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特集１
特集２

令和元年度事業報告・収支決算承認される
新型コロナウイルス対策支援情報
〜〜発行総額7億7,000万円

株式会社ナルセコーポレーション
代表取締役会長 成瀬 介宣 氏

安城プレミアムお買物券

販売開始〜〜

コロナウイルス感染症対策支援事業として、安城プレミアムお買物券｢飲食店券｣｢商店券｣｢量販
店券｣の販売を7月9日㈭より開始します。購入は7月9日㈭の新聞折込または、10日㈮のポスティン
グによるチラシか９日開設の専用ホームページからお申込みいただけます。
（申込締切は22日㈬）
また、取扱店の募集も引き続き行っていますのでまだお申込みいただいていない事業所は会
専用ページ
員限定「お得なキャンペーン」と併せて是非ご参加ください。
（事業詳細はP５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
7月
７日㈫

源泉相談会

９:00〜16:00

10日㈮

雇用調整補助金・労務相談

13:00〜17:00

14日㈫

雇用調整補助金・労務相談

13:00〜17:00

15日㈬

｢コロナ特別対応型｣申請書作成ポイントセミナー 14:00〜16:00

16日㈭

法律相談

13:00〜16:00

21日㈫

雇用調整補助金・労務相談

13:00〜17:00

21日㈫

税務相談（記帳継続指導）

13:00〜16:00

28日㈫

雇用調整補助金・労務相談

13:00〜17:00

29日㈬

WEB会議・テレワーク活用の第一歩セミナー 14:00〜16:30

31日㈮

金融相談（愛知県信用保証会）

表紙、P2
企画／制作

13:00〜16:00

アイデアバルブ株式会社

安城商工会議所事業のご紹介＜会報チラシ折込サービス＞
当所では、会員サービスの一環として、毎月発行している
会報「あんじょう」に会員事業所のPRチラシを折込み、会員
事業所約2,600社と関係機関約200ヶ所へ配布するサービス
を行っております。
7月号 会員事業所折込PRチラシ
●㈱森田経営
セミナーのご案内
●ポリテクセンター中部
セミナーのご案内
●㈱四生堂
葬儀事前相談プランのご案内
●いずみショップ
お中元・内祝・手土産などのご案内
●POLA THE BEAUTY三河安城
新規キャンペーンのご案内
●㈱安城スタイル
でまえ de ANJO eatsのご案内
●㈱meets
広報、販促物製作のご案内
●㈱アイエー
生徒募集のご案内

〇当所会員限定
〇配布部数 2,800部
〇チラシサイズ A４（両面・片面・カラー・白黒は不問）
〇折込料金 1カ月1枚につき33,000円（税込）
●㈲吉野屋
●㈱アッシュデザイン
●馨和整体院安城院
●㈲サルビア
●隠れ家韓国ジフン
●㈱明城
●㈱伊藤園三河支店
●碧海信用金庫

土用丑の鰻のご案内
セミナーのご案内
体験会のご案内
美容室サルビアのご案内
料理・コースのご案内
住宅のご案内
飲料のご案内
特定加盟店のご案内

（名称略・順不同)

あんじょう商工会議所

− ３−
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通常議員総会を６月25日㈭に開催！ 全ての議案が原案どおり可決!!
議 題】
第１号議案 令和元年度事業報告に関する件：令和元年度事業報告について原案どおり承認・可決された。
第２号議案 令和元年度各会計収支決算に関する件：12会計の令和元年度収支決算について原案どおり承認・可
決された。
第３号議案 安城プレミアムお買物券発行事業収支予算に関する件：安城プレミアムお買物券発行事業に係る特
別会計予算について原案どおり承認・可決された。
第４号議案 専務理事に関する件：専務理事選任について原案どおり承認・可決された。
第５号議案 役員選任に関する件：役員選任について原案どおり承認・可決された。

