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碧海信用金庫
理事長 山内 正幸 氏

～Go To トラベル、Go To Eatキャンペーンについて～
国が行う支援事業Go To トラベル「地域共通クーポン券」、

Go To Eat取扱い店舗登録が開始されました。
取扱い店の申込は各サイトから申請下さい。

詳細はP４をご覧ください。（当所HPのバナーからもご覧いただけます）
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エステサロン SAKURA
　所在地　桜井町大役田34-17
　電　話　090-1745-4594

匠カイロオフィス
　所在地　藤井町蟻塚19-5
　電　話　99-4885

７日㈬ 雇用調整助成金労務相談 13:00～17:00
14日㈬ 雇用調整助成金労務相談 13:00～17:00
15日㈭ 法律相談 13:00～16:00
16日㈮ 業務改善チームビルディングセミナー 13:30～16:30
22日㈭ 雇用調整助成金労務相談 13:00～17:00
23日㈮ 金融相談（愛知県信用保証会） 13:00～16:00
28日㈬ 雇用調整助成金労務相談 13:00～17:00
８日㈭・12日㈪・14日㈬・16日㈮・19日㈪
22日㈭・26日㈪・28日㈬・30日㈮  初級簿記講座 18:30～21:00

10月

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
＜採用支援事業＞
　当所では会員事業所が新卒者やキャリア豊富な中途採用者の人材確保のために、大学・高校の就職担
当者と人事担当者との｢情報交換会｣開催や、安城市単独の企業就職フェアである｢ANJOB｣開催、会員
限定の人材募集サイト｢あんじょう求人ナビ｣運営など、様々な方法で人材確保のお手伝いをしておりま
すのでぜひご利用ください。
＜その他の採用支援事業＞

毎年3月に開催する5地区合同の就職フェアです。来月の会報11月号にて
参加募集チラシが折り込まれる予定です。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、非対面型の採用支援事業として
４月と９月に開催しました。次回の開催は２月ごろを予定しています。

刈谷・安城・知立・高浜
東浦合同企業説明会
WEB合説in安城
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商工会議所からのおしらせ

■とき  ■ところ  ■講師  ■内容  ■対象  ■定員  ■受講料・入場料  ■申し込み期間  ■問合せ先時 場 内講 定 ¥対 問申

　業務効率を高めたい方を対象として、生産性を
向上するための業務改善に関するセミナーを開催
します。この機会にぜひ受講ください。
令和２年10月16日㈮ 13時30分～16時30分
安城商工会議所　３階　研修室
⒈成長を加速させる経験学習
⒉生産性向上
⒊業務改善、課題解決演習
⒋4ムと業務改善
⒌生産性が上がるチーム作り
⒍チームの成長について
安城商工会議所会員：1名 2,200円(税込)
一　    般(上記以外)：1名 4,400円(税込）

業務改善・チームビルディング
セミナー

時
場

￥

内

　発注企業と受注企業が一堂に会し、具体的な商
談や情報交換をしていただく商談会を開催しま
す。｢発注ニーズ」をお持ちの企業の皆様、新たなビ
ジネスパートナーの発掘に、是非ご参加ください！
令和３年２月25日㈭ 13時00分～17時15分
刈谷市産業振興センター「あいおいホール」
無料
60社

申令和２年10月１日㈭～令和２年11月６日㈮
※新型コロナウイルスの影響により延期や中止と
なる場合がございますのでご了承ください。

地域商談会（三河・知多会場）
発注企業募集

時
場
￥
定
申

　GoToトラベル｢地域クーポン券｣、GoToEatキャ
ンペーンの取扱い店の申請が開始されました。
＜GoToトラベル　地域共通クーポン券＞
　宿泊・日帰り国内旅行の代金総額の50％相当額
を支援する事業です。支援額の内、15％は旅行先
や近隣の県で使用できる地域共通クーポンとして
発行されます。クーポン取扱いには申請が必要(登
録、振込手数料無料)です。下記から申請ください。
※飲食店はGoToEatへの同時申請が必要。

＜GoToEat　キャンペーン＞
　飲食店を支援する｢キャンペーン食事券｣と｢オン
ライン飲食予約サイトの利用によるポイント付与｣
の事業が開始されます。
①キャンペーン食事券
25％のプレミアム率が付与されたキャンペーン食
事券の利用が開始されます。食事券取扱いの登
録には申請（登録、振込手数料無料）が必要です。
下記から申請ください。
②オンライン飲食予約サイトによるポイント付与
オンライン飲食予約サイトから利用すると昼食
時間帯：500円分/夕食時間帯：1,000円分のポイン
トが付与されます。参加には各予約サイトへ別途
契約が必要となります。費用については各予約サ
イトで異なりますので下記からご確認ください。

