の整備・苦情処理、紛争解決の援助
障害者からの相談に対応する体制の整備が義務付けられています。障害者からの苦情を自主的に解決することが
努力義務とされています。
【対象となる事業主】事業所の規模・業種に関わらず、すべての事業主が対象となります。
【対象となる障害者】
障害者手帳を持っている方に限定されません。
身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む）その他の心身の機能に障害があるため、長期にわたり職業生活に
相当の制限を受け、または職業生活を営むことが著しく困難な方が対象となります。
【お問合せ】愛知労働局

TEL：052-219-5507

労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービスの運用開始！
厚生労働省では、昨年12月より、
「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」の運用を
開始しました。
同サービスでは、下記に掲載している、労働基準監督署に提出する労働安全衛生関係の届出・申請書類について、イ
ンターネット上で帳票を作成することが可能になりました（注1）。書面を作成する際の誤入力・書類の添付忘れの防止
につながるとともに、過去の保存データ（注2）を用いることにより共通部分の入力が簡素化されます。同サービスの利
用にあたり、事前申請や登録は不要です。
（注１）標記サービスは、申請や届出をオンライン化するものではありません。作成した帳票は、印刷のうえ、所轄の労働基準監督署への提出が必要です。
（注２）標記サービスで入力された情報は、インターネット上には保存されません。次回以降に活用される場合は、ご自身のパソコンに保存ください。

【サービスに対応している届出・申請】
●労働者死傷病報告（休業４日以上） ●総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告
●定期健康診断結果報告書
●心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書（ストレスチェック）
【サービスの利用手順】
１．標記サービスに接続し、インターネット上で帳票を作成。 ２．
１で作成した帳票を印刷。
３．２で印刷した帳票に、必要に応じて添付書類を添えて労働基準監督署に提出。
【URL】https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/index.html
【お問合せ】厚生労働省 TEL：03-5253-1111

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
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）

− ６−

あんじょう商工会議所

あんじょう商工会議所

− ７−

安城市内景況調査結果 （2019年10月〜12月）

特集
2

＜全産業において収益状況の下降が見られる＞

1．調 査 対 象

対象企業数

会議所役員・会員事業所

2．調査対象時期

2019年10〜12月期

105企業

前年同期比 前年同期比
（前 回） （今 回）

(1)前年同期（2018年10〜12月）と比べた今期の状況
(2)今期と比べた来期（2020年1〜3月）の先行き見通し
3．企 業 数 内 訳
製造業 小売・卸業 建設業 サービス業 その他
企業数

21

19

27

25

構成比

20.0%

18.1%

25.7%

23.8%

計
105

13

12.4% 100.0%

安城市内の今期の業況判断DIを詳しく見ると下記の表のとおり、-16.4ポイン
トとなった。業況判断の前回実績（-5.0）と比較すると11.4ポイントの下降であ
った。企業の業況は、全業種に収益状況の下降が見られる。また、雇用人員に
ついては不足の状況が続く見通しとなる。

