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特集

｢安城市観光協会認定土産紹介」

安城市観光協会認定土産品に初認定！
〜仲間を増やそう 会員交流会〜

当所事業や支援策のご紹介とともに、会員相互の交流、情報交換の場として会員交流会を開催いたしますので、多く

の事業所様のご参加をお待ちしております。
と

き 令和２年４月16日㈭ 14時00分〜16時00分

と こ ろ 安城商工会議所 ５階 大会議室
参 加 費 無料

詳細につきましては、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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株式会社コーソー
所在地

高棚町茨池39

電

92-3600

話

整体 ゆくり
電

話

080-3663-4449

安城商工会議所 行事予定
3月
３日㈫

税務相談（記帳継続指導）

13:00〜16:00

６日㈮

ものづくり補助金攻略セミナー

14:00〜17:00

11日㈬

金融相談（日本政策金融公庫）

10:00〜12:00

18日㈬

消費税申告個別相談会

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

株式会社 六美

表紙の写真／ © スタジオ RAY 田中克浩

｢安城梨ジュース｣と｢いちじくコンポート｣が初の認定！
表紙は、和泉町で国産ドライフルーツ、野菜パウダー、
ジュース等を製造・販
売している㈱六美が初めて安城市観光協会認定土産品に採用される予定の
「安城梨ジュース」
と
「いちじくコンポート」
です。安城梨ジュース(756円)は、甘
みが深く非常に濃厚な安城梨を利用しているため、
ストレートはもちろんのこ
と炭酸水やアルコールを加えても美味しく飲むことができます。また、いちじ
くコンポート(922円)は、大きくカットされたいちじくがゴロゴロと入っており、
いちじくを贅沢に堪能することができます。
お土産やプレゼントなど購入される際には、ぜひ利用してみてはいかがで
しょうか。
お問合せ】㈱六美 所在地：和泉町下之切65 TEL：95-6363
あんじょう商工会議所

− ３−

おしらせ

商工会議所からの

商工会議所におけるＧＳ１事業者コード
申請受付業務の終了のお知らせ
商工会議所では、地域の中小小売店等のPOSの導入やＪＡＮコードの利用を支援するため、1985年来、GS1事業
者コード申請受付業務をおこなってまいりましたが、昨今のデジタル化やネット化の急速な進展等に伴い、商工会
議所を通じた申請のご利用数が少なくなってまいりました。
このような状況等を踏まえた制度全体の見直しに伴い、本事業の委託元である一般財団法人流通システム開発
センターより商工会議所を通じた業務委託については終了するとの申し出がありました。
そのため、2020年3月31日をもって、商工会議所におけるGS1事業者コードに関するすべての業務を終了させてい
ただきます。長らくご利用いただいた事業者様には申し訳ございませんが、何卒ご了承いただきますようお願い申
しあげます。
2020年4月以降、商工会議所での申請受付・問合せ対応は行いませんので、下記のとおりご対応いただくようお
願いいたします。
＜2020年4月1日以降の手続きについて＞
⑴既にGS1事業者コードを利用されている事業者様について【更新手続き】
更新時期を迎えた事業者様には、従来どおり（一財）流通システム開発センターから更新申請書が郵送され
ます。更新申請を行う場合は、インターネットから申請を行うか、更新申請書を (一財)流通システム開発セン
ターへ直接送付してください。
⑵新たにGS1事業者コードをご利用される事業者様について【新規登録手続き】
（一財）流通システム開発センターに直接申請を行ってください。
申請方法は（一財）流通システム開発センターのホームページでご確認ください。
お問合せ】(一財)流通システム開発センター GS1事業者コード担当
ホームページ：https://www.dsri.jp/ ＴＥＬ：03-5414-8511

新入社員研修
（基本コース・製造コース）

受賞おめでとう！

今回の研修は、基本コースと製造コースがあり、基
本コースでは、社会人の基礎について学習していただ
きます。製造コースでは、生産業務の内容、改善の重
要性等を学習していただきます。ぜひこの機会にご
受講ください。

