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特集１
特集２

新型コロナウイルス対策支援情報
テイクアウト・デリバリーお弁当

大見孝税理士事務所
税理士 大見 孝 氏

〜新型コロナ対策経営支援室 設置〜
当所では、新型コロナウイルスによる事業への影響など、経営相談を行う「新型コ
ロナ対策経営支援室」を設置しております。持続化給付金や雇用調整助成金など国
や県、市などの各種支援施策についてサポートを行っております。一部支援情報を
４、５ページに掲載しておりますのでご覧ください。
安城商工会議所 E-mail▶info@anjo-cci.or.jp
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隠れ家韓国 ジフン
所在地

御幸本町13-7

電

91-8131

話

medical salon
eclat de beaute
所在地

福釜町砂渡30-1

電

090-4193-5654

話

安城商工会議所 行事予定
6月
2日㈫･３日㈬ 労務相談（雇用調整助成金）

13:00〜17:00

9日㈫･10日㈬ 労務相談（雇用調整助成金）

13:00〜17:00

10日㈬

金融相談（日本政策金融公庫）

10:00〜12:00

16日㈫

税務相談（記帳継続指導）

13:00〜16:00

16日㈫･17日㈬ 労務相談（雇用調整助成金）
18日㈭

法律相談

13:00〜17:00
13:00〜16:00

23日㈫･24日㈬ 労務相談（雇用調整助成金）

13:00〜17:00

25日㈭

通常議員総会

15:30〜16:30

26日㈮

金融相談（愛知県信用保証協会）

13:00〜16:00

表紙、P2
企画／制作

アイデアバルブ株式会社

安城商工会議所事業のご紹介
＜プレスリリースサービス＞
安城商工会議所では、会員事業所が新商品、新サービス、新事業等を広くPRするため、
当所から報道機関へ情報提供を行うプレスリリースサービスを行っています。無料のサー
ビスですので、ぜひお申し込みください。
主な報道機関：中日新聞、中部経済新聞、安城ホームニュース、キャッチネットワーク
※掲載可否につきましては各メディアの判断となりますので、掲載を保証・確約するもので
はございません。ご了承ください。
※3月、6月、10月にプレスリリースを行う企業が3社（先着順）になった場合は、合同プレ
ス発表会を開催します。
あんじょう商工会議所

− ３−

特集
１

新型コロナウイルス対策支援情報

当所では新型コロナ対策経営支援室を設置しております。新型コロナウイルスによる事業への影響など経営上の
相談を行っております。各種支援施策でみなさまの経営をサポートしていますので、
いつでもお気軽にご相談ください。

安城商工会議所にて設置
＜持続化給付金申請サポート会場 開設＞

「持続化給付金」はインターネットによる電子申請を原則としていますが、ご自身で電子申請を行うことが困難
な方のために、国が安城商工会議所を会場として「申請サポート会場」を5月21日㈭より開設いたしました。
会
場 安城商工会議所 5階 大会議室
開 場 時 間 9時30分〜17時00分（受付：16時30分まで）
事 前 予 約 新型コロナウイルス感染防止の観点から完全事前予約制です。
予約サイト
予約方法は下記の方法で行ってください。
①WEB予約
(中小企業庁 持続化給付金サイト URL：https://www.jizokuka-kyufu.jp/）
申請サポート会場の「エリアから会場を探し・予約する」から会場と日時を選択し
ご予約ください。
②電話予約（申請サポート会場 受付専用ダイヤル 受付：24時間対応）
☎0120-835-130 自動ガイダンスに従ってご予約下さい。
予約には会場番号が必要となります。安城商工会議所の会場番号【2304】
③電話予約（申請サポート会場 電話予約窓口 受付：平日・土日・祝日 9時00分〜18時00分）
☎0570-077-866 オペレーター対応にて予約を受け付けます。
なお、申請サポート会場の予約に関するお問い合わせは、上記窓口以外では受付をしておりませ
んのでご注意ください。
※予約でお困りの方は安城商工会議所において代理で予約をお取りしますのでお気軽に商工会議所
事務局までご相談ください。
※申請サポート会場は当所会員以外の方や市外事業者等も利用可能です。