令和元年度 安城商工会議所収支決算
収入の部

（総額：255,869千円）
その他4,112

前期繰越金22,663

支出の部

（総額：255,869千円）
次期繰越金
30,928

会費
58,371
事業収入
96,276

補助金
74,447

その他
33,680
事務費
17,431

前専務理事
岩瀨 英行

事業費
81,260

人件費
92,570

※労働保険料、特定退職金共済の掛金・退職給付金は除く（単位：千円）

− ４−

あんじょう商工会議所

専務理事退任のご挨拶
このたび、6月30日㈫をもち
まして、安城商工会議所の専
務理事を退任いたしました。
在任中は公私にわたり格別
のご 支援、ご厚情を賜りあり
がとうございました。

専務理事就任のご挨拶

専務理事
荻須 篤

このたび、
6月25日㈭の通常
議員総会にて選任され、
７月１日
㈬より専務理事に就任いたしま
した。
昨今の大変厳しい環境を乗り
越え地域経済が発展していくた
めに微力ながら精一杯努めてま
いります。
今後ともご指導ご鞭撻
のほどよろしくお願いいたします。

安城プレミアムお買物券
新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受けている飲食店や小売店等の皆様を支援するために「安城プ
レミアムお買物券」を発行します。＜実施主体：安城市＞
＜取扱店募集について＞
申込 方法

所定の申込書に必要事項をご記入の上、安城商工会議所へ持参・郵送・FAXにて申込みください。

申込 期 限

令和２年７月31日㈮ （商品券購入申込み開始時の店舗一覧に掲載する一次募集は6月29日に締切ました）

※申込書は安城商工会議所HP（右記QRコードから参照可）よりダウンロードいただくか、安城商工会議所及び
安城市役所商工課窓口で配布のものをご利用ください。
※「飲食店券」に申込む場合は、飲食店営業許可または喫茶店営業許可の写しも提出してください。

取扱店について

※７月20日㈪までにお申込みいただいた事業所は、お買物券販売時にお渡しする取扱店店舗一覧に事業所名等が掲載されます。

＜販売について＞安城プレミアムお買物券のチラシが7月9日㈭に新聞折込・10日㈮にポスティングされます
申込 方法

７月９日㈭の新聞折込・チラシ等に印刷された専用はがきに必要事項を記入し、安城商工会議所へ
郵送（必着）・持参いただくか、安城プレミアムお買物券HP（右記QRコードから参照可）から申込
みください。
※チラシは安城商工会議所及び安城市役所商工課窓口でも配布します。
※発行金額を超過した場合は抽選となります。

申込について

販売日
購入場 所

８月７日㈮〜18日㈫（15日㈯・16日㈰を除く）
碧海信用金庫5店舗、北部公民館、桜井公民館、南部公民館、安城市民会館、安城商工会議所

券

①飲食店券：1冊10,000円（1,000円券×15枚）事前登録された市内の中小飲食店（個店）で使用可能
（チェーン店、フランチャイズ店、大型店内の飲食店は量販店券での取扱いとなります）
②商店券：1冊10,000円（1,000円券×13枚）事前登録された市内の飲食店以外の中小の個店で使用可能
③量販店券：1冊10,000円（1,000円券×11枚）事前登録された市内のチェーン店、フランチャイズ店、大型量販店
で使用可能

種

※同感染症拡大防止のため、購入期間・販売場所を指定させていただきます。

※取扱店につきましては、チラシまたは当所HPをご確認ください。

購入限 度
利用期間
申込 期間
対
象

利用可能店

1人につき券種①〜③合わせて５冊（５万円分）まで
令和2年8月13日㈭〜令和3年1月31日㈰
令和2年7月9日㈭〜22日㈬
18歳以上（令和２年４月１日時点）の安城市内在住者
チラシ、安城プレミアムお買物券HPを参照してください

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、利用期間の変更や事業の延期をする場合があります。

安城プレミアムお買物券「飲食店券」「商店券」を
使ってお得なキャンペーン 参加店舗募集！
当所では、会員事業所でのプレミアムお買物の利用者を増やしていくことを目的に、
「応募ハガキ」から豪華賞品が当たる
「使ってお得なキャンペーン」を実施します。キャンペーンに参加することで、その店舗でのプレミアムお買物の利用率アップや、
来店顧客数の増加につながるチャンスです。＜実施主体：安城商工会議所＞
内

