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ガンバル事業所応援します

株式会社 ガスキット
岩月 彰 氏

安城商工会議所 新春賀詞交歓会
新しい年のスタートにあたり、当所ではグランドティアラ安城にて「新春賀詞交歓会」を開催いたします。
会員事業所の皆さまが親しくご歓談いただける良い機会となりますので、ぜひお気軽にご参加ください。

【日 時】 令和３年1月5日㈫ 11時30分〜13時00分 【参加費】 1人3,000円（税込）
【場 所】 グランドティアラ安城
【定 員】 150名
（着座にてお食事のため、事前申込が必要です。）
※詳細につきましては、今月号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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11月

金融相談(日本政策金融公庫)再開します

２日㈪
４日㈬
６日㈮

初級簿記講座
初級簿記講座
プレスリリースセミナー
雇用調整助成金労務相談
初級簿記講座
金融相談（日本政策金融公庫）
雇用調整助成金労務相談
税務相談（記帳継続指導）
新しい様式で使える! 求められる店舗演出方法を知ろう
雇用調整助成金労務相談
法律相談
雇用調整助成金労務相談
金融相談（愛知県信用保証協会）

11日㈬
12日㈭
17日㈫
18日㈬
19日㈭
25日㈬
27日㈮

表紙、P2

企画／制作

18:30〜21:00
18:30〜21:00
14:00〜16:30
13:00〜17:00
18:30〜21:00
10:00〜12:00
13:00〜17:00
13:00〜16:00
13:30〜16:30
13:00〜17:00
13:00〜16:00
13:00〜17:00
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
＜労働保険事務代行サービス＞
当所が運営する労働保険事務組合が事業主の代わりに、労働保険料納付、従業員の雇用保険の届出等の煩雑な事務を代行する
労働保険事務代行サービスがございますのでぜひご利用ください。

委託の条件: ①安城商工会議所の会員

②常時使用する労働者が以下の企業

a.金融・保険・不動産・小売…50名以下

b.卸売業・サービス業…100名以下

c.その他の事業…300名以下

上記2点に該当する事業主が対象になります。
代 行 内 容: ①労働保険の申告及び納付に関する事務

②保険関係成立届、雇用保険の事業設置届の提出等に関する事務

③雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
④その他、労働保険の適用徴収にかかる申請、届出、報告等に関する事務
委託手数料: 6,050円(税込)〜 ※従業員数・特別加入者様の数により異なりますので、お申込される前に労働保険事務
組合にご確認ください。
あんじょう商工会議所

− ３−

おしらせ

商工会議所からの

「飲食店券」
「商店券」を使ってお得な
キャンペーン 第1回抽選会実施
安城プレミアムお買物券の利用開始にあわせて
当所が主催している、｢飲食店券｣｢商店券｣を使っ
てお得なキャンペーンの第1回抽選会を実施し、
総勢405名の当選が決まりました。当選者の発表は
発送をもってかえさせていただきます。なお、第
２回の応募締切は令和２年12月15日㈫です。

日本商工会議所表彰
令和２年９月17日㈭に第131回日本商工会議所会
員総会が開催され、２名の方が役議員永年表彰を
受賞されました。
●東伸運輸株式会社
●株式会社ホソイメガネ

片桐 弘 氏
細井 英治 氏

店舗演出セミナー 新しい生活様式で使える！
求められる店舗演出方法を知ろう
｢新しい生活様式」における店舗運営策を知り、
消費税増税や感染症に左右されない「強いお店づ
くり」などを学ぶセミナーを開催しますので、ぜ
ひこの機会に受講ください。
時 令和２年11月18日㈬13時30分〜16時30分
場 安城商工会議所 ３階 研修室

内 新型コロナウイルス感染関連支援策の紹介

コロナの湯と健美効炉セット券
発売中
共済制度加入事業所ならびに当所会員事業所を
対象にコロナの湯と健美効炉セット券を優待価格
にて販売をしております。従業員の福利厚生や企
業の健康経営にぜひご活用ください。
申 令和２年11月30日㈪まで

￥ 共済制度加入事業所：800円/1枚（税込）

当所会員事業所
：900円/1枚（税込）
※1事業所20枚まで

地域商談会（三河・知多会場）
受注企業募集
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。発注企業と直接商談できるこの機会を、ぜひ
ご活用ください！
時 令和３年２月25日㈭13時00分〜17時15分

場 刈谷市産業振興センター「あいおいホール」
￥ 無料

定 150社

申 令和２年11月20日㈮〜令和２年12月18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。

− ４−

あんじょう商工会議所

お客様に安心して来店いただくためのお店作り
・｢新しい生活様式｣の中で店舗に用意すべきもの
・店舗演出ツール（POP、チラシの作成実習）
￥ 無料
定 20名

コロナ禍の確定申告について
e-Taxに必要なID・パスワードを即日発行でき
る特設コーナーが刈谷税務署内に設置されていま
す。確定申告にはインターネットから申告できる
e-Taxをご利用ください。
※ID･パスワード方式のe -Tax申告は暫定的な対応です。
お早めにマイナンバーカードの取得をお願いします。
※ID･パスワードの取得には運転免許証などの顔写真付
きの本人確認書類が必要です。