安城市の各種支援施策
＜中小企業者等緊急支援金＞予算額330,000千円

新型コロナウイルス感染症の拡大により大きな影響を受けながらも、愛知県の休業要請協力金の対象とならな
かった中小企業者等に対し、事業の継続に必要な経費の一部を支援金として交付。
対
象 市内に本店又は事業所を有する中小企業者、個人事業主、特定非営利活動法人及びその他法人で、
令
和2年4月又は5月の売り上げが前年同期比20%以上減少した者（県・市新型コロナウイルス感染症対
策協力金（休業要請協力金）又は理美容業界に対する休業協力金の対象者は除く。）
補 助 額 1事業者あたり、一律10万円(複数事業所を運営する場合も1事業者10万円)
※テナント料を払っている事業者は一律10万円を加算

＜中小企業雇用調整補助金＞予算額100,000千円

雇用維持のために従業員を休業させ、国の「雇用調整助成金」または「緊急雇用安定助成金」の支給を受けた中
小企業者に対し、休業手当から国からの助成金を差し引いた事業者負担分について、補助金を交付。
対
象 市内に事業所を有する中小企業者で、国の「雇用調整助成金」又は「緊急雇用安定助成金」の支給を
受けた事業者
対 象 期 間 令和２年４月１日〜令和２年６月30日まで
対 象 経 費 国の｢雇用調整助成金｣又は「緊急雇用安定助成金｣の支給決定に係る費用のうち、
事業者負担分の経費
補 助 額 国が9/10助成(解雇を伴わない)の場合 事業主負担分1/10を市が助成
国が8/10助成(解雇を伴う)の場合
事業主負担分2/10のうち1/3を市が助成
平均賃金
休業手当（平均賃金の60%以上、上限8,330円）※
国助成金（90%）
国助成金（80%）

市補助金
20%×1/3

市補助金
（10%）
企業負担
20%×2/3

解雇を伴わない休業の場合
解雇を伴う休業の場合

※8,330円は1人1日当たりの雇用保険基本手当日額の最高額の上限（5月22日現在のため最高額の上限が引き上げられた際には、引き上げられます）

− ４−

あんじょう商工会議所

新型コロナウイルス感染拡大にともない、経営支援に関する施策をご紹介します。
最新情報は当所HP（https://anjo-cci.or.jp/）をご覧下さい。
安城市の各種支援施策
＜雇用調整助成金申請支援事業補助金＞予算額20,000千円
雇用維持のために従業員を休業させ、国の「雇用調整助成金」または「緊急雇用安定助成金」の支給申請を社会
保険労務士に依頼する際に必要な費用の事業者負担分について、補助金を交付。
対
象 市内に事業所を有する中小企業者で、
「雇用調整助成金」又は「緊急雇用安定助成金」の支給申請を
する事業者
対 象 経 費 中小企業者が令和2年4月から6月までの休業分についての「雇用調整助成金」又は「緊急雇用安定助
成金」の支給申請のために社会保険労務士に支払った費用
補 助 率 10/10 上限10万円
備
考 小規模事業者は支給申請が簡単になりました

国の拡充支援施策
＜雇用調整助成金の特例をさらに拡充＞厚生労働省
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を支援するため、4月1日〜6月30日の緊急対応期間中に限り、
全ての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置拡充を実施。
●拡充１ 一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の補助率を10/10とする（上限1人1日当た8,330円）
・中小企業であり解雇等を行わず雇用を維持している場合
・愛知県の要請により休業または営業時間短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、こ
れに協力して休業等を行っていること
・以下のいずれかに該当する手当を支払っていること
①労働者の休業に対して100％の休業手当を支払っていること
②上限額（8,330円）以上の休業手当を支払っていること（支払率60％以上である場合に限る）
休業手当100%の場合

●拡充２

雇用調整助成金（100%×10/10）＝100%を助成

休業手当の支払率60％超の部分の助成率を特例的に10/10とする（1人1日当たり8,330円が上限）
・中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合、休業手当60％を超えて支給する部分に係る助
成率を10/10とする
60%までの部分・・・90%助成