容

対

象

参 加 費
配 布 物
賞
品
実施期間
参加方法

キャンペーン期間中に登録店舗でプレミアムお買物券を利用されたお客様に対して１会計につき１枚応募ハガキ
を配布していただき、お客様には商品が当たる抽選に応募していただきます。
当所会員事業所限定でプレミアムお買物券「飲食店券」
「商店券」の登録店舗
※７月20日㈪までにお申込みの事業所は安城プレミアムお買物券の販売時にキャンペーン対象店舗としてチラシを配布します。

無料
店頭掲示用ポスター（１事業所１枚）と応募ハガキ100枚（初回）を７月中旬以降当所窓口にてお渡しします。
旅行券や安城市特産品、参加店でご利用いただけるギフト券など総額200万円相当の景品が800本以上
＜第1弾＞令和２年8月13日㈭〜令和２年9月30日㈬
＜第2弾＞令和２年10月1日㈭〜令和２年12月15日㈫
安城プレミアムお買物券取扱店舗の申込とは別で本キャンペーンにお申込みが必要です。
当所窓口または、当所HPにある申込用紙に必要事項を記入の上、当所までFAXください。

当所HP

あんじょう商工会議所

− ５−
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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。

国の拡充施策

(厚生労働省)

雇用保険法の臨時特例等に関する法律が成立し、雇用調整助成金の更なる拡充がされました。

＜1.雇用調整助成金の助成額上限引き上げ
上 限 額

6月12日発表＞

一人当たり日額15,000円に引き上げ（8,330円から拡充）

＜2.解雇等をせず雇用維持に努めた中小企業の助成率の拡充
補 助 率

6月12日発表＞

一律10/10（100％）
（原則9/10から拡充）
・令和２年4月１日から９月30日までの期間を1日でも含む賃金締切期間（判定基礎期間）が対象
・すでに受給した方・申請済みの方にも適用されます。
・これから支給申請を行うものは、厚生省HPの様式をご活用ください。
・1及び2の引上げ及び拡充については雇用調整助成金だけでなく、緊急雇用安定助成金も対象

遡及適用】
・1及び2の引上げ及び拡充については、既に申請済みの事業主の方についても令和２年４月１日に遡って適用となりま
す。なお、労働局・ハローワークで追加支給分（差額分）を計算しますので、再度の申請手続きは必要ありません。
・過去の休業手当を見直し（増額し）、従業員に対して、追加で休業手当の増額分を支給した場合には、当該増額分につ
いて追加支給のための手続きが必要となります。

安城市支援施策
安城市独自の緊急支援として、愛知県の休業協力金の対象でない方で令和2年4月または5月の売上が、前年同
月の売上より20％以上減少した方を対象に10万円の緊急支援金を交付。

＜安城市中小企業等緊急支援金＞
交

付 額

対

象

申請締切
お問合せ

1事業所10万円(対象事業所・店舗が複数あっても1回のみ申請可能)
※テナント入居の場合一律10万円を加算します
製造関係会社、建築関係会社、社会福祉施設、医療施設、生活必需物資販売施設、金融機関、食事提
供施設、宿泊施設、交通機関、
上記の中でも対象外となる要件】
・愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金（1事業者50万円）の交付対象となる業種
・理美容業界に対する休業協力金（1事業者20万円）の交付対象となる業種
８月28日㈮
安城市商工課・緊急支援金担当 TEL:0566-71-2286

安城商工会議所

販路開拓のための支援策

新型コロナウイルスの影響を乗り越えるための販路開拓等に取り組む費用の一部を補助する「小規模事業者持
続化補助金（コロナ特別対応型）」の第３回受付締切が迫ってきました。当所では申請書を作成のためのセミナー
を行いますので、ぜひお申込みください。