2020愛知環境賞】
愛知県では、資源循環や環境負荷の低減を目的と
した先駆的な取組を行っている企業を表彰する「愛
知環境賞」を実施しており、
「日本モウルド工業㈱」
様が2020愛知環境賞銀賞を受賞されました。
＜銀賞＞日本モウルド工業㈱

時 令和２年4月2日㈭・3日㈮

愛知ファミリーフレンドリー企業】
愛知県では、従業員のワーク・ライフ・バランスに
積極的に取り組む企業を「愛知県ファミリー・フレン
ドリー企業」として登録しており、その中から模範と
なる取組を実施している企業を表彰しています。
令和元年度のファミリー・フレンドリー企業賞及び
イクメン・イクボス企業賞を「アイシン・エィ・ダブ
リュ㈱」様、ファミリー・フレンドリー企業賞を「メト
ロ電気工業㈱」様がそれぞれ受賞されました。
＜ファミリー・フレンドリー企業＞
アイシン・エィ・ダブリュ㈱・メトロ電気工業㈱
＜イクメン・イクボス企業賞＞
アイシン・エィ・ダブリュ㈱

２日：9時00分〜16時30分 ３日：9時30分〜16時30分
場 安城商工会議所 5階 大会議室
講 基本：オフィスサミ 金子 千鶴 氏
製造：オフィスサミ 中村 英泰 氏、小笠原 拓哉 氏
定 各50名（定員になり次第、締め切り）
￥ 安城商工会議所会員：
1名 5,500円（昼食代・消費税込）
刈谷法人会安城支部会員・
刈谷労働基準協会安城支部会員：
1名 6,600円（昼食代・消費税込）
一般（上記以外）
：
1名 11,000円（昼食代・消費税込）
− ４−

あんじょう商工会議所

時 とき ■
場 ところ ■
講
■

ＦＡＸ：03-5414-8503

講師

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

人材確保等支援助成金をご活用ください！
厚生労働省では、事業主の方に向けてさまざまなタイプの「人材確保等支援助成金」を提供しています。
これらの助成金を受ける際は、都道府県労働局に計画書を提出し、認定を受けた上で、各コースが規定する要件を満
たす必要があります。
雇用管理制度助成コース

人事評価改善等助成コース

働き方改革支援コース

雇用管理制度を導入
✚離職率目標達成
➡57万円助成
支給申請時の3年前と比較して
生産性向上
✚15万円助成

従業員の賃金アップを含む人事評
価制度を導入
➡50万円助成
➡離職率目標達成等
✚３年間で生産性向上
➡80万円助成

時間外労働等改善助成金の受給
✚人材確保が必要な場合に新た
な労働者を雇用
✚雇用管理改善等
➡雇い入れた労働者1人につき
60万円助成
➡最初の雇い入れの日から３年間
で生産性向上等
➡雇い入れた労働者1人につき
15万円助成

設備導入
✚期間内での生産性向上
✚従業員の賃金アップ
➡１年コース
3年間で最大130万円助成
➡3年コース
設備投資額に応じて3年間で
最大450万円助成

事 業協同組合などが 構成中小企
業の人材確保や職場定着支援の事
業を実施
➡事業の実施に要した費用の
2／3を助成

その他、建設事業主向けのコース
もございます。

介護・保育労働者雇用管理制度助成コース

介護福祉機器助成コース

介護・保育労働者への賃金制度を
整備・実施
➡50万円助成
➡離職率目標達成（３年後）
➡最大142.5万円助成
支給申請時の3年前と比較して
生産性向上
✚37.5万円助成