休業手当100%の場合
適

用 日

60%以上の部分・・・100%助成

雇用調整助成金（60%×9/10＋40%×10/10）＝計94%を助成

会社負担 6%

4月８日以降の休業等から遡って、緊急対応期間（4/1〜6/30）中に限り適用

当所にて開催の無料相談会
すべて事前予約制となっておりますので、ご利用・ご相談は当所までお問い合わせください。

＜日本政策金融公庫

金融相談＞

＜愛知県信用保証協会
＜雇用調整助成金
日

程

金融相談＞

日

程

６月10日㈬

10時00分〜12時00分

日

程

６月26日㈮

13時00分〜16時00分

労務相談＞

６月2日㈫、3日㈬、9日㈫、10日㈬、16日㈫、17日㈬、23日㈫、24日㈬、各日13時00分〜17時00分

東海税理士会
刈谷支部 安城部会

TEL 77-3636

『令和2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
６月３日㈬

12月２日㈬

７月１日㈬

１月６日㈬

８月５日㈬

２月３日㈬

９月２日㈬
３月３日㈬

10月７日㈬

11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−
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テイクアウト・デリバリー弁当のご紹介
〜ご自宅や会社のお弁当などにご利用ください〜

安城市観光協会のホームページに
掲載されている「テイクアウト可能な

うなぎ・お料理 吉野屋

安城駅

めん処 丸長

安城駅

周辺

周辺

お店紹介」の中で、当所会員事業所を
ご紹介いたします。ぜひお近くのお店
や気になるお店がありましたらこの
機会にご利用ください。
（令和2年5
月15日現在）

※デリバリー可能なエリアや数量がある場合がござ
いますので各店舗までお問合せください。

隠れ家韓国 ジフン

安城駅

御幸本町7-15

74-1717

海の幸集まり処南朝日町１丁目

花れ

周辺

御幸本町13-7

91-8131

Cafe B+ カフェビー

安城駅

78-1147

味のがんこ炎安城店

安城駅

朝日町1-1

72-7800

ぼてこ横山店

安城駅
周辺

横山町毛賀知58-1

− ６−

あんじょう商工会議所

74-9530

76-8508

料亭・仕出し DARUMA

周辺

百石町2-14-8

74-2544

和食 石かわ

安城駅

周辺

周辺

新明町16-13

安城駅

御幸本町7-24

新安城駅

周辺

池浦町池西216

カレーハウスCoCo壱番屋 安城南店 安城駅
周辺

南町5-61

0120-66-9588

75-5523

㈲御食事処 ふじき

周辺

今本町4-10-8

77-3250

新安城駅
周辺

今池町1-14-2

98-2124

飲食店の方
購入された方

おかずや

新安城駅

SNSに販売しているお弁当写真の投稿と「＃安城エール飯」
をつけてお店をPRしませんか
SNSに購入したお弁当の写真と「＃安城エール飯」をつけて
お店を応援しませんか。

Chou&Cream

周辺

東栄町2-7-1

97-1933

もてなし旬菜や

三河安城駅

45-6318

タージ・ベンガル

三河安城駅

三河安城町1-9-2

日本料理 戸たに

75-9748

メゾン ド ヌーヴォー

三河安城駅

三河安城東町1-27-32

ドゥエケータリング

76-5975

三河安城駅

三河安城町1-16-5

70-8859

カフェ・ピクアント

三河安城駅

72-5501
三河安城駅

周辺

三河安城本町1-1-8

68-1180

桃源楼

三河安城駅

周辺

福釜町釜ヶ渕2‐1

樹神亭

周辺

箕輪町唐生155-1

72-4096

72-2556
三河安城駅

周辺

福釜町細湫53-2

72-1515

旬彩会席 田和

桜井駅

周辺

高棚町茨池177-1

74-5220

三河安城駅
周辺

周辺

周辺

美園町1-23-1

カヴァーニ クインタ

周辺

周辺

三河安城町2-13-1

三河安城駅

周辺

姫小川町舘出141-2

99-3460

あんじょう商工会議所

− ７−

おしらせ

商工会議所からの

受賞おめでとう!!
藍綬褒章 受章者

刈谷法人会会長表彰

内閣府より4月29日㈬付けで発令されました令
５月26日㈫に安城商工会議所会館にて開催さ
和２年春の褒章にて、株式会社メタルヒートの原
れた「（公社）刈谷法 人会総会」にて当所の会員
敏城氏が受章されましたので、ご 紹介いたします。 事業所が受賞されましたので、ご紹介いたします。