凡例▶

30以上

10超える

10〜△10

全
製 造 業

産

△10超える

業況判断

△5.0

△16.4

△16.4

売上高

△5.0

△14.5

△12.5

売上単価

△3.0

△6.8

△13.5

資金繰り

△6.0

△4.8

△9.7

借入難度

0

△2.9

△7.6

収益状況

△7.0

△18.4

△18.2

雇用人員

△3.0

△8.6

△18.2

△30以上

業

小売・卸業

建 設 業

サービス業

その他

前 年 同 期 対 比

業 況 判 断

△16.4

△47.5

△5.2

△11.1

△12.0

△0.1

売

△14.5

△28.6

△5.2

△18.5

△12.0

0

△6.8

△14.2

△10.5

△7.4

0

0.1

繰 り

△4.8

△14.3

△21.0

△14.8

△12.0

8.3

借 入 難 度

△2.9

△14.3

10.5

△3.7

△8.0

8.3

収 益 状 況

△18.4

△42.9

△15.8

△14.8

△12.0

△0.1

雇 用 人 員

△8.6

0

△36.9

0

△4.0

△8.4

業 況 判 断

△16.4

△38.1

10.5

7.4

△32.0

△41.8

売

高

△12.5

△23.8

5.2

7.4

△28.0

△33.4

売 上 単 価

△13.5

△9.5

△5.2

△14.8

△24.0

△8.4

資 金 繰 り

△9.7

△19.1

10.5

△11.1

△16.0

△8.3

借 入 難 度

△7.6

△14.3

5.2

△7.4

△12.0

△8.4

収 益 状 況

△18.2

△38.1

△15.8

3.7

△24.0

△25.1

雇 用 人 員

△18.2

△9.5

△21.1

△11.1

△28.0

△25.1

上

高

売 上 単 価

資 金
ふくろう

来 期 の 見 通 し

上

来期の
見通し

※ＤＩとは、
「ディフュージョン・インデックス」(景気動向指数)の略で、各調査項目について「増加」(好転、やや好転)した企業割合から、
「減少」(やや悪
化、悪化)した企業割合を差し引いた値である。例えば、売上で「増加」２５％、
「不変」６０％、
「減少」１５％の場合のＤＩは、２５−１５＝１０となる。

今後も、四半期ごとに景況調査を実施いたしますので、ご協力の程よろしくお願いたします。
なお、詳しい指標は、当所ホームページの「景況調査」のページをご覧下さい。

− ８−

あんじょう商工会議所

活動報告ダイジェスト
版
税務研修会
消費税軽減税率対策窓口相談等事業の一環と
して経営者や経 理担当者、個人事 業 主等を対 象
に、１月21日㈫に税務研修会を開催しました。
当日は、刈谷税 務 署 個人課税部門の担当者よ
り、令和元年の主な税制改正の内容や、決算書作
成及び確定申告のポイント、消費税増税と軽減税
率制度対策、申告書作成のポイントについてご教
授いただきました。

若手後継者育成事業講習会
経営者、管理職、後継者等を対象に、１月28日
㈫に若手後継者育成事業講習会を開催しました。
当日は心 理カウンセラーの羽林由鶴氏を講師
にお招きし、
「カウンセリング手法を使ったコミュ
ニケーション術〜職場のホンネを引出し信頼関係
をつくる！〜」をテーマに経営力向上、後継者育成
に役立つコミュニケーション術をご教授いただき
ました。

年末調整個別相談会
１月14日㈫および15日㈬の2日間、当所にて年
末調整個別相談会を開催しました。
当日は、当所委 託税 理士ならびに経営指 導員
が個人事業所の従業員および専従者等の令和元
年分源泉所得税にかかる年末調整手続きの相談
を受け、指導しました。会員事業所をはじめ、多く
の方々にご利用いただきました。

新春賀詞交歓会
新しい年のスタートにあたり、１月８日㈬に新春
賀詞交歓会を開催しました。
当日は当所会員事業所をはじめ、安城市関係者
や国会議員、愛知県議会議員、安城警察署長など
が一堂に会し、総勢145名の方々にご参加いただき
ました。
会員事業所同士の連携を図るとともに、和やか
にご歓談いただきました。

“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/

カーテンコール
日常から、夢の世界へ。
今回ご紹介するのは三河安城東町にあります、マジックバー「カーテンコール」です。
店内は照明を落としたスタイリッシュで落ち着きのある雰囲気。カウンター前には数えきれな
い程のお酒がずらりと並び、テキーラだけでも約100種類置いているそう。
オーナーのyuyaさんはマジックはもちろん、本格的な料理も提供しています。マジックバーと
聞くとマジックがメインで料理やお酒は簡単なものとイメージする方が多いと思いますが、カー
テンコールはお酒も料理も本格的。ソムリエ、テキーラ・マエストロ、ラムコンシェルジュなどの
資格を持つ女性バーテンダーが常駐しており、本格的なお酒を楽しむことができます。お客様の
イメージ、気分に合わせて好みのカクテルを提供してくれるのはもちろんワイン、シャンパンも多数取り揃えています。料理と
お酒を楽しみに来るお客様もいるほど。
カウンターではyuyaさんの様々なマジックを楽しむことができます。目の前での繰り広げられるマジックは圧巻です！華
麗な手さばきと巧みな話術で非現実世界を体感してみてはいかがでしょうか。また、貸し切りや、サプライズ、コースも予算に
応じて可能です。
298

