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株式会社アンドール
代表取締役 左右田 幸夫 氏

〜時局講演会〜

「 激動日本 とリーダーの本義」
と

き

令和２年10月７日㈬ 14時00分〜15時30分

講

師

作家・ジャーナリスト

ところ

安城商工会議所

定

80名（先着順）

員

５階

大会議室

門田 隆将 氏

※詳しくは、今月号の折込チラシをご覧ください。
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安城商工会議所 行事予定
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・Private Salon MONE
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９日㈬

雇用調整助成金労務相談

13:00〜17:00

15日㈫

税務相談（記帳継続指導）

13:00〜16:00
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事業継続力強化セミナー

14:00〜16:30
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雇用調整助成金労務相談

13:00〜17:00
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13

青年部ネット
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おすすめWebセミナー
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89-1868

9月

25日㈮
30日㈬

金融相談（愛知県信用保証協会）

13:00〜16:00

Withコロナ時代の集客、売上回復戦略

14:00〜15:30

雇用調整助成金労務相談

13:00〜17:00

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
＜マル経融資制度 2020年8月現在＞
当所では、小規模事業者の経営改善を支援するための運転資金や設備資金に利用可能なマル経融資制度がございます。
資金繰りや設備導入で資金調達をご検討の方は、ぜひご利用ください。
内

マル経融資

容

新型コロナウイルス対策マル経融資

資金使途

運転資金・設備資金

貸付期間

運転資金７年以内(うち据置1年以内) 運転資金７年以内(うち据置3年以内)
設備投資10年以内(うち据置2年以内) 設備投資10年以内(うち据置4年以内)

融資限度額
金利
担保・保証人

2,000万円

通常型とは別枠で1,000万円

1.21%

当初３年間 0.31% ４年目以降 1.21％
不

要

・従業員が20人(商業またはサービス業(宿泊
業および娯楽業を除く)に属する事業につい
ては5人)以下の法人・個人事業主の方
・市内で1年以上事業を行っている方
・税金(所得税、法人税、事業税、都道府県
民税等)を完納している方
・日本政策金融公庫の非対象業種等に属して
いない業種の事業を営んでいる方
・新型コロナウイルスの影響により、最近
1ヶ月の売上高が前年または前々年と比較
して5%以上減少(新型コロナ対策マル経融
資のみ)
あんじょう商工会議所

− ３−

商工会議所要望事項に対する回答

特集1

令和2年度

3月26日㈭に開催しました「通常議員総会」の中で安城市長および安城市議会議長 その
に対して産業振興、地域振興・地域活性化、インフラ整備に分けた要望書を提出しま
した。今月号より連載していきます。今月号は短期要望ついて掲載させていただきます。

短期要望

緊急経済対策について
新型コロナウイルスの影響を受けている
事業者への支援対策として、融資に対する利
子補給や、消費拡大支援策等の緊急経済対
策の実施について要望。
新型コロナウイルス感染症拡大のため、国と地
方を挙げての感染拡大防止策、そしてそれに伴う
経済活動の自粛などにより、市民生活、地域経済
も疲弊しています。そのため、市民の皆様の安心
感を得られるよう、感染予防や経済支援、雇用対
策のための施策を進めています。
経済対策としましては、事業者の資金繰対策と
しての信用保証料補助事業の拡充、県の緊急事
態措置に伴う休業要請等に応じた事業者への協
力金交付事業、事業不振となった中小企業者等
に対し事業の継続を支援するための中小企業者
等緊急支援事業や、消費の喚起及び景気の底上
げを図るための安城プレミアムお買物券事業を
実施しています。
なお、融資に対する利子補給につきましては、
国が利息を補助する県の融資制度の利用に必要
となる特定中小企業者等の認定を行っています。
また、経済回復期に備え、人材を確保し地域の
雇用を維持するため、国の雇用調整助成金等の
支給を受けた際の事業者負担分を支援する中小
企業雇用調整補助金や雇用調整助成金等の申請
手続費用を支援する雇用調整助成金申請支援事
業 補 助 金により雇 用 面からも事 業 者 の支 援を
行ってまいります。