株式会社メタルヒート

原 敏城 氏

株式会社中央製作所

神谷 喜久雄 氏

三浦電気株式会社

三浦 哲 氏

市制施行68周年安城市発展祭 受賞者
市制施行68周年の安城市発展祭において、一般功労者表彰を受賞された当所会員事業所の方及び
特別感謝状被贈呈者をご紹介いたします。
＜一般功労者＞

【産業振興功労】

【産業振興功労】

【産業振興功労】

曙工業株式会社

竹内泰夫税理士事務所

メトロ電気工業株式会社

杉山 義和 氏

竹内 泰夫 氏

＜特別感謝状被贈呈者＞

川合 誠治 氏

【地域活性化のための多額の寄付】●アイシン・エィ・ダブリュ株式会社

安城商工会議所
パート職員募集!
業務内容

帳簿仕訳、PC入力事務、電話・来客
応対など

※主に個人事業者から預かった帳簿類の

時 給
就業時間

− ８−

確認（経費等の仕訳）
をパソコンに入力

930円
9時00分〜16時00分（週4日程度）
※土日祝は休日

あんじょう商工会議所

【民生・児童功労】

クツナ建材

沓名 輝明 氏
●株式会社丸山組

「思いやり運転」
賛同事業所募集
当所では、横断中の歩行者・横断しようとして
いる歩行 者を優 先する「思いやり運 転 」活動を
安城警察署、安城市役 所と連携して実施してい
ます。
この取組にご 賛同いただける事業所には、社
用車等に貼付用マグネットをお渡ししますので
当所までお問合せください。

活動報告ダイジェスト
版
WEB合同企業説明会

雇用調整助成金 労務相談

新型コロナウイルスの影 響により、就 職・採用のイ
ベントが減る中、当所では事業所や就活生の採用機会
を 創 出するために、4月2 4 日 ㈮ から2 8 日 ㈫ の 5日 間 、
WEB合同企業説明会を開催しました。
期間中は合計9事業所にご参加いただき、会社説明
や採用スケジュールなどの情報をWEB上で就活生に
対し、説明していただきました。

新型コロナウイルスの影響を受けている事業者を対
象に、雇用調整助成金の労務相談を５月度は合計6回
開催しました。
当日は、当所委託の社会保険 労務士が助成金の相
談を受け、制度や申請の流れなど指導しました。６月
度は毎週火・水の合計8回開催します。事前予約制で
すので、ぜひご利用ください。

油の流出事故を防止しましょう
過去毎年、油の流出事故が発生しています。その多くが人為的ミスによるものです。油事故が発生すると、河川
の下流域に大きな被害をもたらします。今一度、油タンクや油水分離槽などの設置機器や排水状況を確認し、事故
発生防止にご協力をお願いします。
油事故が起きてしまったら。

事故発生防止のために、次のことを確認しましょう。
・油タンクや配管等の劣化
・油水分離槽などの浄化設備の点検・清掃
・敷地周辺の側溝の定期的な巡視（特に、大雨時）
・万が一、油流出事故が起きた際の体制及び資材の整備

問合せ先】安城市役所環境都市推進課

流出した油の撤去や損害の賠償は全て原因者が負う
ことになります。万が一、油が流出した際には、被害
が最小限で済むよう、速やかな対応連絡に努めてくだ
さい。
油が流出してしまった場合や油流出現場を見つけた
場合は、速やかに安城市役所にご連絡ください。

電話 0566-71-2206

“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/

隠れ家韓国 ジフン
安城駅近くで韓国のおいしいお酒を味わえるお店
今回は御幸本町にあります隠れ家韓国ジフンを紹介します。
当店はマッコリソムリエが厳選した珍しい韓国本土ご当地プレミアムマッコリやお酒【韓国焼
酎】を数多く取り揃えている韓国居酒屋です。人気店で料理の腕を振るっていた韓国人オーナー
シェフが韓国のお酒に合う本場韓国料理と韓国文化等を交えた会話を共にご提供しておりま
す。お薦めは、西三河初！毎日味が変化する非加熱生マッコリをサーバーでご提供していること
です。また、韓国の伝統家屋ハノクスタイルの1階席は隠れ家的雰囲気で、お一人様はカウンター
席で少人数グループはテーブル席で皆さまワイワイと楽しんでいただけます。2階席は、最大27名対応可能で人気メニュー勢
揃いのコースを各種ご用意しています。また、2階には個室もあり、接待やカップルでのお祝い等にご利用できます。
韓国のおいしいお酒や韓国の雰囲気を味わいたい方は「隠れ家韓国ジフン」をぜひご利用してみてはいかがでしょうか。
所 在 地
電
話
営業時間
定 休 日
H
P