介護福祉機器を導入
➡導入費用の25%を助成
➡離職率目標達成
➡導入費用の20%を助成（※）
支給申請時の3年前と比較して
生産性向上
助成率＋15%上乗せ

お問合せ】愛知労働局 職業対策課 あいち雇用助成室

中小企業団体助成コース

安城市内の桜が咲き乱れる時季の到来です。今年も安城
公園をはじめ、市内４ヶ所で安城桜まつりを開催します。桜
まつりに合わせて各種イベントも開催いたしますので、皆様
ぜひお越しください。
期間】３月19日㈭〜４月12日㈰
場所】安城公園（桜町）、城山公園（桜井町）、日の出公園
（日の出町）、半場川沿い（デンパーク周辺）
＜写生大会＞
日時】3月28日㈯、3月29日㈰ 午前９時〜午後４時
場所】安城公園
対象】市内の小学生（来年度１〜６年生になる小学生）
マスクの着用を推奨しています。風邪のような症状
がある方は参加をお控え下さい。
＜さくらと安城七夕親善大使を写す会＞
新型コロナウィルスの感染拡大を防止するため、今回は中
止とさせていただきます。
＜写真コンテスト＞
内容】2020年に撮影した安城市内の桜の写真で、未発表のもの
※４月13日㈪までに、応募用紙を貼った作品を持参
か郵送（消印有効）で商工課まで提出してください。
お問合せ】安城市観光協会（市商工課内）TEL:71-2235

TEL 77-3636

●雇用管理制度助成コース
●若年者及び女性に魅力のある職
場づくり事業コース
●作業員宿舎等設置助成コース

TEL：052-219-5518

第43回安城桜まつり

東海税理士会
刈谷支部 安城部会

設備改善等支援コース

安城の食べ物・飲み物を味わう
スタンプラリー参加店を募集します！
応募条件】乾杯条例の趣旨に賛同し、市内で生産され
た農畜産物を使った飲食メニュー、市内で製造された飲
食メニューを提供できること
実施内容】上記メニューを注文された方に市観光協会
が用意するスタンプを押印。更に安城市オリジナル乾杯
掛け声を発声された場合はもうひとつ押印します。
参加特典】
①店舗や商品の情報を市観光協会ウェブサイト、SNS等で発信します。
②ステッカー等広報ツールを無償提供します。
③乾杯条例関連事業へのご案内をします。
募集期間】随時募集。ただし３月31日㈫（消印有効）ま
でに申し込んだ場合、乾杯条例リーフレットに情報を掲
載させていただきます。
景品】スタンプを５個以上集めた参加者には抽選で安城産品等を進呈。
申込方法】申込方法など詳しくは安城市観光協会ウェ
ブサイトをご覧ください。
お問合せ】安城市観光協会（市商工課内）
TEL:71-2235

『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
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−

特集

クロガネモチの 花の 蜜からできたハチミツ。コー
ヒーやトーストとよく合います。

深津養蜂園

安城市小堤町8-5／76-3652

三河和泉郷に受け継がれ
た伝統の技 法「半生もど
し」によって作られたコシ
の強い手延べ麺です。

（株）和泉そうめん丈山の里

安城市和泉町大北58-2／92-2655

安城デンパークハム工房で製造したソーセージで
す。上質な国産豚肉で作る安城ハムは「長期低温熟
成製法」により製造しています。

（株）ネクスト

安城市赤松町梶1／92-5512

当所会員事業所の商品が安城市観光協会認定土産品へ選定される予定
です。
安城市観光協会では、市内製造販売業者が製造し、商品名や原材料など
から安城市を連想させる安城にふさわしい土産品を安城市観光協会認定土
産品として選定しています。
今回の認定期間は令和2年4月から令和4年3月末までの2年間となり、認
定された土産品には認定シールが貼られます。
その中で当所会員事業所22事業所の認定土産品のオススメ商品をご紹
介いたします。
取引先への手土産や、ご家族・ご友人等のプレゼントを購入される際に
は、ぜひ安城市観光協会の認定土産品をお買い求めください。
問