＜小規模事業者持続化補助金
対

象

補 助 額
補 助 率

コロナ特別対応型＞

小規模事業者が商工会議所と一体となって、非対面やテレワークなどと併せて販売開拓（チラシ、HP、
広告などの新規顧客開拓）に取組む費用に対し補助
上限100万円または150万円（別枠で事業再開枠5０万円あり）
2/3または3/4

＜小規模事業者持続化補助金 コロナ特別対応型 申請書作成ポイントセミナー＞
開 催 日 令和２年７月15日㈬ 14時00分〜16時00分
開 催 場 所 当所 ３階 研修室

− ６−

あんじょう商工会議所

参 加 費 無料
参 加 特 典 何を書くかが解る！申請ひな型

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。
新型コロナウイルス感染症対策で活用できる税制措置欠損金の繰戻し還付制度について
＜新型コロナウイルス感染症の影響により損失が発生した場合には、災害損失欠損金の
繰り戻しによる法人税額の還付を受けられる場合があります＞

災害により災害損失欠損金が生じた法人は、災害のあった日から同日以後１年を経過する日までの間に終了する
各事業年度（又は災害のあった日から同日以後６月を経過する日までの間に終了する中間期間）に生じた災害損失
欠損金額を、
その災害欠損事業年度開始の日前１年（青色申告書を提出する法人は前２年）以内に開始した事業年度
に繰り戻して法人税の還付を受けられる制度です。
費用または損失の例

・飲食業者などの食材の廃棄損
・感染者が確認されたことにより廃棄処分した器具備品などの除却損
・施設や備品などを消毒するために支出した費用
・感染発生の防止のため、配備するマスク、消毒液、空気清浄機など
の購入費用
・イベントなどの中止により廃棄せざるを得なくなった商品などの廃
棄損

所得

【対象欠損事業年度】
①発災日以後1年以内終了事業年度
②発災日以後半年以内終了中間期間

所得 繰戻し

対応する
税額

対応する
税額

還付

還付

中間
うち災害
損失欠損
金額
欠損金額

還付額 ＝ 還付所得事業の法人税額

災害損失欠損金額
還付所得事業年度の所得金額

＜青色欠損金の繰り戻し還付制度＞

青色申告書を提出する法人について、確定申告書を提出する事業年度に生じた欠損金額がある場合には、その
事業年度開始の日前１年以内に開始した事業年度に欠損金を繰り戻して法人税の還付を受けることができる制度。
対 象 企 業 資本金１億円を超える法人(中小法人)から資本金10億円以下の法人に範囲が拡大されました。
対象となる 本年２月１日から令和4年１月31日までの間に終了する事業年度において生じた欠損金額について適用
欠 損 金 額 されます。
還 付 請 求 原則として、還付請求を行う場合は欠損金額の生じた事業年
1,000
の 手 続 き 度の確定申告書の申告期限までに還付請求書を提出します。
（注）新型コロナ税特法により本制度の対象となる法人が、本年７月１日前に確

当期
前期

定申告書を提出している場合の請求期限は、本年７月３１日となります。

【お問合せ】刈谷税務署

対応する
税額

TEL：0566-21-6211

還付

△400

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、ご利用には当所までお問い合わせください。

＜愛知県信用保証協会
＜雇用調整助成金
日

程

金融相談＞

日

程

７月31日㈮

13時00分〜16時00分

労務相談＞

７月10日㈮、14日㈫、21日㈫、28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
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㈬