GoToトラベル、GoToEat
キャンペーン取扱店の登録が
開始されました

　例年12月に安城市総合運動公園にて開催してい
ます「安城元気フェスタ」ですが、新型コロナウイル
ス感染症拡大防止のため本年度は中止になりました。

2020年安城元気フェスタ
中止について

　安城商工会議所の令和２年度後期会費につきま
して、下記のとおりご請求させていただきますので
よろしくお願いします。　　　　　　　　　　　
【納付書の事業所】
　10月19日㈪までにお振込みいただくか、当所窓
口にてお支払いください。
【口座振替の事業所】
　10月19日㈪に指定の口座より振替させていただ
きます。

令和２年度後期分
安城商工会議所会費について

　愛知県内の事業所で働く常用、臨時、派遣、パー
トなどすべての労働者に適用されます。なお、特定
の産業の事業所で働く労働者については「特定(産
業別)最低賃金」が適用される場合があります。
【問合せ】刈谷労働基準監督署 ＴＥＬ：0566-21-4885

愛知県最低賃金が10月１日から
時間額927円に改定されます。

＜GoToトラベル＞ ＜GoToEatオンライン飲食予約＞＜GoToEat食事券＞
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赤い羽根共同募金へのご協力をお願いします！

　今年度も10月１日から全国一斉に「赤い羽根共同
募金運動」が展開されます。事業所の皆さまには毎
年事業所募金をお願いしており、担当地区の民生委
員が各事業所を訪問し、募金の協力を呼びかけま
す。なお、共同募金への寄付は、法人税に対する税制
上の優遇措置として「全額損金」とすることができま
すので、あたたかいご支援、ご協力をお願いします。
【お問合せ】安城市共同募金委員会　担当：山﨑
（安城市社会福祉協議会総務課企画財務係）　　
ＴＥＬ：77-2941

「安城未来マイスター」表彰制度 申請締切について

　安城市では、優れた技能者を増やし、ものづくり企
業が技術力を高めることを目的に、未来を担う若手
技能者を表彰する「安城未来マイスター」表彰制度
があります。本年度の申請締切は10月31日㈯ですの
で対象の方はぜひご申請下さい。
【認定対象者】次の①～③のいずれにも該当する方
が対象となります。
①中小企業に勤務する安城市内在住・在勤の方
②国家技能検定の特級又は１級に合格した方
（申請年度の前期又は前年度の後期に実施されるい
ずれかの検定試験において合格された方が対象
となります。）
③対象となる検定試験の合格発表日において40歳未
満の方
【申請方法】令和２年10月31日㈯までに安城市役所商
工課工業労政係へご提出ください。申請様式及び表
彰要領は、安城市公式ウェブサイト『望遠郷』からダ
ウンロードできます。
【お問合せ】安城市役所商工課工業労政係
TEL：71-2235

愛知県「安全・安心宣言施設」の登録について

　愛知県では、感染防止対策に取り組む項目を届
け出てた施設に対して、県独自のＰＲステッカーと
ポスターを提供し、「安全・安心宣言施設」として
応援していますので、ぜひご登録ください。
【お問合せ】愛知県県民総合相談窓口
 TEL:052-954-7453



ガンバル事業所、応援します!!

すぐ使える！熱の問題を一挙に解決！加熱ユニットを開発！！

　熱源の専門メーカーとしてヒーターや各種加熱器の設計や製造
を手掛けるメトロ電気工業㈱では、自社の赤外線カーボンランプ
ヒーター「オレンジヒート®」をアルミ押出成形の反射板に組み込ん
だ加熱ユニットを開発し、今年の９月中旬より販売を開始しました。
同製品により自動車産業や食品加工分野の多くの工程で行われて
いるガス燃焼式加熱を電気加熱へ転換することができ、CO2削
減、安全性向上、温度制御の無人化・安定性向上、加熱温度の均一
化、職場環境改善といった様々なメリットが期待できます。同製品
の特長は「すぐに使える」「優れた温度レスポンス」「点灯中に水が掛
かっても破損しない」「真空中でも使用可能」「取付方向は思いのま
ま」「反射板に工夫」となり、定格電圧、消費電力、フィラメント温度、
長さなど用途に合わせた特注品の設計製造ができます。導入を検
討される企業様は、ぜひメトロ電気工業㈱までご相談ください。