安城市観光協会事務局（安城市役所商工課内）TEL：0566-71-2235

当地 独自の半生もどし
製法で作られる、名物の
長い半生そうめんです。
国 際味覚審 査機構にて
優秀味覚賞を受賞！

（有）たつみ麺店

安城市和泉町中本郷220-1／92-0138

約3.6ｍもの長さに延ばし
た半生 麺の珍しい手延そ
うめん。独特のモチモチと
した強いコシとツルツルの
のど越しの美味しさ。

和泉手延麺業組合

安城市和泉町中北110／92-2711

弊社は契約した梨園（くるみや梨
園）からB級品を使用して商品を
製作しています。その梨をジュー
スにしました。果樹100％の濃厚
な味わい。夏は冷やして、冬は温
めても美味しいです。

（株）六美

安城市和泉町下之切65／95-6363

ごんぎつねの世
界を見事にいな
り寿司に詰め込
みました。食 材、
味 、食 感 で 背 景
と感 情を表 現し
た特別ないなり
です。

カリッと揚った豚肉のから揚げ、ふわとろの甘辛玉
子、香りの良い米とが三位一体となった究極丼!!

中国料理 北京本店

安城市三河安城本町2丁目4-1／75-0230

愛 知 県 産のお茶
をふんだんに使っ
た深むし茶で、き
れいな緑色と濃く
深みのある味わい
が特徴です。

市内で100年の昔よりお茶づくりをしている南山園
が創ったお茶のセットです。

どんぐり本店

安城市堀内町道下34-1／99-6123

− ６−

あんじょう商工会議所

（株）南山園

安城市藤井町南山20／99-0128

（株）碧香園

安城市東栄町1-3-3／97-8168

黒 糖入りの皮に焼 芋
と白あんを一 緒に練
り上 げ た 大 島 ま ん
じゅうで 素 朴な和菓
子です。

知的に障がいを持つ方が、豆を焙煎前後の２回確認
し、虫くいや割れといった不良豆を１粒１粒取り除き
ました。

（福）ぬくもり福祉会 まるくてワークス
安城市池浦町丸田160-2／77-1000

南吉の好物のカステラを地産の青梗菜、小麦粉、抹
茶、卵を使用して製作しました。2017年全国菓子大
博覧会、三重にて名誉総裁賞受賞作品です。

（有）両口屋菓匠

安城市御幸本町2-1／76-2778

厳選された安城産の
いちじくを 赤 ワイン
とシナモン、オレンジ
で甘露煮に仕上げた
丸 ごといちじくを入
れてしっとりとした
アーモンド生 地で 包
んだフィナンシェ。

デ・レーヴ タカハシ

安城市大山町1-12-31／76-9009

ラベルは安城特別支
援学校の生徒作品
のラベルを使 用し、
ビールは麦 芽とホッ
プと酵母だけで非加
熱 、無 濾 過 の た め
ビール酵母がちゃん
と残っている本物の
ビールです。

安城デンビール（株）

安城市赤松町梶1／92-7755

櫻屋

安城市日の出町2-18／76-3024

北海小豆で羽二重餅を包み香ばしい皮との調和を
お楽しみいただける最中です。

（株）北城屋

安城市朝日町21-26／75-1434

お酒の旨味がしっかりと味
わえる１品。燗 酒で も冷 酒
でも楽しめます。日本酒度
+3.0 精米歩合65％。

（有）マルコウ酒店

安城市美園町1-7-8／76-4307

安城の梨を使った
みずみずしい羊かん。

穂積堂

安城市末広町2-18／76-2505

西尾抹茶を使った濃い味のお菓子です。抹茶のスポ
ンジと抹茶のトリュフチョコレートの風味を楽しん
でください。

安城とらや

安城市古井新町釈迦山29-4／75-1567

酒米を育てる農家さんたち
のこだわり、地元から湧き
出す良質な水、そして安城
に根付いた酒造技術、どれ
が欠けてもいけない。その
思いを持って関わった皆さ
んと共に醸し出したお酒で
す。お酒単独でなく食事を
しながらお飲みいただける
純米大吟醸酒です。

神杉酒造（株）

安城市明治本町20-5／75-2121

安城七夕まつりの公
式キャラクターきー
ぼー の ぬ いぐる み 。
部屋に飾るとあなた
の願いが叶うかも？
鳥帽子に素袍を着た太夫と鼓を打つ才蔵のかけあ
いでめでたい文句をとなえ舞を演ずる姿（三 河万
歳）の人形です。