1

商店街活動への支援
商店街事業への支援と、景気下支え事業と
なるプレミアム商品券事業の実施などの支
援について要望。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
売上が減少した市内の飲食店や小売店等を支援す
るため、安城プレミアムお買物券事業の実施に係
る予算を確保して、飲食店券を新設し、商店券とと
もにプレミアム率を高め、商工会議所に事業委託
させていただきました。
また、商店街振興組合が食事のテイクアウトや
デリバリーなどを独自に実施する事業に対し、愛
知県が「新型コロナウイルス感染症緊急対応事
業」を新設しましたので、本市としましては、愛知
県の緊急対応事業に補助金を上乗せし、支援して
まいります。

安城芸妓文化振興会（笑美素会）への支援
安城芸妓文化振興会に対する支援を要望。
安城芸妓文化につきましては、本市の歴史に根
ざした伝統文化であり、第８次安城市総合計画に
おいても本市における観光資源の一つとして位置
づけております。引き続き、芸妓文化の活用と継承
支援につきまして、調査研究してまいります。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大のため、事
業不振となった芸妓等の個人事業主につきまして
も、中小企業者等緊急支援事業の対象とし、支援
を行ってまいります。

新幹線三河安城駅｢ひかり｣停車活動への協力
市内事業者の育成と発注の標準化
市内中小事業者の育成のため、落札価格
の適正化と地元業者の積極的な活用および、
年間を通じた発注への取組について要望。
市内事業者の活用については、建設工事、物品
を中心に市内で調達できるものは優先的に調達
しています。低価格による落札が品質の低下、労
働環境の悪化を招くものでは問題があると考え
ますので、今後とも競争性を確保した公平、公正
な入札制度の構築に努めてまいります。
また、発注時期については、早期発注や債務負
担行為等による平準化に努めるなど対策を実施
してまいります。
− ４−

あんじょう商工会議所

三河安城駅への「ひかり」停車活動に対し、
引き続きのご支援、ご協力を要望。
令和元年に発足した広域連携組織「三河地域新
幹線駅利用促進期成同盟会」では、令和２年１月に
ＪＲ東海へ「ひかり・こだま」の増便・停車に関す
る要望を実施しました。今年度も産官一体となり
活動を継続してまいりますのでよろしくお願いいた
します。
また、新幹線三河安城駅への「ひかり」停車につ
きましては、毎年愛知県を通じて要望を実施して
おります。
今後も、三河安城駅の利便性向上のために、ＪＲ
東海に対して、働きかけを行ってまいりますので、
引き続きご協力をお願いします。

南明治第三土地区画整理事業の推進
南明治土地区画整理事業の第三地区につ
いて、長年土地利用の制限がかかり、地権者
も建物の建て替え等ができず困っています。
スピード感を持った事業推進について要望。
平成30年１月に立ち上がった地元組織のまちづ
くり協議会が主体となって、土地活用勉強会など
が開催され、権利者の意識も高まってまいりまし
た。現在は、換地に関する意向調査結果を基に、区
画整理設計を進め、関係機関とも協議を行ってい
るところです。今後も、権利者の皆様と連携して都
市基盤整備の着手を目指すとともに、共同化や高
度利用化を誘導することで都市拠点としてふさわ
しいまちづくりを進めてまいります。

三河安城南地区の市街化区域拡大と
電線類地中化の推進
市街化区域拡大に向け先行開発区域の早
期事業化への支援と、当初計画について要
望。併せて、市街化整備を行う際の電線類の
地中化を推進について要望。
昨年度、地元まちづくり研究会において、当初検
討区域の63ヘクタールのうち、先行区域18ヘクター
ルで、まずは土地区画整理組合設立認可を目指し、
それ以外の区域は、先行区域の後に、状況を判断
し段階的に進めることが決定されました。現在は、
土地区画整理組合設立認可に向け発起人会が立
ち上がりましたので、引き続き支援してまいります。
市街化整備に伴う電線類の地中化については、
今後、地元組織がまちづくりを考える上で検討さ
れる一つの項目であると考えております。