12月２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

− ７−

おしらせ

商工会議所からの

受賞おめでとう！
【法人会愛知県連会長表彰】

当所会員事業所で神杉酒造株式会社の杉本多

起哉氏が一般社団法人愛知県法人会連合会より

法人会愛知県連会長表彰を受賞されました。受賞

おめでとうございます。

＜法人会愛知県連会長表彰＞

「オンライン願いごと短冊」
専用ページを公開
安城七夕まつり協賛会は、安城七夕まつり公式

ホームページ内に願いごとを投稿できる「オンライ

ン願いごと短冊」専用ページを公開しました。願い

ごとの一部は、笹飾り設置場所へ展示しますので、
ぜひ願いごと短冊を投稿してください。

公 開 期 間 令和２年６月26日㈮〜8月9日㈰

投 稿 特 典 願 い ごとを 投 稿 い た だ い た 方 に は
「きーぼーオリジナル画像」
をプレゼント。

笹 飾り設 置 令和２年７月20日㈪までに投稿された

一部の短冊を笹飾りとして安城市役所、

アンフォーレ、七夕神社にて展示します。

お問合せ 安城七夕まつり協賛会事務局
（安城商工会議所内）

神杉酒造株式会社
杉本 多起哉 氏

専用ページ

TEL：0566-76-5175

8月号限定・先着15事業所

会報折込サービスを無料で
ご利用いただけます。
本紙「あんじょう」に会員事業所のPRチラシを折

込むサービスがございます。この度、新型コロナウ

イルス感染拡大の中、営業を続けておられる当所会
員事業所の商品・サービスをPRするために先着15

事業所限定で本サービスを無料でご利用いただけ

ます。お早めにお申込みください。
対象

当所会員事業所で新型コロナウイルス感

染症の影響により売上が減少したため、
新規顧客獲得や販路拡大を図るために

PRしたい商品やサービス

※７月号で無料折込サービスをご利用い
ただいた事業所は除く

折込料金 8月号に限り無料（先着15事業所）

申込締切 7月１0日㈮まで

※締切を延長しました。先着順となります。
申込時にチラシの内容をご確認させて

いただきます。

チラシ 申込後、A4サイズ2,800部をご用意くださ
い。
（両面・片面・カラー・白黒は不問）

納品期限 7月17日㈮当所までご納品ください。
− ８−

あんじょう商工会議所

「新型コロナウイルス感染症」が
たなばた共済の災害保険金対象と
なりました！
当所生命共済制度「たなばた共済」に関して、

新型コロナウイルス感染症を直接の原因として

死亡された場合は災害保険金お支払い対象とな
ります。

＜災害保険金・災害高度障害保険金の支払要件＞

対 象期間中に「新型コロナウイルス感 染 症 」

を直接の原因として死亡または高度障害状態に
該当した場合。※医師の診断を必要とします。
＜対象期間＞

これまでに支払事由に該当した方についても、

遡及して適用となります。ご加入にあたってはパ
ンフレット、重要事項説明書（契約概要・注意喚
起情報）を必ずご確認ください。
お問合せ】安城商工会議所

住所：安城市桜町16-1

TEL：76-5175

共済制度引受保険会社】

アクサ生命保険株式会社
住所：同上

安城営業所

TEL：77-4110

安城市みりょく情報コミュニティ「いいじゃん！安城」開設

「いいじゃん！安城」はFacebookグループで、安城の「いいじゃん！」をみんなで気軽に、気楽
に情報を交換し、安城の魅力を発見できるSNSコミュニティです。誰でも無料で簡単に安城市の
情報交換を投稿・共有することができます。
人・企業・団体がつながることで安城市がさらに魅力的なまちになるよう、安城のあらゆる情
報をオープンにしてみんなが共有し、その情報を共感（いいじゃん）していけるコミュニティにして
いきますので、みなさんも安城の魅力を「いいじゃん！安城」に投稿をお願いします。
お問合せ：一般社団法人安城青年会議所

TEL：0566-77-2224

Facebook

7月1日よりレジ袋有料化スタート
令和２年７月１日より小売業などで配布しているプラスチック製買い物袋（レジ袋）
が全国一律で有料となります。
対象事業所】プラスチック製買物袋を扱う小売業を営むすべての事業所
（事業の一部として小売業を行っている場合も対象)
対象買物袋】消費者が購入した商品を持ち運ぶために用いる、持ち手のついたプラスチック製の買物袋
※環境性能が認められたプラスチック製買物袋は対象とはなりません。
判断
ポイント①
素材