（株）安城スタイル

安城市御幸本町8-5 Tʼs building／73-9511

（株）金魚屋

安城市朝日町25-7／75-3311
あんじょう商工会議所

− ７−

ガンバル事業所、応援します!!
CFRTPパイプの3D曲げ加工技術を開発！
ロールフォーミング・ベンディング等の塑性加工技術を得意

とする金型・設備メーカーの中部エンジニアリング㈱は、熱可
塑性連続炭素繊維強化樹脂（CFRTP）の3Dパイプ自動曲げ加

工技術を、あいち産業科学技術総合センター三河繊維技術セ
ンターと共同で開発しました。

開発した曲げ加工技術は、機械加工のため再現性が高く、量

産品に適用できます。熱可塑性樹脂を用いており、福祉機器な

どで個人の体形などに合わせた調整や修正も再加熱加工で可
能となります。

軽量化が図れるCFRTPは、車両部品や建築部材、介護用品

などでの需要が見込めるうえ、プレス加工メーカーなどは既存

設備の有効活用になる場合もあり、今後は展示会やセミナー
などで用途開拓し、加工技術のPRで普及につなげます。

中部エンジニアリング株式会社

橋目町新居林33-6 TEL／98-5560
URL http://www.chubueg.co.jp/

新店舗オープンで営業内容も拡大!!
広告デザインやホームページ制作を手掛ける「WONder」は、
２
月４日より横山町に新しく店舗をオープンしました。これまで自宅で
仕事を行っていましたが、
今まで以上にお客様と顔を見て商談がし
たい、お客様のニーズに寄り添い納得した話し合いがしたい、相談
しやすい環境を作りたいとの想いから、新たに店舗を構えました。
今回の店舗オープンに伴い、チラシやホームページ制作だけでな
く、
イラストやロゴ、オリジナルステッカー、オリジナルＴシャツ、のぼ
り、バナースタンド、名刺、オリジナルスマホケースなどの販促やノベ
ルティに使えるグッズも手掛けるようになりました。
１個から注文で
きますので、企業だけでなく、個人でも気軽にご利用いただけます。
2020年３月末まで写真やイラストのデータを持参すれば、オリジ
ナル缶バッチを１個無料で制作するプレゼントキャンペーンを行って
いますので、
ぜひお越しください。

WONder

横山町浜畔上64-2 TEL／93-4038
URL http://oneder1.com/kanban-aichi/

ASIA DESIGN PRIZE 2020受賞 琉球ガラス「波琉寿」
三河安城本町の、
オートモーティブ・プロダクトデザインや撮影な
どを手掛ける有限会社D-WEBERは同社ブランド
「4DESIGN」
から
琉球ガラス
「波琉寿
（パルス）
」
を発表しました。
これは沖縄県南部の
琉球ガラス村とのコラボレーションで好評販売中です。
生命と海を
表現したグラスの造形は再現が難しいのですが、
内閣総理大臣賞
にも輝いた現代の名工が率いる琉球ガラス村の熟練職人が創意
工夫そして技で具現化することができ、
型成形では真似のできない
風合いがとても魅力的です。
カラーバリエーションは
「うみいろ」
「さ
んご」の2種類があり、単品購入から化粧箱入りのトックリグラス
セット、
グラスセットがあります。
また、
「波琉寿」
はASIA DESIGN
PRIZE 2020のWINNERを受賞し、
同社では昨年の瀬戸焼
「宝玉」
に
続き２年連続の受賞となります。
世界に認められる魅力的な商品を
生み出す有限会社D-WEBERから今後も目が離せません。

− ８−

あんじょう商工会議所

有限会社D-WEBER

三河安城本町2-1-10 TEL／89-2934
URL http://www.d-weber-inc.jp/

活動報告ダイジェスト
版
経済講演会
日本銀行名古屋支店長の清水季子氏を講師に
お招きし、１月29日㈬に経済講演会「最近の金融
経済情勢と今後の展望」を開催しました。
当日は150名の方々にご聴講いただき、東海地
区をはじめ、中国や米国、欧州等の今後の経済見
通しについて解説いただきました。