工業用地の確保および整備
市北部地域の産業ゾーンを総合計画及び都市
計画マスタープランに位置付け及び、物流を含
めた工場拡張用地の確保について要望。
第８次安城市総合計画の後期計画（令和２〜５
年度）において、新たな発展に向けた工業用地の
計画的誘導を図るため、北部地域に産業ゾーンを
設定しております。
実際に工業用地を整備するためには、第３次安
城市都市計画マスタープラン等への位置付けが必
要となりますことから、企業ニーズ、土地利用の在
り方、及び産業振興の方向性を踏まえ、企業立地の
推進を図るための計画を策定するなど、引き続き
検討してまいりますので、よろしくお願いいたします。

豊田安城線の事業推進
整備計画区間内の安城新田工区（700ｍ)
の早期完成と、引き続き名鉄西尾線との立体
交差部を含む安城池浦工区全線（500ｍ)の
早期整備について愛知県に働き掛けを要望。
豊田安城線の整備は、愛知県事業として行われ
ており、安城市としても最重要路線として、ミッシ
ングリンクとなっている1,200メートル区間の整備
に関し、愛知県に要望しているところです。
安城新田工区（700ｍ）は、すでに事業着手し、平
成27年度から用地買収、昨年度末からは、一部道
路工事にも着手されており、事業が進んでおります。
また、安城池浦工区「仮称」(500ｍ）の内とりわけ
東側の200メートル区間についても、2026年アジア
競技大会におけるソフトボール場へのアクセスルー
トになることから、早期整備を要望してまいります。

岡崎半田線の早期整備

危険な空き家の撤去
危険度が高い空き家への早急な撤去など
の対策に着手、推進について要望。

岡崎半田線の大東町交差点から名鉄西尾線
までの渋滞緩和と歩行者の安全確保のための
拡幅整備について関係機関への働き掛けを要望。

危険度の高い空家については、特別措置法に規
定する特定空家への認定も視野に入れ、是正に向
けた指導等を空家所有者に対して行っていますの
で、ご理解くださいますようお願いします。

北明治区間については、都市計画の変更を終え、
事業主体の愛知県が、事業認可に向けた準備を進
めております。今後も引き続き愛知県と情報共有
を行い、事業化に向け協力してまいります。

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
９月２日㈬
３月３日㈬

10月７日㈬

11月４日㈬

12月２日㈬

１月６日㈬

２月３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

事業継続力強化計画で
感染症や災害から会社を守ろう!
本セミナーでは、今後の新型コロナウイルス第二
波など緊急時から会社を守るために、実際に事業
継続力強化計画を作成していただきます。この機
会に会社を守る対策を考えてみませんか。
令和２年９月18日㈮ 14時00分〜16時30分
場 安城商工会議所 ３階 研修室
内 １.事業継続力強化計画の制度概要やメリット
２.計画策定の手順
３.計画の作成作業
※実際に計画書を作成します。
セミナー内で作成できなくても後日フォロー
をいたします
￥ 無料
持 ノートPC(Wordが使えるもの)
時

パワーハラスメント防止研修
いて知識を深めていただき、パワハラの加害者に
ならないための部下後輩の指導法などが学べます
のでぜひご参加ください。
令和２年９月15日㈫ 14時00分〜16時30分

場

安城商工会議所 ３階 研修室

内

１.パワーハラスメントとは何かを知る
３.パワーハラスメントの加害者にならないために
人材が多様化している社会に必要な考え方は
１名 2,200円(税込)
１名 4,400円(税込)

御園座では、尾上菊之助氏をはじめ尾上右近氏、
中村萬太郎氏が出演する錦秋御園座歌舞伎を行い
ますのでこの機会にぜひご観覧ください。
令和２年10月３日㈯〜10月18日㈰