メトロ電気工業株式会社
横山町寺田11-1　TEL／75-8811
 URL　http://www.metro-co.com/

新事務所開設・移転で来店しやすくなりました！

　横山町にあるクリクラのウォータサーバーのレンタルとメン
テナンスを行う㈱アイエーシーは、2020年８月末に新事務所を
開設、移転しました。
　今までの事務所は交通量の多い道路から離れた住宅地内に
ありました。そのため来客対応、法人顧客との商談や来店によ
る販売ができませんでしたが、新移転先の事務所は交通量の
多い愛知県道48号線に面した商業ビルの１階となり来客対応、
法人顧客との商談が可能となり、来店しやすくなりました。
　また、新事務所の入口付近は来店による販売に対応するた
め販売商品が分かりやすいような店舗デザイン、レイアウトが
なされています。
　今後は来店による販売のスキームを整え、さらなる新規顧客
開拓の強化を図ります。

株式会社アイエーシー
横山町浜畔上38-2（横山町交差点横）　TEL／91-0330
URL　http://www.crecla-anjou.com/

斬新な形状パイプ椅子「リバース」完成！！

　工業デザインを中心に手掛ける㈲D-WEBER(ディーウェー
バー)と創業70年のパイプ加工を得意とするキムラ工業㈲が
タッグを組み、オシャレで斬新なパイプ椅子「リバース」を完成
させた。
　昨年9月から2社の技術を最大限に活かし、シンプルなデザ
インとパイプの技術が一目で分かることを重視し、試行錯誤し
ながら開発を進めてきた。8月に完成し、新聞やメディアへ取り
上げられると高評価の意見や問い合わせも増えた。「自分から
動くことが大切。中小企業の技術を世の中に発信することが
出来た。」と二人は胸を張る。
　現在は、増産体制と販売方法が課題であり、今後の発売に
向けて話を進めている。まだまだ2社の挑戦は続いている。
商品はコチラからご覧下さい→https://www.d-weber-inc.jp/

キムラ工業有限会社
三河安城東町2-2-23　TEL／76-2790

有限会社D-WEBER
三河安城本町2-1-10KAGAYAKI-SQUARE 9F　TEL／89-2934
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発泡スチロール製の妖怪アマビエ置物を商品化！

　金型を作るための発泡スチロール製鋳造用模型製造を主
力にしている㈱玉津浦木型製作所は、疫病退散にご利益があ
るとされる妖怪アマビエの置物を商品化しました。
　発泡スチロールのブロックをNC加工機で削り出し、手磨き
で仕上げた高さ30センチの「タマビエ（商品名）」は、水性絵の
具で自由に色を塗ることができ、店舗の椅子に置くなどソー
シャルディスタンス対策としても提案されている商品です。
　同社ホームページに開設された販売用サイトから１個3,300
円（税込み）で購入でき、その他に３Dプリンターで出力した
プラスチック製の小型アマビエの置物や非接触棒も作製し
販売中。同社では若手社員が中心となって自動車向け依存か
らの脱却を図る取組みを行っています。

株式会社玉津浦木型製作所
根崎町西新切27　TEL／92-3686

 URL　https://tamatsuura.official.ec/

ベトナム人のための日本語教室開設！

　高度な専門知識や技術を持った優秀な外国人エンジニアを専
門に紹介する和泉町にある㈱アイエーです。㈱石川精工で永年
培った外国人採用のノウハウを活かして、主にベトナムでシステム
エンジニア・プログラマーなどの各種技能士として活躍している外
国人の紹介を行っています。今回、企業様に向けて、雇用されてい
るベトナム人従業員の方が日本の企業で長く有意義に働くことが
できる環境づくりのお手伝いとして「ベトナム人のための日本語教
室」を開設いたしました。ベトナム人講師なので、コミュニケーショ
ンがスムーズでより深い理解に繋がります。個人レッスン・グルー
プレッスンも選択でき、日常会話や日本語検定取得のためなどご
希望に応じたカリキュラムへの対応ができます。また日本人のため
のベトナム語教室も行なっております。現在はオンラインや出張も
可能ですので、お困りの方は、お気軽にご連絡ください。