御幸本町13-7
91-8131
17:00〜翌0:00
毎週月曜日
https://jihoon.owst.jp/

JR

安城

駅

御幸本町西

御幸本町

アンフォーレ

★

（亀岡）

碧海信用
金庫
末広町北

medical salon eclat de beaute
お客様の肌のお悩みに真剣に寄添います
今回は
「medical salon eclat de beaute
（メディカルサロン エクラデボーテ）
」
をご紹介します。

エクラデボーテは2020年2月にオープンした女性限定のフェイシャルエステサロンで、
西三河で

は初めてウォブクリニック中目黒監修のエレクトロポレーション導入器を使った施術をしています。
エレクトロポレーション導入器は電気の力を利用して一時的に細胞と細胞の間に小さな隙間

をあけ、そこからコラーゲンやGF
（細胞増殖因子）などの高因子成分を肌の深部までしっかりと

届け、
自身の細胞を蘇らせます。
ニキビ跡やシミ、
しわ、
くすみの改善などが期待できます。

肌質改善にはエレクトロポーション導入器+手技のGFコース、
リラックスには手技のみのスタンダードデコルテコースなど、

ご要望に合ったコースとオプションをご用意しています。

オーナーの内田さんはエステ歴１４年で、
『結果をごまかさない・納得のいく施術と価格』
『安心・安全』
をコンセプトにしてい
長田川

ます。
完全予約制・１ベッドプライベートルームで、
お待ちしています。
詳しくはInstagramをご覧ください。

定 休 日

福釜町砂渡30-1
090-4193-5654
9:00〜18:00
(予約9:30〜、最終受付16:30）
不定休

小矢場

安
道場山

（矢島）

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

城線

★

295

12
線
一色
豊田

所 在 地
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話
営業時間

女性会だより

2020.6 水無月

コロナウイルス感染拡大防止事業
コロナウイルス感染拡大防止事業として、女性会が今出来る事
は何か？を考え、手作りの布マスクを作成致しました。会員の皆
様には、裁断、縫製、アイロン掛け、ゴム通し等、ご協力いただき
誠にありがとうございました。お仕事、家事の合い間での作成に
感謝いたします。一日でも早い収束の願いを込めて手作りマスク
100枚を安城市社会福祉協議会に寄贈させていただきました。

総務・広報委員会

委員長

大村 由香

新型コロナウイルス感染拡大防止の為、令和２年度の定
時総会は書面決議となり、４月・５月の各委員会も自粛とな
る中、経営に携わる会員の皆様におかれましては不安な日々
をお過ごしのことと思います。気持ちが明るくなるようにお
花や植物を飾られていらっしゃる方もみえると思います。６
月と言えば、あじさいがあります。あじさいは小さな花が集
まって咲いていることから、一家団らんの意味合いもあるよ
うです。特にピンクのあじさいは「元気な女性」の花言葉を
持つそうです。私たち女性会会員もあじさいのように元気
いっぱい頑張ります！

七夕・元気特別委員会

副委員長

白谷 隆子

今年の七夕まつりは、毎年好評の親子ふれあいコーナー、
浴衣の着崩れ直し、赤ちゃん授乳所、おむつ交換所を計画し
ていましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止の為、残念
ながら中止となりました。毎年１２月第一日曜日に開催され
る元気フェスタにつきましては、今年も女性会一丸となって、
楽しい元気フェスタを考えて盛り上げていきたいと思ってい
ます。会員の力を結集させて、安城市にコロナウイルスから
元気を取り戻すようなフェスタにしたいと思います。