￥ A席9,000円（税込）

B席5,000円（税込）

詳しくは当初HPまたは御園座HPをご覧ください。
− ６−

あんじょう商工会議所

時 とき ■
場 ところ ■
講
■

●第156回 簿記検定
試 験 日:令和２年11月15日㈰
申込期間:窓口／令和２年10月１日㈭〜10月16日㈮
ネット／令和２年10月１日㈭〜10月17日㈯

●第49回 カラーコーディネーター検定
試 験 日:令和２年11月29日㈰
申込期間:令和２年9月30日㈬〜10月16日㈮

錦秋御園座歌舞伎について

時

●第220回 日商珠算（そろばん）
試 験 日:令和２年10月25日㈰
申込期間:令和２年9月7日㈪〜９月24日㈭

●第45回 福祉住環境コーディネーター検定
試 験 日:令和２年11月22日㈰
申込期間:令和２年9月24日㈭〜10月９日㈮

４.ケーススタディ（グループワーク）
一般(上記以外)

令和２年９月25日㈮ 14時00分〜15時30分
場 安城商工会議所 ３階 研修室
内 １.新型コロナウイルス感染症対策の政府支援
策の紹介
２.緊急事態宣言中でも通常の売上を上げた飲
食店の秘密
３.アフターコロナにおける「新・三種の神器｣とは
４.アフターコロナの集客、売上回復戦略
業種、業態別の活用事例紹介
￥ 無料
時

●第12回 ビジネスマネジャー検定
試 験 日:令和２年11月８日㈰
申込期間:令和２年9月８日㈫〜９月25日㈮

２.職場におけるパワーハラスメント

￥ 当所会員事業所

本セミナーでは、Withコロナ時代に有効なSNS
やスマホアプリを活用した集客、売上回復戦略を
学ぶセミナーを開催します。新型コロナウイルス感
染症対策の施策支援などもご紹介いたしますので
ぜひこの機会にご参加ください。

各種検定試験のご案内

本年6月1日から施行されたパワハラ防止法につ

時

Withコロナ時代の集客、
売上回復戦略

講師

●第48回 ビジネス実務法務検定
試 験 日:令和２年12月６日㈰
申込期間:令和２年10月６日㈫〜10月23日㈮

●第29回 環境社会検定
試 験 日:令和２年12月13日㈰
申込期間:令和２年10月13日㈫〜10月30日㈮
※新型コロナウイルス感染症の拡大などにより延
期・中止になる場合がございます。

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

特集2

補助金 採択者の声

当所では小規模者持続化補助金申請において、96.1％と全国平均よりも高い採択結果を上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等を活用され、見事採択された企業をご紹介します。

体験型の家づくり「プロセスを楽しむ家づくり
プロジェクト」で新たな価値を創出

小規模事業者持続化補助金
一般型

当社は、大工の棟梁だった鳥居亀松が1939年に創業し、木造建築物を中心とした時代を経
て、公共工事をはじめとする大規模建築物まで施工する総合建設会社へと発展してきました。
その結果、総合建設業としての企業イメージが強くなり、住宅事業における一般消費者への
アプローチが課題となってきました。
今回、補助金を活用して、かねてより準備を進めてきた「プロセスを楽しむ家づくりプロ
ジェクト」をいよいよスタートさせ、「消費者へビジュアルで伝える」をコンセプトにした
ホームページにリニューアルする予定です。今後は、この補助金を足掛かりに、家づくりが
持つ本来の「楽しさ」や「ワクワク感」をお客様にお伝えできる企業を目指していきます。
企業
DATA