対象

対象外

プラスチック

布

PLE

景品や試供品

対象

対象外

持ち手がある

持ち手がない

対象
対象外
判断
ポイント④
辞退
できるか
消費者が辞退できる

福袋

SA M

対象
対象外
判断
ポイント③
商品を
入れるか
袋の中身が商品

紙

判断
ポイント②
持ち手

DUT Y
FREE

袋が商品の一部など

販売価格・売上の用途】販売価格や売上の用途は事業者が自ら設定します。ただし、袋の販売価格が1枚当
たり1円未満の設定は有料化にあたりません。
お問合せ】レジ袋有料化お問合せ窓口 TEL：0570-000930

“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/

Bar L'Atelier de Mixology
安城初のミクソロジーカクテルが楽しめるBar
今回は、
JR安城駅から徒歩3分の場所にあるミクソロジーカクテルをメインとしたバー
「Bar

L Atelier de Mixology
（バーラトリエデュミクソロジー）
」
をご紹介します。
ミクソロジーカクテルとは、
従来のカクテルを作る際に使うリキュールやフレーバーシロップを一切使わずに、
新鮮なフルーツや旬

の食材使い、
自由な発想で作るカクテルのことで、
素材そのもののうまみを極限まで引き出せるカクテ
ルと言われています。
Bar L Atelier de Mixologyでは遠心分離機や液体窒素など最新の調理技術

を取り入れた、
あらゆるカクテルを楽しむ事ができます。

オーナーバーテンダーの板倉さんは、
東京、
大阪で独学でミクソロジーカクテルを学び、
「初めてバーに来たお客様に楽しんでいただ

きたい」
との想いから、
2020年3月にBar L Atelier de Mixologyをオープンしました。
ミクソロジーカクテルを作る工程は、
まるで科学

実験を見ているかのよう。
初めてバーに行く方でもやさしい口調の板倉さんが緊張をほぐしてくれますので、
バーデビューの方も安心

して楽しめます。
インスタ映えするフォトジェニックな見た目と、
様々な素材を組み合わせた斬新な味わいの１杯を是非お試しください。
所 在 地
電
話
営業時間
定 休 日
H
P

※例 オレンジの香りを閉じ込めたしゃぼん玉のカクテル

JR

安城

御幸本町8-7 安城第9東海ビル2F
95-2829
19:00〜翌3:00
日曜日
https://barlatelier.com/

駅

三菱UFJ銀行
御幸本町西

★
大垣共立銀行

（丸山）

御幸本町

やき鳥バル ももの樹
ビールや焼き鳥が美味しい季節です！ご来店お待ちしております！
今回は、
JR安城駅近くの
「ももの樹」
さんをご紹介いたします。
焼き鳥をメインとした居酒屋で焼

き鳥屋とは思えない程、
店内はとても落ち着いた空間であります。
大型モニターもありスポーツ観戦

しながらお酒を楽しむことも可能です。
自慢の焼き鳥は、
特別なルートで毎朝仕入れ、
凍らすことな
く生のまま仕込みをいたします。950度まで上がるグリラーでスモークレスで焼き上げることで