所 在 地

三河安城東町1-27-30

電

71-1550

話

18:00〜深夜3:00

定 休 日

日曜日

道本

三河安城
駅東

★

新

道

海

下菅池

線

幹

（丸山）

COFFEE MINAMI
ホッとひと息つきませんか？
今回は日の出町にあります、喫茶店「COFFEE MINAMI」をご紹介します。
「コーヒー飲みに行こっ」と思った時に気軽に立ち寄れるコーヒー屋さん。皆様のひと
息つける空間を提供したいと語った店長の言う通り、店内は落ち着いたお洒落な雰囲気
で、心休まる空間が広がる。
同店ではモーニングサービスの提供を7：30〜15：00と長めに設定しており、お客様に
優しいサービスとなっている。また、11：30〜15：00にはランチサービスがあり、日替わり
メニュー３種類から注文可能。お客様を飽きさせない工夫がある。更に、メニューは約30
種類あるため、
食べたい物が必ず見つかる。お腹いっぱい食べたい時も利用できる点が何とも嬉しい。
心休まる空間と満足できるサービスがある「COFFEE MINAMI」。ホッとひと息つきませんか？
所 在 地

日の出町11-3

電

75-9544

話

7:30〜20:00（ラストオーダー19:30）

定 休 日

水曜日、第1火曜日

H

https://coffee-minami.com/

安城商工会議所会員限定クーポン券

事業所のPRをしませんか？

カーテンコール

安城商工会議所
事業所訪問先
募集中

Coupon
三河安城東町1-27-30
TEL 71-1550

1ドリンク
サービス
◯有効期限：2020年3月末まで

南安城駅北

営業時間
P

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

線

東

営業時間

東海

★

（杉山）

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

南安城駅
南安城駅
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女性会だより
臨時総会
1月28日㈫に開催された臨時総会にて令和2年度役員が承認されたことをご報告申し上げます。

令和2年度新役員
役
会

▲新役員一同

婚活パーティー in 安城
13時30分〜16時30分（受付13時〜）

場所：ホテルグランドティアラ安城

大府、刈谷、安城商工会議所女性会との交流会
日時：令和2年2月26日㈬

氏

11時00分〜

畔柳

多美

副会長

金田

和代

副会長

杉山

京子

総務・広報委員長

大村

由香

交流・研修委員長

稲垣三枝子

七夕・元気特別委員長

迫 間 よし 子

監事

稲垣美保子

監事

深田

●1月９日㈭
安城警察署より
感謝状授与
●1月29日㈬
フラ部会
小川の里慰問

場所：刈谷市総合文化センター

安城警察署からのお知らせ
〜おいしい話に御用心！〜
メール等で下記のような
「おいしい話」
がありましたら注意してください！
●アンケートに答えて報酬をもらおう！
●iPadが当選！
●
「払い戻し」
のお知らせ！
●iPhoneが100円で購入できる！
●抽選の結果、
オリンピック観戦チケットが当選！
こういった
「おいしい話」
はありません。
【対策のポイント】
●公式ホームページへアクセスして、
キャンペーン等が実施されているかを確認する。
●不用意に個人情報やクレジットカード情報を入力しない。
●メール本文中のリンクはフィッシングサイトに誘導される危険があります。
よく利用するサイトへアクセスする場合は、
「お気に入り」
や
「ブックマーク」
を利用して、
正しいサイトへアクセスするようにしましょう。
− 12−