事業所名：㈱鳥居工務店
担当者名：鳥居 将成
所 在 地：大東町3-3

企業向けホームページとカタログ制作による
新規顧客開拓

販路 ホームページ
開拓 リニューアル
内容

小規模事業者持続化補助金
一般型

当社は自社商品「ちくでんSUNシリーズ」「せみ・シリーズ」など、太陽光発電パネルを
活用した各種製品の企画・製造・販売・施工を手掛ける会社です。
これまでは個人が主な顧客でしたが、売上を伸ばしていくため、防災や防犯意識の高い企
業への販路開拓を考えていました。しかし、企業に対して当社を知っていただく広報媒体を
持っていないため、認知度と営業力の低さが課題でした。
今回の補助金採択により、新たに企業向けのホームページとカタログを制作して営業力の
強化を図り、新規顧客の獲得を目指します。また、ホームページからカタログを入手できる
仕様にすることで、いつでも当社を知っていただくことが可能となり、企業からの問合せ件
数や商談件数を増やしていきます。防災や防犯対
販路 企業向けホームページと
事業所名：㈱イーズライフ
企業
開拓 カタログの制作
策に取り組みたい企業は、当社へご相談ください。 DATA 担当者名：中島 洸
所 在 地：百石町2丁目12-3
内容

「当店の強みをPRした上でのオンラインショップ」
に
よる新規顧客開拓

小規模事業者持続化補助金
コロナ特別対応型

当店は、安政６年創業で伝統的工芸品「三河仏壇」の製造販売等で宮大工から仏壇商を営
ませていただき、創業150有余年となります。新型コロナウイルスによる来店者数の減少、そ
れに加え休業要請に伴う休業も相まって大きな売上減少となっており、感染による不安から
来店者減少や訪問営業ができない状況下で潜在顧客へのアプローチが課題となっていました。
今回、補助金を活用して、当店の強みである手造りの工程を動画で伝える事で、購買意欲
の見直しや修理・リフォームを考えるきっかけづくりとし、ホームページとオンライン
ショップのリニューアルをして、ネット上の広告であるリスティング広告をすることで新規
顧客の誘導に取り組む予定です。
企業
DATA

事業所名：橋本屋仏壇店
担当者名：米津 甚吉
所 在 地：藤井町五郎田159

販路 ホームページリニューアル
開拓 リスティング広告
内容

｢小規模事業者持続化補助金」とは、小規模事業者限定の販路開拓支援策のひとつで、当所の助言を受けて経営計画を作成
し、その計画に沿って地道な販路拡大等（新たな顧客開拓に向けたチラシ、HP、展示会出展、店舗改装など）に取組む費用に
対し補助（補助上限50万円、補助率2/3）するものです。次回の受付締切が令和2年10月2日㈮（一般型：消印有効 コロナ特
別対応型：必着）となっておりますので、この機会に採択と売上アップを目指してみませんか。
あんじょう商工会議所

− ７−

活動報告ダイジェスト
版
安城プレミアムお買物券販売
令和2年8月13日㈭から利用開始した安城プレ
ミアムお買物券の販売を当所会館や市民会館、公
民館および碧海信用金庫で行いました。
本年は「商店券」「量販店券」に加え、「飲食
店券」が新たに発行されました。
また当所では会員事業所への支援の一環として
総額200万円相当の景品が800名以上に抽選で当た
る｢飲食店券｣「商店券｣を使ってお得なキャン
ペーンを実施し、会員事業所への来店促進やリ
ピート率を高める支援を行っています。

WEB会議・テレワーク活用の
第一歩セミナー
観光サービス部会では、令和２年７月29日㈬に
WEB会議やテレワークの導入を検討している企
業や知識を深めたい企業を対象にWEB会議・テ
レワーク活用の第一歩セミナーを開催しました。
当日は、講師にイーンスパイア㈱の横田秀珠氏
をお招きし、2020年春より利用開始となった５G
による環境の変化やWEB会議およびテレワーク
で活用できるソフトの紹介や違い、導入メリット
などについてご教授いただきました。

− ８−

あんじょう商工会議所

販促セミナー
お金をかけずに集客・リピートを得る方法
商業部会および観光サービス部会では8月5日
㈬に販促セミナー「プレミアムお買物券をチャン
スに変えるお金をかけずに集客・リピートを得る
方法」を開催しました。
当日は、テレビやビジネス雑誌などにも紹介さ
れた㈲ジュントオルの谷田貝孝一氏を講師にお招
きし、講師が実際に行ってきた販売・集客方法に
ついてご教授いただきました。参加者はすぐに実
践できる販促手法について理解を深めました。