株式会社アイエー
和泉町北大木3-14　TEL／93-4883
Eメール　ia.co.ltd@gaea.ocn.ne.jp

丼専門店としてリニューアル！

　ハム、ソーセージの専門販売や安城産業文化公園「デンパーク」内
「農場レストラン花車」を運営する㈱ネクストは、新型コロナウイルス感
染予防のため、これまでのビュッフェ形式の「農場レストラン花車」から、
地元産食材を前面に打ち出した丼専門店「キッチン花車」にリニューア
ルオープンしました。同社の自社ブランド「健幸ポーク」を使用した「健
幸ポーク生姜焼き丼」や主力の自社ブランドハム「安城ハム」を使用し
た「安城ハム野菜丼」など7種類の丼が、いずれも税別880円で楽しめ、
またデンパークソーセージ盛り合わせも税別500円で販売されていま
す。自社ブランドのお肉と地元JAの米や野菜を食材に活用したメ
ニューが特徴の同店は、店舗面積を従来の１/10に縮小し無料休憩所を
設け、withコロナ時代にあわせてテイクアウトにも対応するスピード感
で地元畜産業や農家を応援しています。この機会にデンパーク内東
ゲートすぐの「キッチン花車」で地元産食材を堪能してはいかがですか。

株式会社ネクスト
赤松町梶１安城産業文化公園デンパーク内　TEL／92-5512

 URL　https://next-anjo.com
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東海税理士会
刈谷支部  安城部会

TEL 77-3636
○ 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）

『令和2年度無料税務相談』
　  毎月第１水曜日（休日の場合は、第２水曜日）　市役所相談室（北庁舎１階）場時

10月７日㈬ 11月４日㈬ 12月２日㈬ １月６日㈬ ２月３日㈬ ３月３日㈬

その2
令和2年度 　先月号に引き続き、安城市長および安城市議会議長に対して提出した要望書に対

する回答を掲載いたします。今月号は要望事項の中から短期的要望の「インフラ整
備」、中期的要望の「インフラ整備」「産業振興」に関する回答になります。

商工会議所要望事項に対する回答

昨年度に引き続き西鹿乗川の合流地点までの改修工事の推進について関係機関への働き掛けを要望
　 　一級河川鹿乗川の改修については、愛知県事業として行っており、鹿乗川改修促進期成同盟会を通じ、愛知県に
要望しているところです。
　今年度の鹿乗川の整備は、下懸橋の上流において本川拡幅に支障となる農業用水管と湛水防除水路の移設工事を
実施していただけるとお聞きしています。
　今後も西鹿乗川の合流地点までの早期完成を強く要望してまいります。

河川(鹿乗川等)の改修工事の推進

ものづくり産業によって支えられている安城市で独自の「エネルギー循環システム」の構築に努めていくよう要望
　 　これからの「ごみ焼却施設」は、迷惑施設というイメージを転換し、地域に歓迎される施設へと変えていく必要が
あります。その一つとして、ごみの焼却によって得られるエネルギーを地域へ還元することのできるエネルギー循環シ
ステムを構築することが考えられます。市の「ごみ焼却施設」が地域のエネルギーセンターとしての役割を担うべく、廃
棄物から得られるエネルギーをどのように有効活用し、地域において、どのような役割を担えるかを、今後のごみ処理
施設整備方針の検討に合わせて整理してまいります。

焼却施設の更新に伴う廃棄物エネルギーの活用と地域の活性化

国道23号の渋滞緩和にも大きな効果が期待される道路のため、早期に調査及び具体化について要望
　 　関係８市３町並びに関連団体・企業で「名古屋三河道路推進協議会」を組織しており、計画実現に向けて、要望活
動等を実施しております。今後も、引き続きご支援・ご協力をお願いします。

名古屋三河道路の推進

第2期計画の具体的な建設促進について愛知
県への働きかけを要望

　衣浦ポートアイランド廃棄物最終処分場の第２期建
設計画につきましては、愛知県の衣浦港港湾計画書
の中に位置付けられており、衣浦港ポートアイランド
廃棄物最終処分場確保促進協議会（周辺10市５町、５
商工会議所、５商工会で組織）を通じ、県へ計画の促進
を要望してまいります。