ジューシーに仕上がります。
オーナーおすすめの食べ方は、
ゆずこしょうで召し上がってくださいとの

ことです。
新型コロナウイルスの自粛解除はしたものの、
お客さんの戻りは昨年に比べ3割程です。

オーナーの高橋さんは、
「是非、
お店に足を運んでいただき、
お客さんもお店も商店街も元気になってほしい」
と願っておりました。

そんな思いもあり、
ユニークな企画を行っております。
高橋さんはドラゴンクエスト好きもあり、
非公式ではありますが
「勇者応援

サービス」
という企画を行っております。
スマートフォンアプリゲーム
「ドラクエウォーカー」
の冒険者ランクというものを提示すると、

最初の一杯目は、
ランク分の割引が受けれるというユニークなサービスです。
コロナ対策をしながら是非、
立ち寄ってみてください。
JR

所 在 地
電
話
営業時間
定 休 日
H
P

御幸本町16-5
66-8414
18:00〜23:00（L.O.22:30）
月曜日
https://momonokibar.owst.jp/

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？

Bar L'Atelier de Mixology

安城商工会議所
事業所訪問先
募集中

Coupon
TEL 0566-95-2829

グラスワイン（白）
サービス
他券、他サービス併用不可
入店時提示
◯有効期限：2020年8月31日まで

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

安城

駅

三菱UFJ銀行
御幸本町西

御幸本町

（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

碧海信用
金庫

★

朝日町西

女性会だより

2020.7 文月

飲食店経営の女性会会員に聞きました！

⒈お客様の安心安全（三密防止）のために行ったことは？
・スタッフマスク着用
・アルコール消毒(テーブル/椅子/ドアノブ)
・こまめな換気
・お客様・スタッフの体温計測
・座席減少による、客席のソーシャルディスタンス確保
⒉売上減少を防ぐために新しくチャレンジしたこと、
実行したことは？
・安城イーツなどコロナ対策イベントへ積極的に参加
・テイクアウトメニューの強化 ・デリバリーの実施
・期間限定サービスの実施
・自家栽培の野菜を使ってオリジナルメニューの販売
・SNSの強化・新規看板の設置による対外アピール

●師崎茶屋太っ腹●

●どんぐり本店●

女性会会員

!!
●吉野屋●

柳

マスクずらして
煙草吸う 池田佳子

川

忙しい

友達と 励まし合って
山本ミトヤ
体操す

当たり前 気付き難いが
そばに居る 弓場てる子

免疫力
つけてコロナ
ふっ飛ばす K・K

川柳
まだまだ
募集しています！
応募先FAX
0566-76-4322

女性会員募集中

＜師崎茶屋太っ腹・どんぐり本店・吉野屋・cobaco ne cobaco＞

●cobaco ne cobaco●

安城商工会議所

メルマガ会員募集中！
■登録無料でカンタンに登録！
■最新のコロナ対策支援策や
補助金、セミナー、イベント
などの情報を定期的にお届け！

〜安城警察署からのお知らせ〜
新築現場を狙った侵入盗に注意を！
令和２年６月６日㈯〜８日㈪にかけて、安城市姫
小川町地内の新築工事現場から電動工具等が盗ま
れました。
工事現場に置かれている電動工具や資材を狙っ
た被害が多発しているため、盗難防止対策を強化し
てください。

＜被害にあわないための対策＞
◇電動工具等を現場に置いたままにしない。
◇簡単に持ち出せないように保管する。
◇盗まれた電動工具等の転売を防止するために
専用ページ

右上の専用ページを読み取る、または当所
ホームページのメルマガ登録バナーからご登録
いただけます。
− 12−

あんじょう商工会議所

・製造番号や固有番号（シリアルナンバー）を控えておく
・工具の傷や特徴を写真撮影しておく
・自分のものだと分かるように記名や印を付けておく
不審者や不審車両を発見したら、迷わず110番通報し、
犯人検挙にご協力をお願いいたします。

卒業生の安城愛 第１部
青年部活動再開！
新型コロナウイルスの影響で、青年部活動を5月まで自粛しておりまし
たが、6月より役員会を再開しました。まだ例会の開催は様子を見ながら
ですが、9月の例会再開に向けて新型コロナウイルス対策をしながら準備
を進めております。
部員それぞれの社業の状況やコロナの影響を聞きながら、協力し合い
一致団結して今後も取り組んでいきます。

新入部員の紹介
今年度より青年部に入会したメンバーを紹介いたします。
山本智志

（桜井造園土木株式会社）

この度、安城商工会議所青年部に入会させて頂きました山本です。以前から七夕まつりや
講演会での青年部の活動は広報等で拝見させて頂いていましたが、社業を営みながらも地
域の発展のために御尽力されている皆さんの姿を見て、自分も仲間に入れて頂きたいと思
い入会させて頂きました。微力ではありますが少しでもお力になれるよう努めさせて頂きま
すので宜しくお願い致します。
保田浩助

（有限会社保田看板店）

初めまして、保田浩助と申します。まずもって今回入会させて頂くにあたり皆様には感謝
申し上げます。
青年部の方のお誘いを通じて多くの部員の方に出会い、色々な経験が出来るかと思い入
会を希望させて頂きました。私自身としては、岡崎市北野町で看板業を営んでいます。看板
業と言っても、弊社では、建設重機・物流関係・営業車などに社名ステッカーを施工する事
を主に行っています。今後とも何卒宜しくお願い致します。
林稔男