基礎力向上研修
＜基本コース＞＜製造コース＞
令和２年度に入社した新入社員や若手社員を対
象に令和２年８月25日㈫に基本コース、8月26日
㈬に製造コースを開催しました。
基本コースでは、学生と社会人の違いや社会人
として大切な基礎力などを学び、また製造コース
では、製造現場における基礎知識や身につけてお
きたいスキルなどを学びました。
受講生は社会人としての自覚についてあらため
て理解を深めました。

会員事業 所 訪 問
ホームページにも掲載中

http://anjo-cci.or.jp/

Private Salon MONE
自分の肌が好きになる、美容オタクなプライベートサロン
今回ご紹介する「Private Salon MONE」は、敏感肌の方も受けられるダイヤモンドピーリ

ングで、顔がリフトアップされ小顔になると口コミで広がったエステサロンです。

当店は、お客様の肌質を改善し透明感のある肌に近づけるため、お客様ひとりひとりの肌

に合わせたきめ細かい施術やアドバイスが人気となっています。

また、特に大人気のダイヤモンドピーリングは、薬剤を使わず、レーザーカットダイヤモン

ドを使用してミクロ単位で古い角質を取り除きます。それと同時に吸引することで新しい肌

細胞の生成をうながし、小顔＆リフトアップする施術です。また、痛みはほとんどなく施術当日からメイクも可能です。

さらに、リラックス効果の高い極上のマッサージを受けることができ、日常から解放され心身ともにリックスしてお帰

り頂けます。

Private Salon MONEは、いつまでも綺麗でいたい大人の女性の味方です。
所 在 地
電
話

下菅池

48

（黒野）

線
幹
新
道
海
東

営業時間

横山町大山田中86-106
090-5635-1843
(予約制・女性専門）
10:00〜19:00
（土曜日18:00まで）

日産

★

ネッツ

& cakes 8゜（アンド ケイクス パッチ）
美味しいケーキ、美味しいコーヒーがあるお店
今回は、三河安城本町にある「& cakes 8ﾟ」をご紹介。オープンして約３年、オーナーの名前からとって

いる店名は「パッチ」の愛称で親しまれています。イートインコーナーのひと際目立つ海の壁画に、まるで

海岸沿いでケーキを食べているかのような不思議な感覚とどこか居心地よさを感じます。これは海とサー

フィンが好きなオーナーのこだわり。お店のロゴマークにもサーフィンのフィンを用いているのだとか。

ショーケースには色とりどりの商品が並び、中でも年間を通して人気なのはショートケーキ。シンプルな

だけに一番難しいとされるショートケーキも北海道産の生クリームを使用した軽めの仕上がりで、男女問

わずペロッと食べられてしまうのが特徴。シュークリームも午前中にはほぼ売り切れてしまう人気商品。コーヒーや紅茶は自店用に焙煎し

たものを提供しており、特にコーヒーはケーキなどにも合うように酸味が強いものになっています。９月には岡山県から産地直送のシャ

インマスカットを使用したタルトが販売されます。季節のおススメも定番商品もパッケージが可愛い焼き菓子もどれも食べてみたくなっ

てしまうものばかり。
ご褒美に・団らんのひと時に・贈答用に…。
ぜひ皆さんの楽しいひと時に
「& cakes 8ﾟ」
の商品を添えてみませんか。

電
話
営業時間
定 休 日

89-1868
10:00〜18:00
火・水曜日

★

三河安城駅西

JR三河安城駅

三河安城本町1-32-8エステートNOB

駐車場６台有（店横２台、道を挟んだ駐車場に４台）

線
幹
新
道
海
東

所 在 地

東
海
道
本
線

三河安城駅前

（三村）

12

“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
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

あんじょう商工会議所

− ９−

女性会だより

2020.9 長月

女性会掲示板
三河商工会議所女性会サミット
（リモート開催）
令和2年11月17日㈫ 13:00〜
「私たちのまち〜おすすめスポッ
ト＆名産物in安城〜」をテーマに
安城市の紹介をします。