あんじょう商工会議所

名

長

活動 報告

お 知 らせ
日時：令和2年2月16日㈰

職

智子

卒業生の安城愛

第１部

安城商工会議所青年部規約第５条では青年部の会員資格について「年齢満18歳以上50歳以下とする」と定められて
います。そして、決してめでたくはないこの季節がまた今年もやってきてしまいました。今年度、４名の先輩が安城商工会
議所青年部をご卒業されます。
卒業生の方からお話を伺ってきましたので、今月と来月と２部に分けてお送りいたします。
高橋伸弥先輩は平成23年度に入会され、９年間青年部に在籍されました。平成25年には広報委
員長を務められ、大変魅力的な委員会、例会運営をしていただきました。当時の委員会メンバーを
含め青年部に在籍した期間中に出会えたメンバーとのご縁こそが青年部に入会する醍醐味だとお
話いただきました。ゆえに「会員拡大が青年部にとっての命題である」と、そして「各委員会のメン
バーが固定されている傾向があるので各年度もっと混ざってご縁を広げるように」とアドバイスい
ただきました。拡大し絆を強めることによって「100年後も継続される安城の目玉事業を創造してく
ださい」との激励をいただきました。
平成28年度には愛知県商工会議所青年部連合会研修委員会に出向され、その活躍の場を愛知 令和元年度 卒業予定者
高橋 伸弥
県内に広げられました。その委員会の充実した経験から日本商工会議所青年部に出向できなかっ
たことを惜しんでおられました。そのご自身の経験からチャンスがあれば積極的に役職にチャレンジしていくようにと教
えていただきました。
平松良太先輩は平成８年度に入会され、24年間青年部に在籍されました。平成25年度には会長
を務められ、安城を思いやりあふれる場所にしていただきました。さかのぼること平成22年度安城
が愛知県商工会議所青年部連合会会長を輩出した年度、事務局長を務められ、安城と愛知をつな
げるパイプ役を担っていただきました。愛知県内のみならず全国各地を飛び回られたわけですが、
「地元だけでなく各地でメンバーと飲みながら語り合い絆を深めた」思い出を数多く、熱く、語って
いただきました。それでも、
「活動を通じて多くの友人ができたが、もう少し時間があればさらに多
くのメンバーと親睦を深めることができたのではないかと思う」とおっしゃっておられました。この
令和元年度 卒業予定者
言葉こそが青年部という団体の魅力を表しているのではないかと思います。
平松 良太
のちに平成30年度には愛知県商工会議所青年部連合会監事を受けられ愛知県ならびに安城市
の青年部メンバーを導いていただきました。
「現状に満足せず、青年部のあるべき姿を描き、更に地域から求められる団
体を目指して欲しい。そしてその活動を通じて一生付き合える仲間を作ってください。」と青年部現役最後の指針を頂き
ました。
24年という長きにわたり、様々な職責を果たされ、全うされた平松先輩の言葉を最後に第１部を締めさせていただき
たいと思います。
「24年間の様々な経験が私自身を豊かにしてくれたと思っています。青年部に入ってよかった！」

トーク

元気ノ助のメールで投句

ウォーキング 庭で一服 Uターン
寒がりおやじ︵ 才・桜町︶

︻宛先︼Ｅメール atsuya
＠ katch.
ne.jp
Ｆ Ａ Ｘ ９９ー２７７６
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ー2月例会『How do you keep yourself alive?
〜内田流パッションをどう生かす、あなたのYEG〜』
ー
2月例会を下記のとおり開催します。
時 令和２年２月27日㈭ 18:30〜20:15
○ 日
所 安城商工会議所５階 大会議室
○ 場
容 令和元年度日本商工会議所青年部直前会長内田
○ 内
茂伸君を講師として招き、YEGの存在意義や未来につい
て学びます。内田直前会長の話を聞き、青年部活動をど
のように過ごす事が自分の最善かを考えて頂き、YEGで
の時間をより有意義に活動できることを目的とします。
あんじょう商工会議所