衣浦ポートアイランド産業廃棄物
最終処分場の建設促進　

特集2

三河安城駅周辺の道路アクセスの強化に重要
な路線のために早期事業化されるよう関係機
関への働き掛けを要望

　この路線は、県道小垣江安城線の代替路線であり、
愛知県による都市計画決定がされております。本路
線の整備については、新幹線三河安城駅南側の市街
化拡大の検討にあわせて整備方針を整理してまいり
ますので、よろしくお願いします。

新池箕輪線の早期整備

短期的要望事項　「インフラ整備」

中期的要望事項　「インフラ整備」「産業振興」
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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

“もっと社会のパートナーへ”
会 員 募 集 中 ！！

生産現場の問題解決・5S研修

第２回 WEB合説in安城

　製造業の中堅社員を対象とした製造現場における問
題解決・5Sセミナーを令和２年８月27日㈭に開催しま
した。
　当日は講師に株式会社インソースの野々山幸夫氏を
お招きし、現場で直面する問題を「特定する力」や問
題の真の原因を「追究する力」そして社員モラルの向
上や業務効率化などあらゆる改善の基礎となる５Sにつ
いてご教授いただきました。
　受講生は問題を発見する視点や解決策を見定める方
法、そして職場での５Sの進め方など理解を深めました。

パワーハラスメント防止研修
　管理・監督者を対象としたパワーハラスメント防止
研修を令和２年９月15日㈫に開催しました。
　当日は講師に株式会社ヒューマンブレインの田中一
起氏をお招きし、令和２年６月１日㈪から施行したパ
ワハラ防止法について、そしてパワハラの加害者にな
らないための部下、後輩へのコミュニケーションの取
り方、指導方法などをご教授いただきました。
　受講生はパワハラ防止法について学び、何に気を付
けて部下、後輩の指導育成をすればよいのか理解を深
めました。

事業継続力強化計画で感染症や
災害から会社を守ろう

　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、防災・減災対策の第一歩として必要
な項目を盛り込んだ「事業継続力強化計画」を学ぶセ
ミナーを令和２年９月18日㈮に開催しました。
　講師に中小機構中部本部の中小企業支援チーフアド
バイザーの藤井健太郎氏と仲保吉正氏をお招きし、事
業継続力強化計画の制度やメリット、そして計画書の
作成作業を行いました。
　参加者は自社の計画を実際に作成することで、今後
の備えや危機管理の大切さを知りました。

　新型コロナウイルスの影響により、就職・採用活動
のイベントが減るなか、事業所や就活生および求職者
の採用機会を創出するために、当所ではあんキャリお
よびハローワーク刈谷と共催にてWEB合説in安城を令
和２年９月14日㈪～17日㈭の４日間、開催しました。
　期間中は合計13事業所にご参加いただき、14～15日
は新卒向け、16～17日は中途向けに会社概要や採用情
報などを説明していただきました。
　説明終了後は就活生および求職者からの質問に参加
企業は答えていました。

活動報告ダイジェスト版



ホームページにも掲載中　http://anjo-cci.or.jp/

会員事業所訪問

  鍛造素材から部品加工まで、
HV車部品を支える、匠の技

●本　　社：安城市桜町12-24
●東端工場：安城市東端町西大坪1-1

丸中鍛工株式会社

TEL 0566-92-1526
FAX 0566-92-3297

　今回紹介するのはカイロプラクティックの施術院の「匠カイロオフィ
ス」です。同院ではカウンセリングとアドバイスに力をいれています。これ
は理解した上で施術を受けていただくのが大切であるという院長の考え
のもと。そのため症状の説明をする前に人体の仕組みを説明したり、施術
中も丁寧に説明をしたりとより理解していただける工夫をしています。カ
イロプラクティックの施術に興味はあるが音が出たりする施術は少し恐
いというお客様やなにをするのかわからないというお客様にも安心していただけるように音の出ないやさしい施術も
行っております。また子供連れのお客様でも施術をしている間は院長の奥様が子供を預かって面倒をみてくれるため、体
の不調がでやすいが子供が小さくなかなか訪れることができない産後のお客様にも安心して来院していただけます。
のどかな田園風景を楽しみながら、「匠カイロオフィス」で体の悩みを解決し、心も体も良くしていきませんか？

●所 在 地 藤井町蟻塚19-5（駐車場有）
●電　　話 99-4885（予約制）
●営業時間 10:00～20:00
●定 休 日 日曜日、祝日
●H   P    http://www.takumi-chiro.com/