元気フェスタ2020
第1回教養サロン
「寄せ植え講座」

令和2年12月6日㈰に予定してお
りました、元気フェスタ2020は新
型コロナウイルス感染拡大防止の
ため中止になりました。

令和2年9月8日㈫ 10:00〜12:00
昭林公民館 2階 実習室

安城プレミアムお買物券を
ご利用ください！

顔晴るお店に乾杯！

先日、お昼に会員さんのお店へ

安城プレミアムお買物券がご利用いただ
けるお店にはのぼりが立っています。
＜ご利用期限＞
令和３年１月31日㈰まで
◀（左から）飲食店券・商店券・量販店券のぼり

登録ページ

右上の登録ページを読み取る、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

柳

■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！

川

メルマガ会員募集中！

行きました。コーヒー1杯にパンと
野菜の煮物、サラダ、酢の物など、
たくさん出して頂き、お会計時「お
客様から頂いた野菜で作ったか
ら」と言われお値段コーヒー1杯分。

女性会会員

安城商工会議所

ご無沙汰と
クロネコ届く
おもて梨

川柳も随時受付中!!
お問合せ先／安城商工会議所
TEL:76-5175 FAX:76-4322

ボタン付け
やっぱり使うか
針通し

募集中!!

考えよう
今できる事
リサイクル

女性会会員

会員さんの
つぶやき

決して新しく今風ではないけれど、
お店を始められて30年以上も皆
様に愛され続けているお店にホッ
コリしました。70歳を超えられて
今なおがんばっていらっしゃるマ
マさんは、これからも「おいしい」
と「笑顔」を届けてくださることで
しょう。

〜安城警察署からのお知らせ〜

警察の相談ダイヤル#9110

〜 緊急の電話は110番

相談ごとは#9110 〜

「警察安全相談ダイヤル」ってなに？
犯罪等による被害を未然に防止するための相談
や県民の皆さんの生活の安全と平穏に係る相談
を受け付ける専用電話窓口です。
相談窓口を適切に活用してください！
110番は緊急通報のための専用電話です。緊急の
対応を必要としない相談等が「110番」に寄せられ
ると、事件・事故等緊急通報の対応に支障が生じ
るおそれがあります。
「#9110」を適切に活用してく
ださい！
【警察への相談】
専用電話番号#9110または、052-953-91１0（年末年
始を除く。）の９時から17時まで受け付けています。
土・日・祝日及び時間外でお急ぎの場合は、安城警
察署（0566-76-0110）へ相談してください。

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。
都築孝治

（エリアバックス（株式会社豊守））

令和2年より安城商工会青年部に新入会となりました。エリアバックス（株式会社豊守）
の都築孝治と申します。この度、近藤副会長よりご紹介いただき入会させていただくことと
なりました。
平成元年に岐阜県可児市で生まれ、育ちは25歳まで名古屋で過ごしてきました。25歳か
ら6年とまだ安城歴は短く、年齢と共に若輩者の私ですが諸先輩方と安城を盛り上げていき
たいと思っております。
座右の銘は「楽は苦の種 苦は楽の種」です。
昨今は新型コロナウイルスの影響で世の中が落ち込みがちですが、今は「苦」の時、コロ
ナに負けぬよう一歩ずつ進んでいけば、必ず「楽」が待っていると信じて先輩方と一緒に進
んでいきたいと思います。皆様、ご指導の程宜しくお願い致します。
中川健太

（中川板金）

初めまして、この度安城商工会議所青年部に入会させていただきました、中川健太と申し
ます。
建築板金という建物を雨、風から守る建物には欠かせない仕事をより多くの方へと知って
もらい、そして他業種の方達や七夕まつりや安城元気フェスタなどの年間行事を通じて地元
の方達との交流を深め地元安城の活性化のお役に立てればと思い入会させていただきまし
た。今後ともよろしくお願いいたします。

第22回 安城元気フェスタ2020中止のご案内
毎年12月に開催しております「安城元気フェスタ」についてですが、本年につきましては、新型
コロナウイルスの感染拡大防止と来場者やご参加のお子さま皆様の安全確保を優先に考え、開
催中止を決定しました。
安心に暮らせる日々が戻りましたら、
「元気な安城」を見せられるイベントとして、再開したい
と思っております。今後も皆様の益々のご支援・ご協力をお願いいたします。