事業承継セミナー
安城市内の金融機関及び東海税理士会刈谷支
部安城部会の協力のもと、2月10日㈪に事業承継
セミナーを開催しました。
当日は、㈱吉野家ホールディングス会長の安部
修仁氏を講師にお招きし、
「吉野家の事業承継〜
後継者に求められるもの〜」をテーマに事業承継
のポイントなどをご教授いただきました。

プレスリリースセミナー
2月14日㈮にプレスリリースセミナーを開催し
ました。
当日は、中部経済新聞社編集 局経済部の片桐
芳樹氏を講師にお招きし、
「新聞に記事掲載され
るには？」をテーマに掲載されやすい話題の特徴
や、プレスリリースの書き方、新聞社への情 報提
供の方法などをご教授いただきました。

安城企業就職フェア「ANJOB」
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、2月7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30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。卒
業後３年以内の方、中途の方などを含め、多くの方
にお越しいただきました。

“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/

株式会社コーソー
快適なパーラーチェア製造は当社におまかせを！
今回は高棚町でパーラーチェアの製造及び販売、
メンテナンスを行っている㈱コーソーをご紹
介します。同社は、
「私たちがめざすもの、パーラーチェアとしてお客様の安全と座り心地の満足
度。」をスローガンに掲げて製品開発を行っており、より快適な座り心地を追求することはもちろ
んのこと、
再利用のプラスチックを使用するなど環境へも配慮した製品の開発を行っています。
製品の中には、長時間座っていても蒸れないような通気性抜群のメッシュタイプの椅子や、コ
イルスプリングを採用し、ラグジュアリーな座り心地と柔らかなホールド感により長時間座って
いても疲れ辛い椅子、背が薄くデザイン性が高くスタイリッシュな椅子など店舗によって異なる特徴に合わせられるよう様々
なタイプの椅子がラインナップされています。
最近では受動喫煙防止法等からパーラーチェアだけでなく、喫煙所などで利用されるパイプチェアの開発・販売も行うな
ど㈱コーソーのますますの活躍から目が離せません。
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所 在 地

高棚町茨池39

電

話

92-3600

H

P

http://www.koso-ac.co.jp

高棚町新池南

★

（柴田裕）

高棚町蛭田

整体 ゆくり
女性のお悩みにお応えする

整体カウンセリング

今回は、
女性専用の出張整体を行っている
「整体ゆくり」
をご紹介します。
『整体ゆくり』の整体は産後うつ、骨盤の歪み、不妊、不定愁訴（頭重・いらいら・疲労感・不眠など不
快感を伴う自覚症状を訴えながらも、それと体の異常との関連がはっきりしないもの）などの症状に
対し、
心身のバランスを整えて歪みや痛みを改善するもので、
特に妊産婦や子育て中の方、
家族の介護
をしている方、
自営業の方など外出が難しい方が多く利用をしているそうです。
金山駅近くにもサロンを構えており、名古屋や岐阜近郊のお客様もみえるそうで、施術後は体が軽
くなる、
精神的に楽になったと定評があります。
女性の整体師で出張整体を行っているのは珍しく、
施術料金は約1時間8000円からですが、
２名以上のまとめての施術は１名あた
り500円引きを行っています。ただし整体師は一人なので同時施術は出来ないのでお待ちいただくことになります。ご家族の方であ
れば、
男性の方の施術も対応出来ます。
女性の不定愁訴や心身の不調でお悩みの方は一度、
『整体ゆくり』
にご相談してみてはいかがでしょうか。

電
話
営業時間
H
P
出張エリア

080-3663-4449
10:00〜19:00
http://kanayama.life/
安城、知立、刈谷、高浜、碧南、豊田南部、岡崎西部
交通費込み ※安城市新田町から車で30分以内の範囲は交通費無料。エリアにより交通費が
かかる場所はお問い合わせください金山の整体ルームは金山駅から徒歩5分