●所 在 地 桜井町大役田34-17
●電　　話 090-1745-4594
●営業時間 10:00～18:00（受付終了）
●Ｈ 　 Ｐ  http://www.anjo-sakura.com/

（松浦）

匠カイロオフィス
のどかな田園風景を楽しみながら、心も体も良くしていきませんか？

安城商工会議所会員限定クーポン券

Coupon

TEL  090-1745-4594
エステサロン SAKURA

◯有効期限：2020年10月末日まで

シミとり７５分コース＋専用美容液
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

安城商工会議所
事業所訪問先
募集中

事業所のPRをしませんか？

　今回は、名鉄線桜井駅から徒歩２分の場所にある桜の看板が目印の「エステサロンＳＡＫＵＲＡ」をご
紹介します。同店は「シミ・シワ専門サロン」として創業20年を迎えるエステティックサロンです。フェイ
シャル、脱毛、ブライダルのサロンメニューのほか、化粧品やサプリメントの販売も行っています。化粧品
は自宅でも効果を実感できるように、施術で使用しているものを販売しているとのこと。
人気のコースは「シミとりコース（７５分）」と「シワとりコース（７５分）」。お客様からは「自分に自信が持て
るようになった」「お肌も心も癒された」など、多くの満足の声が届いているそうです。また、完全予約制で
１対１の施術になるため、他のお客様に合う心配がなく、気軽に来店できますよね。代表の神村さんは「年齢により悩みが変
化するなか、１回来て終わりのサロンではなく、お客様とともに年齢を重ね、何かあった時には気軽に相談いただけるサロン」

を目指したいと笑顔で話してくれました。
　今回はクーポンも付けていただきましたので、ぜひこの機会に利用してみてはいかがでしょうか。完
全予約制ですので、まずはお電話を。

エステサロン SAKURA
－５歳、－１０歳肌であなたの人生を変えるサロン!!

※事前予約の上、当日は
本クーポンをご持参ください。

（柴田真）

アイシン・エィ
ダブリュ 名鉄西尾線
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44

藤井IC
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292

292
桜井公民館

西尾
信用金庫

桜井駅

名
鉄
西
尾
線

通常15,000円
↓

9,800円（税別）
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女性会だより

～安城警察署からのお知らせ～

渡すな危険！キャッシュカード
　キャッシュカードが犯人の手に渡り、現金を引き
出されてしまう詐欺被害が多発しています。キャッ
シュカード、暗証番号は他人に渡さないようご注意
してください。

＜犯行例＞
犯人が警察を騙って銀行口座から預金が引き出
されていると電話がかかってきます。時間をおい
て、架空の協会を騙って電話がかかってき、口座
番号と暗証番号を聞かれます。その後、キャッシュ
カードを受取りに犯人の仲間が訪問してきます。

　手口は巧妙で、焦る気持ちに付け込んで詐欺を
複数人で行っている場合があります。まずは冷静に
対応し、怪しい電話があった場合は、警察にご連絡
ください。

会員事業所の新商品、新サービス、新事業を広
くPRするため当所から報道機関へ情報提供を
行い、事業所の活動を支援いたします。ぜひお
申込みください。
■様々な新商品、新サービス、新事業のPRに
お役立ち
■報道機関にリリース前に当所職員が内容を
ブラッシュアップを行いサポートします。
■報道機関：中日新聞、中部経済新聞、日刊
工業新聞、安城ホームニュース、
　キャッチネットワークなど

安城商工会議所  
プレスリリースサービス！

会員さんに感謝！
　先日、ある会員さんのお店へ行ってきました。
一年に一度お会いするかどうかのため、自分の名刺をお渡しし
て帰って来ようと思い、お店に入りました。すると、会員さんは、
笑顔で「〇〇さん」と、私の名前を呼んでくださいました。自分
のことを知っていてくださったことに感激をしました。思わず、
１つのお買物が、３つになりました。自分の名前を覚えていただ
けていたことが、こんなにも嬉しいこととは思いませんでした。
今回、会員さんにはお客様の立場での貴重な体験をさせていた
だき、感謝でいっぱいになりました。

手
を
握
る

　
　
　