交流・研修委員会

副委員長

石川 康子

第１回委員会を３月１６日に安城商工会議所にて開催致し
ました。自己紹介の後、教養サロン・バス研修・地域視察・寿
司作り・リース・寄せ植え等の案が出ました。しかし、新型コ
ロナウイルス感染拡大に伴い、緊急事態宣言が発出される
事態となり、５月に開催を予定していた第１回スマホ教室も
中止となりました。これからは社会情勢を踏まえ、安全第一
にと、より良い方法を見出して計画を立てていきたいと思い
ます。女性会の皆様とたくさんの楽しい親睦を深められる
様に、一日も早い収束を願います。

掲示板

【お知らせ】
８月７・８・９日に開催される予定でありました、七夕まつり
は新型コロナウイルス感染拡大防止の為、
中止になりました。
【女性会員の皆様へ】
川柳募集
応募はFAXにて受け付けます。Tel.0566-76-4322
【女性会会員募集中】
年会費 3,000円
お問合せ先：安城商工会議所Tel.0566-76-5175
担当：杉山

〜安城警察署からのお知らせ〜 不法就労や不法滞在の防止にご協力を！
不法残留者数の推移（法務省統計）
日本に滞在している不法残留者の数は、令和２年１月１日現在８万2,892人であり、この大半は不法に就労している
ものとみられます。これらの者は、凶悪犯罪や薬物犯罪といった悪質で組織的な犯罪に関与する者もいると考え
られ、我が国における来日外国人問題の根源的な要因であり、治安対策上、需要な課題の一つとなっています。

＜事業主の皆さんへお願い＞

◇外国人を雇用する場合は、パスポート、在留カード、就労資格証明書（希望する外国人に交付さ
れる書面）などの実物により「在留資格」と「在留期間」を確認してください。
◇留学生等については「資格外活動許可」の有無と許可された活動内容も確認してください。
◇在留カードには、「就労制限の有無」や「資格外活動許可」について記載されていることから、雇
用する場合はこれらを確認してください。外国人を雇用する際には、不法就労者となることを知ら
なかったとしても、在留カードの未確認などの過失があれば、雇用した者も処罰の対象となります。
以上の点に注意して、就労が認められていない外国人を雇うことがないように徹底してください。
不明な点があれば、安城警察署又は名古屋出入国在留管理局までお問い合わせください。
− 12−

あんじょう商工会議所

安城市へマスク寄贈
5月14日㈭に畔栁会長をはじめ広報・渉外委員会を中
心に青年部メンバー計8名で安城市へマスクを寄贈する
ため、市役所を訪問しました。社会福祉課を通じ、神谷
学市長へ直接マスクをお届けすることができました。寄
贈したマスクは市内の障害者や高齢者施設へ配布され
ます。
今年度の青年部活動としては、新型コロナウイルスの
影響で活動自粛が余儀なくされております。4月上旬に
活動自粛を決定してからは青年部活動や会議が出来な
く、もどかしい日々が続いておりました。そんな中、青年部OBの方からマスクを入手できると連絡をいただ
き、物流不足の状況に困る方の力になればと思い動き出したのがきっかけとなりました。青年部メンバーにも
福祉事業に携わるメンバーがいます。そのメンバーとも連携を取り、重度の障害を抱えた方の状況、
マスク不
足が命に関わる現場であるという事や物流不足の悩み等を再認識することが出来ました。
今回の寄贈を通して少しでも地元に貢献出来ていれば嬉しく思います。
安城商工会議所青年部

渉外委員長

神園明孝

青年部のテイクアウトの店
注文したら「#安城エール飯」をつけてSNSに投稿!

BAR Eleanor（渉外委員会 佐藤 忍）

トーク

元気ノ助のメールで投句

甥っ子に なつかれるのも 悪くない
研修中︵ 才・安城町︶

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

19

安城商工会議所青年部の渉外委員会の佐藤です。安城
市御幸本町で「BAR Eleanor」の店長をやっております。
今回、新型コロナウイルスの影響により、テイクアウト
を始めました。夜限定で行っており、深夜遅くまでご注文
を受けております。半径2㎞以内であればデリバリーも行
います。晩御飯や夜食で是非どうぞ。お気軽にお尋ねくだ
さい。
コロナに負けるな！
＜テイクアウトメニュー＞
・オムライス
800円
・タコライス
900円
・照りカラDON
700円
・チキン煮込みカレー 900円

0566-76-0606

御幸本町8-7東海ビル１F
営業時間 20:00〜2:00 （テイクアウト受付20:00〜2:00）
定休日 水曜日
あんじょう商工会議所
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視聴無料

WEBセミナーをはじめました！

START!