トーク

元気ノ助のメールで投句

秋茄子を 食っていいかと 嫁に聞き
茄子のしょうが焼き︵ 才・朝日町︶

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

42

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！

9月上旬配信予定
一般経営
法律
人材育成

セミナー視聴ランキング

おすすめセミナー

〜コロナ危機を乗り越えるための
マネジメント〜ドラッガーに学ぶ

ここだけ抑える！ 民法改正
相続法（事業承継）編

27分
35分

《雨の日は掃除を》57秒の元気術

4分

1
2
3

「Zoomミーティング」活用セミナー
22分

コロナショックを乗り切る！ 中小企業の資金繰り術
59分

「すぐやる人」になるための仕事のやり方
107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

「八幡浜市の最大企業『あわしま堂』」
松山市から車で80分ほど走った愛媛県の西端の八幡浜市という、人口3万3000人のまちに｢株式会社あわしま堂｣という社名
の和洋菓子の製造企業がある。
創業は1927年、現社長の木綱德勝氏の祖父である木綱勝三郎氏が売りに出されていた小さな和菓子の製造小売店で、和菓
子づくりを学んだ後譲り受け、現在の本社工場近くで、個人でスタートしている。
その後、叔父が和菓子の製造・小売を開始し、現社長の父が卸売りを中心とした営業を開始、そして現社長へとタイム
リーな事業承継が見事になされ、93年後の今日では本社工場のほか京都伏見や栃木県佐野市などに計5工場を有し、社員数
は978人、売上高は132.5億円余。八幡浜市最大で人気企業であることはもとより、全国でも最大規模の和洋菓子の製造業に
まで成長発展している。
より驚くことは、その業績でこの93年間、社員数は右肩上がりに増加し、黒字経営を持続していることである。
同社の成長発展の理由には｢無理な成長は追わなかった｣とか｢製造業に特化した経営｣、さらには｢IT武装の経営｣など多々
あるが、本質的要因は同社が創業以来高らかに掲げた企業理念｢美味しさつくり・笑顔つくり｣と、そのための行動指針に基
づいた経営をどんな時代であってもブレることなく、全社一丸となって実践してきたからと思われる。
ちなみに、同社の行動指針には⒈｢私たちは、お客様に笑顔で喜んで頂ける美味しくて感動のあるお菓子をお届けします｣
⒉｢私たちは、ともに働く人々の人格・個性を尊重し、安全で働きやすく、かつ豊かさとゆとりが実感できる職場環境をつく
ります｣、そして⒊｢私たちはうそをつかず、公正な態度で行動し地域社会や環境の改善に貢献します｣と書いてある。
こうした企業理念や行動指針に基づく経営は至る所にちりばめられているが、とりわけ驚くのが菓子の価格の安さであ
る。一級の原材料を使いながら同種の菓子と比較して、2割･3割安というならばともかく、半値とか3分の1程度なのである。
かつて、親しい経営者と一緒に同社を訪問した折、その経営者が｢あまりに安過ぎます。倍にしたって、売り上げが落ちる
ことはないと思いますが…｣と感想意見を言うと、社長は、｢社員には恥ずかしくない給与や賞与を支払っているつもりです
し、また利益率は高ければ高いほどいいというものではなく、 ほどほど であるべきだと考えていますので、この価格で十分
です」と話してくれた。
実際に、同社の理念や行動指針が作られる前までは、大量生産することで、安くつくろうという思いが強くなりすぎ、おい
しいお菓子をつくるという本来の目的を見失っていた。おいしいものをつくれば、顧客も社員も家族もみんな笑顔になる。そ
の笑顔の輪を広げるのが同社の使命となった。そのためには、必要以上の価格や企業の利益を追う必要はないのである。
こうした元気な企業の存在を見せつけられると、「経営は需要ではなく供給が決する」と確信する。
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︶

9

第
号

805

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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