− 13−

誠実に五方よし経営を続ける
『療食サービス』
宇都宮市郊外の産業団地の一角に、モダンな社屋の中小企業がある。ここが株式会社療食サービスの本

社と物流センターである。

同社の主事業は、社名の通り、病院や福祉施設で提供される治療用特殊食品や、近年はやりの施設内での

おやつ菓子などの卸・小売業である。

設立は1981年。現社長の野村武夫氏が、３人のスタッフと共にスタートした企業である。創業のきっかけ

は、同氏が前職で会社員をしていた当時、たまたま担当していた取引先のトップに仕事から撤退することを告
げられたことで、ならばと、その仕事を引き継ぐ形で独立創業した。

資本金100万円、スタート時の社員数はわずか３人であったが、苦労と努力が実り、
１年目から着実に業容を

拡大し、初年度には数千万円にすぎなかった売上高が、現在では約40億円、社員数も70人にまで増加してい
る。驚くのは、売上高が、この間一貫して右肩上がりで、かつ黒字経営を続けている点である

設立当初、その商圏は栃木県の一部地域のみであったが、年々拡大し、今や栃木県内全域はもとより、群馬

県、茨城県、埼玉県、そして千葉県にまで拡大している。ちなみに、現在、同社の商品が直接・間接提供されて

いる病院や老人ホーム、さらにデイサービス事業所などは、関東５県を合わせて4000カ所以上に上る。

また顧客の性格上、一人一人の健康状態に合わせた配慮と工夫が求められていることもあり、創業当初100

にも満たなかった取り扱い商品アイテムは、仕入れや同社の企画提案商品などを含め3000種類以上となって
いる。今や全国有数の療食（治療用特殊食品）のワンストップ企業として関係者の評価は高い。

同社の成長発展の要因は多々あるが、あえて１点を挙げるならば、同氏の考えた経営の在り方・進め方が、

社員はもとより仕入れ先、さらには販売先・顧客、そして社会の支持を得てきたからといえる。

その経営の在り方とは、前職時代の経験や、多くの書物などから得た知見を踏まえ「会社は個人のもので

はなく社会的公器」と評価・位置付けし、その決断の方法も「損得・勝ち負けではなく善・悪、つまり、どうする
ことが正しいのか、正しくないのか」をベースとしたものである。

また、進めた経営スタイルは、
「株主第一経営」ではなく「社員と顧客第一経営」、
「ワンマン経営・トップダ

ウン経営」ではなく「全員参加経営」、
「閉鎖的経営」ではなく「超ガラス張り経営」、
「命令経営・ノルマ経営」
ではなく「自主経営・相談経営」、さらには「急成長・急拡大経営」ではなく「年輪経営」の実践であった。
こうした企業の存在を見ると、企業の盛衰の最大要因は、リーダーそのものにあるといえよう。

人を大切にする経営学会
会長

坂本

光司

編集後記
早いもので、2020年の1カ月があっという間に終わりもう2月ですね。2月といえ
ば何かと話題の「恵方巻」！ということで、今年の恵方の方角は西南西やや西(右)
です。最近は恵方巻きを食べる方向を教えてくれるスマートフォン用のアプリも話
題だそうです。そもそも恵方の方角って何を指しているかご存知でしょうか。
「た
だ食べる方向」ではないそうです。
「恵方」とは、歳徳神（としとくじん）という神
様のいる場所を指し、年の良い方向だそうです。福を「巻き」込む、巻きずしを一
本丸ごと食べる事で幸福や、商売繁盛の運を一気にいただく、ということを意味
しているようです。
定番の巻き寿司からスイーツロール巻きなど様々な恵方巻が売られていますの
で、ご家族や従業員の方々とイベントを楽しむのはいかがでしょうか。
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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︶

2

第
号

798

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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