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？

整体 ゆくり

安城商工会議所
事業所訪問先
募集中

Coupon
TEL 080-3663-4449

施術料金

500円引
◯有効期限：2020年3月末まで

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

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

（三村）

卒業生の安城愛

第2部

さる２月21日、22日、安城商工会議所青年部は日本商工会議所青年部全国大会として、静岡県沼津の地で行われまし
た「ふじのくに静岡ぬまづ大会」に総勢37名で参加してまいりました。記念事業では全国から集まりました850名もの卒
業生が、惜しまれながらも盛大に送られました。卒業を「祝われるほどうれしいやら悲しいやらで」と杉山昌宏先輩がこ
ぼした言葉に卒業生の本音を見た気がします。
杉山先輩は平成７年度に入会され、25年間青年部で活動されました。つまり青年部発足と同時
に入会されたチャーターメンバーです。杉山先輩を最後にチャーターメンバーは皆さん卒業を迎え
られました。長きにわたる青年部人生の中でひときわ思い入れのある事業は七夕まつりだそうで
す。運営する場所が変わるそのたびにメンバーと一緒にゼロからまつりを作っていった思い出をお
話いただきました。発足当時のメンバーの人数と比べるとおよそ２倍の人数に拡大しましたが、
「人数は多ければ多いほうがいい」、
「青年部のメンバーはみんな友達のようなものだから。そん
な関係、普通では築けない」と教えていただきました。青年部で得た縁を、各事業を進めながら絆
に成長させ、それが楽しさ喜びに変わる。笑顔の絶えない杉山先輩のお姿は、そのことを自らの行 令和元年度 卒業予定者
杉山 昌宏
動により我々後輩に教えていただいていたように思えます。
平成28年度29年度には愛知県商工会議所青年部連合会に出向され、その人徳ゆえに安城にとどまらず愛知県内に
ファンを増やしてこられました。あの三本締めが見れなくなるのかと思うと涙でいっぱいです。
川澄琴枝先輩は平成24年度に入会され８年間青年部で精力的に活動されました。広報委員長を
２度務められ平成27年度には愛知県商工会議所青年部連合会にも出向され、今年度は安城商工
会議所青年部副会長を務めておられます。その他の年度にも七夕や元気フェスタの特別委員会に
一度ずつ所属され、まさに安城のために身を粉にして活動していただきました。それでも「社業が
多忙ということもあり青年部活動以外では自ら進んで交流を図ってこなかったことが心残り」と惜
しんでおられました。
しかしやはり、一番の思い出は「広報委員長としてPitcfFM出演したり、広報誌の原稿作りや例
会事業から、メンバーと力を合わせて一つのものを創り上げ成功へ導いていくことによって得られ 令和元年度 卒業予定者
川澄 琴枝
る感動！」とお話いただきました。精力的に活動したからこそ得られる喜び、感動を熱く語っていた
だきました。先日の全国大会でも、感動があふれ出しているお姿を拝見し、その思いの強さをあらためて垣間見た気が
します。

トーク

47

元気ノ助のメールで投句

朝雉や 空も心も 日本晴れ
ケンケン︵ 才・山崎町︶

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

今年度青年部ネットはやはり川澄先輩のことばで締めさせていただきます。
「入会当初から青年部メンバーの皆様に温かく迎えていただき、今日卒業を迎えることができますのも、ひとえに多く
の仲間に支えられ有意義な青年部活動を過ごさせていただいたおかげと思っています。長い間お世話になりました。最
高の仲間に大変感謝しています。青年部メンバーの皆様、本当にありがとうございました」
４名の卒業生の皆様ご卒業おめでとうございます。
ー臨時総会・３月例会「卒業式・卒業を祝う会」ー
臨時総会・３月例会を下記のとおり開催します。
時 令和2年3月19日㈭ 18:00〜21:00
○日
所 BirthHall（バースホール）
○場
容 臨時総会は、令和2年度事業計画書並びに収
○内
支予算を審議いたします。令和の初年度の集大成とし
て、3月例会では卒業式を行い、4名の卒業予定者の
功績に感謝して最後の門出を盛大にお祝いし、送り出
します。
あんじょう商工会議所