昔
恋
人　

今
介
護

女
性
会
会
員川　

柳　

お申込みはこちら▶

無料

2020.10 神無月

第1回教養サロン 寄植え講座に参加して

　コロナ感染症でどの行事も中止となり、会員が集まる事が難しい中、対策をしっかりされ今年
初の教養サロンが開催されました。
　農家へ嫁ぎ、長く花農家を営んでいる石川政子先生の講座でした。『花の顔を見て欲しそうだな
～と思ったら、たっぷり水をあげる』、花との会話は、心を和ませ癒すことができる。最近家の周り
に花が少なくなりましたが、お話しをうかがい、子供たちにも植物との話を楽しむ心が育ってほし
いなどのお話をうかがい、心も共に寄せ植えするような暖かい雰囲気の中、瓦の鉢に趣のある寄
せ植えが完成しました。

交流・研修委員会 深田 智子

寄せ植えした花たち
シマトネリコ
トウガラシ
ナンキンハゼ
シマセキショウ
ナデシコ
ヤブコウジ
竜のひげ

訃報
６月 松下 京子 様
（カラオケ喫茶シモン）

心からお悔やみ申し上げます。

お知らせ
●三河商工会議所女性会
　サミット（リモート開催）
【日時】
令和2年11月17日㈫13:00～
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　皆さんお久しぶりです。
　本年度、会長を務めさせていただいております畔柳です。
　青年部活動も新型コロナウイルス感染状況を鑑み昨年度末から例会開催の自粛が
続いております。皆さまの社業においても大なり小なり影響を受けておられると拝察
致します。
　このような状況の中でもメンバーの皆さまには各委員長を中心に手法をこらしな
がら委員会を進めていただき事業再開に向けて準備を進めて頂いておりますことに
感謝申し上げます。
　本年度がスタートして半年が過ぎましたがメンバー皆さまにご挨拶する機会が無
く、広報委員会の皆さまからこのような機会を頂きました。また、本年度、活動自粛
が続く中ではありますが、8名の方に新たにご入会いただき先日YEGバッチをお一人
おひとりにお渡しをさせて頂きました。本当に有り難く頼もしく感じるところでございます。
　また、皆さま周知のこととは思いますが、5月の緊急事態宣言の真っ只中では、渉外委員会が中心となって、
この頃入手が困難な状況であったマスクを2,000枚安城市へ寄贈させて頂きました。この様子は新聞紙面にも
載せて頂きました。
　本年度は青年部の二代柱の行事であります、8月の安城七夕まつり、12月の安城元気フェスタも中止となって
しまいました。東海ブロックまたは県連の各事業も中止が続いております。安城YEGとしても自粛期間中、臨
時の三役会を何度か開催させて頂き、国の緊急事態宣言解除後は対面での役員会を開催させて頂き、なんと
か事業を開催することが出来ないかと話し合いを行いましたが、今はメンバー皆さまの健康と、家族、社業を
第一と捉えて苦渋の決断ではございますが例会を12月まで、対面での委員会を10月末まで自粛とさせていた
だいております。
　せっかく安城YEGを通じて知り合えた仲間同士、こんな時だからこそ知恵を出し合ってこの未曾有の国難と
も言える状況を乗り越えて行けたらと思います。
　また、青年部活動もいつでも再開出来る様に準備はこれからも進めてまいります。
　皆さまには、この状況にご理解頂き、これからも安城YEGの為、変わらぬお力添えをお願い申し上げ、挨拶
とさせて頂きます。
　今後とも宜しくお願い致します。

コロナ禍の影響による会長あいさつ

コロナに
負けるな！

「＃安城エール飯」「＃安城エール店」

安城商工会議所青年部
令和2年度会長
畔柳直道
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「自営農業から脱皮した『グリンリーフ』」