（有限会社林商事）

初めまして、安城商工会議所青年部に入会させていただく林稔男と申します。私が入会し
ようと考えたのは時代が目まぐるしく変化する中で、他の業種の方々などと交流する事で今
までとは違う考えや行動ができないかと思ったからです。
現在はコロナに世の中が振り回されている中で、自分の行動によって地元安城の活性化
の一助になればと思い活動していこうと思っています。今後ともよろしくお願いします。

トーク

元気ノ助のメールで投句

今までの 練習が今 背中押す
研修中
︵ 才・日の出町︶

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

16

コロナに
負けるな！

「＃安城エール飯」
「＃安城エール店」
あんじょう商工会議所

− 13−

視聴無料

WEBセミナーをはじめました！

START!

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！

セミナー視聴ランキング

おすすめセミナー
政治・経済

新型コロナウイルス後の世界経済と日本

35分

税務・財務・経理 社長と会社にお金を残すためのバランスシート経営

110分

（仮）〜コロナによる自粛生活がもたらした疲労〜
身心の回復と今後の予防策

30分

健康

1
2
3

｢ Zoomミーティング」活用セミナー
22分

電話応対マナー《パート1》
36分

心を届けるビジネスメールの基礎知識
47分

IDとパスワード

当所ホームページバナーを

クリック！

専用ページ

大手ゼネコンに依存しない「松川電氣」
静岡県浜松市の郊外に、松川電氣株式会社という社名の中小企業がある。同社の主事業は、社名の通り、工場や最終処分場
などの大規模施設の電気設備工事や、ハイウエーラジオや通信設備といった特殊電気工事である。社員数は50人ながら、この
分野では技術力が高く、知る人ぞ知る超優良企業である。
同社は今から53年前の1967年、松川智氏が松川電氣工事店として個人創業をしている。2003年からは、生え抜きの一社員で
あった小澤邦比呂氏が２代目社長として事業を承継しているが、
「無理をしない経営」
「松川一家経営」は、見事に引き継がれ、
この間、ゆっくりではあるが、着実に事業を深化・拡大している。
一般的に電気工事業というと、大手ゼネコンの下請け的企業が多く、その結果、値決めができず、見積りとは名ばかりで、中
には「半値・７掛・２割引」といった、想像を絶するような発注単価も多い。
同社では、そうした値決めのできない経営では事業目的である社員やその家族の幸せを実現できないばかりか、社会的公器
といった企業の使命である地域や社会に貢献ができないと考えた。それを実現するために、あえて規模や商圏の拡大、さらには
他社との受注競争を避け、この間、ただひたすら、技術力の強化、そのための人柄の良い 人財 の確保・育成と、満足度・幸せ
度の高い企業づくりに注力してきた。
そうした努力が次第に報われ、同社の技術力・管理力、サービス力、さらには、それ以上に重要な「信頼・信用力」と「社員
力」は年々高まっていったのである。
加えて言えば、
「困っている人を見つけたら、まずは助けよう……」という行動指針の下、社内組織として「社会貢献活動部」
を設け、地味ではあるが、真に地域社会のためになる活動を、この間一貫して全社員参加で行ってきた。
こうした努力と正しい経営が地域や社会から評価されないはずがない。同社の大半の工事が、エンドユーザーからのまるで
逆指名のようなダイレクト受注であることもうなずける。
余談であるが、同社の入社試験の最後は「お母さんの足を洗ってあげてください」という課題で、母親の足を洗うことで、今ま
で気付かなかった親の恩を感じ、これまでの自分の人生は、さまざまな人・縁に支えられていたということを理解するのだ。
同社がどういう人財を求めているのか、なぜ同社には心優しいできる人財が多いのかもよく分かる。
人を大切にする経営学会
会長 坂本 光司
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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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「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︶

7

第
号

803

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

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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