本年５月より当所ホームページから視聴が可能なWEBセミナーを開始しました。パソコンおよびスマートフォンからでどこでも何
度でも無料で視聴が可能です。社員研修、経営、事業承継、労務、ITパソコンなど様々なコンテンツがありますので会員事業所様に
あったWEBセミナーをぜひご利用ください！

おすすめセミナー
コロナショックを乗り切る！
中小企業の資金繰り術

一般経営

無料集客ツールGoogle mapの活用術

一般経営

当所ホームページバナーを

クリック！

〜360度カメラを使ってお店や工場を紹介するメリット〜

研修
人材育成

怒りで人間関係を壊さないアンガーマネジメント

研修
人材育成

新入社員向けビジネスマナー
お客様に信頼される社員になる3つの切り札

〜パワハラ防止の為の感情コントロール法〜

IDとパスワード▶ ID：a5175

59分
47分
30分
39分

パスワード：5175

過疎地域の生活者を守り続ける
総合スーパー『マキオ』
鹿児島空港から車で約１時間半、九州新幹線川内駅から車で40分ほど走った鹿児島市の北西部に、阿久根市という名の小
さなまちがある。
今から65年前、1955年のピーク時の人口は4万人を数えていたが、その後、年々減少を続け、今や当時の半分の2万人である。
深刻なことは、地域に住む人々の高齢化の進行で、現在の高齢化率は約39％と、全国平均の28％はもとより、鹿児島県の31％
も大きく上回っている。40年後(2060年)に国平均で40%に達するといわれている高齢化率とほぼ同率で、超高齢社会の縮図
のようなまちである。
こうした過疎化・高齢化が著しく進行する小さなまちにあって、
「地域住民の命と生活を守らねば……」と、中堅規模の小売
店に成長してもなお、この地に本社本店を構え、頑張っている注目すべきスーパーがある。運営会社の名は株式会社マキオと
いい、本店舗名は「Ａ-Ｚあくね店」、現在は、このほかに、
「Ａ-Ｚかわなべ店」
（南九州市）、そして「Ａ-Ｚはやと店」
（霧島市）の
計3店舗を展開している。3店舗合計の社員数は約800人、年間来店者数は延べ650万人、そして売上高は280億円である。
1997年に１号店である「Ａ-Ｚあくね店」を開店して以来、全国チェーン店の衰退をよそに、広告宣伝はほとんどしていない
が、その業績は右肩上がりである。
同社の成長発展の要因は多々あるが、その最大の要因は、実質創業者である現社長、牧尾英二氏の進めた経営・店づくり
が、地域住民はもとより地域外に住む人々からも、高く評価され、この間、変わらぬ支持を受けてきたからである。
牧尾社長の掲げたモットーは、
「店は地域住民の生活インフラ。損得や勝ち負け、さらには、効果・効率などよりも、地域住
民の命と生活を最優先する……」である。このため、もうけではなく生活者の利便性のため、営業もあえて24時間、平屋建ての
巨大な店舗内で扱う商品も、食料品はもとより家電・衣料品・ＤＩＹ商品・仏具・住設部品・ドラッグ、さらにはカー用品から軽
自動車まで、日常生活に必要な商品はほとんどそろっている。
聞くと、取扱品目はなんと40万アイテム。ちなみに、地域住民が必要とあれば、たとえ1個でも、たとえ１年に１人の顧客の要
望であっても扱っている（これがＡ-Ｚの由来）。
より驚くことは、地域住民の多くは、交通弱者であるということもあり、
マイクロバスを４台購入し、自宅から店までの送迎
どころか、病院や市役所への送迎も担っている。
ちなみに、気になる値段はというと、ディスカウントストア並みの低価格である。
人を大切にする経営学会
会長 坂本 光司
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あんじょう商工会議所

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

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︶

6

第
号

802

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 番１号

〒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
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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！
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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！
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安城の

購買料／定価
円︵購買料は会費に含む︶
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あんじょう商工会議所