　今から60年前の1960年当時、わが国の食料自給率は79％であった。しかしながら、その後工業化社会、さらにはソフトサー
ビス化社会への移行の中で、農業の魅力度は年々、比較劣位化していった。
　その結果、就農者の減少だけでなく、離農も加速度的に進行し、今やその自給率はわずか38％にまで低下してしまってい
る。低すぎる自給率は、将来極めて危険である。というのは、わが国は、すでに人口減少社会に突入しているが、世界的に見
れば、食料の供給が間に合わない規模とスピードで、人口は爆発的に増加しているからである。加えていえば、農産品やそれ
を加工した食料品は、自然環境に大きく左右される産業であり、異常気象や大災害が発生した場合には、その供給は大きく
ダウンしてしまうからである。このような現実を踏まえると、食料品のベースとなる「農産業」の役割・使命は極めて重要で
ある。
　一方、全国各地を見渡すと、農産業に関わる企業が多数派になればわが国の自給率が飛躍的に高まると思われる「６次産
業」が少なからず存在する。
　その１社が農業生産法人グリンリーフ株式会社という社名の企業である。場所は群馬県にある人口7000人の昭和村。上越
新幹線の上毛高原駅から車で30分ほど走った高原にある。現在の主製品は農産物が「有機こんにゃく芋」「有機枝豆」「有機
ブルーベリー」「有機コマツナ」「有機ホウレンソウ」など、加工品が「有機こんにゃく製品」「有機野菜の漬物」そして
「有機冷凍野菜」などである。
　もともとは、典型的な自営農業であったが、現社長である澤浦彰治氏が、およそ30年前に事業承継をしてから大きく変
化・変貌している。澤浦氏は、「自分で価格を決める農業を目指す」を旗印に、そのためには農業の６次化や、その担い手で
ある若者が働きたい、女性が働きやすい産業にしなければと考え、この間、経営革新の努力を重ねてきた。
　具体的には、１９９２年に、地域の若手農業従事者と有機農業者グループとして「野菜クラブ」を立ち上げるとともに、２
年後には、家業的農業から将来を見据え農業法人化している。
　一方、農業経営を近代化しなければ業界の未来はないと、２次産業や３次産業の経営者が学ぶ異業種交流会にも積極的に
参加し、マネジメント能力を高めていった。また、2001年からは「正しい価値観や思いをもって農業を行える若者を育てたい
･･････」との思いから、若者の新規就農サポート事業にも乗り出している。もとより、６次産業化させていく中で、他産業に
勝るとも劣らない労働時間や休日など、働きやすい労働条件を次々に創出していったのである。加えていえば、若い世代の
入職を促進支援するため「社内保育園」も開園した。
　こうした経営努力が実り、現在では、グループ企業を含め社員数は200人を超え、６次産業のモデル企業といわれるまでに
成長発展している。

人を大切にする経営学会
会長　坂本　光司

WEBセミナーをはじめました！
　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！

視聴無料 START!

当所ホームページバナーを
クリック！

研修
人材育成

10月上旬配信予定　おすすめセミナー
Withコロナ時代の現場本質型思考力
伝達コミュニケーション

59分

一般経営 SDGsをめぐる動き 38分

人材育成 57秒の元気術
～ヤナことあったら水曜日に水に流そう～

4分

電話応対マナー《パート1》
36分1

コミュニケーション力を高める
人付き合いのコツ～15の魔法～

27分
3

テレワーク時代のスタンダード
｢Zoomミーティング」活用セミナー

22分
2

セミナー視聴ランキング

専用ページ
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お客様のビジネスをサポート

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0120-2-39391お問い合わせ

防犯・災害対策サービスインターネット接続サービス

拠点間接続サービス

データセンター・クラウドサービス

映像・動画系サービス

地元「安城」で生まれた名産品。
匠の味をお届けします。

地元「安城」で生まれた名産品。
匠の味をお届けします。

ギフトセットはこちらから！

安城ハム株式会社ネクスト株式会社ネクスト 〒446-0046 安城市赤松町梶 1番地
TEL 0566-92-5512
〒446-0046 安城市赤松町梶 1番地
TEL 0566-92-5512

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！

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

＜料 金>
内面モノクロ広告 1小間 62,400円（税抜）

5,200円（税抜）
年間掲載料：
1ヵ月単価：

裏面裏カラー広告 1小間 78,000円（税抜）
6,500円（税抜）

年間掲載料：
1ヵ月単価：

〒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

お客様の想いをカタチに伝えて  8 5 年

おかげさまで創業85周年を
迎えることが出来ました。

＜ 感 謝 ＞
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－16－ あんじょう商工会議所

安城市尾崎町堤下11-1　東伸運輸㈱バス事業部

○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
【ドライバーの運転マナーが自慢です】

幹事さんの強い味方!!

中  型 ・  小  型
40人 ・ 27人乗

0566-97-6000

安城の

貸切バス

検索四季の雫（しずく）

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

★遺言書作成と資産承継★
電話相談受付は、夜8時まで！

遺言を作って、安心して長生きを！
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

〒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

「健康で元気をつくる東祥」  ホリデイスポーツクラブ

広く開放的なジム 泳ぐだけじゃないプール

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
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	P10のコピー
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