− 13−

特例子会社のモデル的企業
ファンケルスマイル』
神奈川県のJR大船駅から車で10分ほど走ったところに、株式会社ファンケルスマイルという会社がある。設立は
1999年。親会社である化粧品や健康食品の通信販売で著名なファンケルが、グループの創業理念である「正義感
を持って世の中の『不』を解消しよう」を実践するための社会貢献・地域貢献企業として設立した会社である。
具体的に言えば、障がいというハンディを背負った人たちが、仕事に精進することで自らの可能性に目覚め、働
きがいや生きがいを感じつつ、自己実現と社会的自立を支援するために設立した特例子会社(※)である。
わずか数人でのスタートであったが、この20年間、少しずつ雇用を増やし、現在は社員数80人。うち60人は何ら
かの障がいを持つ社員であり、驚くのは、そのうちの20人、率にして33％は重度の障がいを持っていることである。
しかも、その障がいを持つ社員全員が正社員として雇用されており、定年までの雇用が保証されているのだ。
同社の現在の主事業は、親会社であるファンケルが生産・販売する化粧品やサプリメントの包装や発送、名刺の
作成、DMの発送、さらにはパソコン入力などである。その業務のほぼ100％がファンケルからの受注である。
かつては、将来、どこの職場でも通用する社員に育てるためや、多くの仕事の中から最も自分に合う仕事を見つ
けてもらうために、ファンケル以外から仕事を受注し、取り組んだこともあった。しかし、どんなに工夫や努力をし
ても、最低賃金すら支払えないような単価だったこともあり、現在では、外部の仕事は全て断り、ファンケルからの
仕事が100％となっている。
先日、機会があって、久しぶりに同社を訪問し、工場内を見せていただいたが、60人の障がいを持つ社員たち
が、健常者の社員からアドバイスを受けながら、真剣なまなざしで仕事に取り組んでいた。
ちなみに、気になる給料は、同社では、最低賃金の除外申請をしている人は１人もおらず、60人全員が月給15万
円以上である。加えて、仕事ができる人、できない人は当然いるが、みんなが仲間・家族であるため、年功序列型の
賃金体系だという。
周知のように、重度の障がいを持つ人の大半は、
「Ｂ型」といわれる就労継続支援施設で就労しているが、そこ
での給料（工賃）は、全国平均で月給約1万5000円である。
こうした実態を見ると、ファンケルが、いかに障がいを持つ人たちやその家族のために献身的な支援を行ってい
るかがよく分かる。多くの企業が学んでほしい障がい者雇用のモデル的企業である。
※特例子会社……障害者の雇用に特別な配慮をし、障害者の雇用の促進等に関する法律第44条の規定により、一
定の要件を満たした上で厚生労働大臣の認可を受けて、障害者雇用率の算定において親会社の一事業所と見
なされる子会社のこと。
人を大切にする経営学会
会長

坂本

光司

編集後記
月日が経つのは早いもので、今年度も残すところ後わずかとなりました。まだま
だ寒い日が続いておりますが、体調には気を付けて過ごしていきたいですね。今
年は風邪やインフルエンザだけでなく、テレビ等で連日取り上げられている新型
コロナウイルスを心配されている方も多いのではないでしょうか。感染拡大を少し
でも防ぐには、手洗いやマスク着用だけでなく、不要不急の外出は極力控えるな
ど一人ひとりが意識して対策することが必要になります。
これからの時期は、卒業や入学、就職など大きな節目を迎えられる方が沢山い
らっしゃいますが、元気に新年度を迎えられたらと思います。
一年間至らないところもあったかとは思いますが、ご精読いただき、ありがとう
ございました。来年度も職員一同頑張りますので、よろしくお願いいたします。
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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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「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︶

3

第
号

799

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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