刈谷税務署 令和２年分 年末調整等
説明会・青色申告者に対する
決算説明会の開催中止について
刈谷税務署が例年実施しています年末調整等説
明会・青色申告者に対する決算説明会につきまし
ては新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止及
び参加される皆様の安全を考慮し本年は中止とな
りました。

時 とき ■
場 ところ ■
講 講師 ■
内 内容 ■
対 対象 ■
定 定員 ■
¥ 受講料・入場料 ■
申 申し込み期間 ■
問 問合せ先
■
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令和2年度

商工会議所要望事項に対する回答

先月号に引き続き、安城市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。今月号は中期的要望の「地域振興・地域活性化」に関する
回答になります。

中期的要望事項

その3

「地域振興」「地域活性化」

JR安城駅周辺の混雑解消と一体的整備

新安城駅周辺の一体的整備と名鉄本線の高架化

JR安城駅周辺の混雑解消、企業の社員送
迎バスの停留所確保およびJR安城駅前の
一体的整備への取組について要望
JR安城駅前につきましては、明治24年に開
業して以降、市全域を支える中心的な市街地
と考えております。現在、安城南明治土地区
画整理事業が進んでおり、駅南側との一体的
なまちづくり手法の検討が課題と考えていま
す。また、地域住民や土地建物の権利者など、
関係する多くの方々のまちづくりに対する前
向きな意識が醸成させることも必要であると
考えております。
従いまして、JR安城駅前の一体的整備につ
きましては、安城南明治土地区画事業の効果
を見定めた上で、将来的な課題と認識してお
ります。

早期に新安城駅北側の再整備の実施およ
び名鉄本線の高架化を市の将来ビジョン
として策定することを要望
新安城駅周辺につきましては、新安城駅と
なった50年余りの間、住民の生活を支える本
市北部の中心的な市街地と考えております。
現在、橋上駅舎化を発端とした駅の再整備を
視野に入れた地元主導の組織が課題等を共有
するべく勉強を重ねているところです。本勉
強会の動向を踏まえつつ、民間活力を引き出
すまちづくりの手法等を検討してまいります。
なお、名鉄本線の高架化につきましては、
現在進む駅周辺の一体的整備の検討の先にあ
る、将来的な課題として認識しております。

三河安城駅ホームの拡幅整備
通勤ラッシュ時には混雑しており、今後
も駅利用者の増加が見込まれる三河安城
駅ホームの拡幅について計画的に取組ん
でいただくよう要望

種鶏場跡地の有効活用
種鶏場跡地を安城市がリーダーシップを
とって地域の活性化に資する利用となる
よう要望
種鶏場跡地の土地活用につきましては、敷
地面積全体の約７割がJAあいち中央の所有で
あり、本市の単独所有分が約１割、その他を
碧海５市等で所有しています。そのため、JA
あいち中央と連携を密にするとともに、時期
を逸することのないよう、関係者間での協議
を進め、今後の方向性を探っていくことが必
要であると考えております。

東海税理士会
刈谷支部 安城部会

TEL 77-3636

三河安城駅は、利用者数が増加しており、
今後の開発の進捗により更なる混雑も懸念さ
れます。現時点においても平日朝の通勤ラッ
シュ時に、混雑していることは確認しており
ますが、駅の所有者でありますJR東海より、
三河安城駅の改修の予定は伺っておりません。
引き続き状況を注視してまいりたいと考えて
おりますので、ご理解くださいますようお願
いします。

『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
11月４日㈬

12月２日㈬

１月６日㈬

２月３日㈬

３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−
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安城市内景況調査結果 （2020年7月〜9月）
＜全業種において売上の減少が見られる＞

1．調 査 対 象

対象企業数

会議所役員・会員事業所

2．調査対象時期

2020年7〜9月期

105企業

前年同期比 前年同期比
（前 回） （今 回）

(1)前年同期(2019年7〜9月)と比べた今期の状況
(2)今期と比べた来期(2020年10〜12月)の先行き見通し
3．企 業 数 内 訳
製造業 小売・卸業 建設業 サービス業 その他

計

企業数

25

21

25

25

9

105

構成比

23.8%

20%

23.8%

23.8%

8.6%

100.0%

安城市内の今期の業況判断DIを詳しく見ると下記の表のとおり、△65.7ポイン
トとなった。業況判断の前回実績(△78.6)と比較すると12.9ポイントの増加であ
った。企業の業況は、前期に比べ数値は改善されているが依然として厳しい状
況が続いている。

凡例▶

30以上

10超える

10〜△10

全
製 造 業

産

△10超える

業況判断

△78.6

△65.7

△30.8

売上高

△79.0

△66.7

△30.8

売上単価

△39.6

△34.6

△23.3

資金繰り

△42.6

△28.2

△22.8

借入難度

△0.1

0.0

△5.1

△53.3

△35.0

△3.8

1.0

収益状況 △70.5
雇用人員

△4.0

△30以上

業

小売・卸業

建 設 業

サービス業

その他

前 年 同 期 対 比

業 況 判 断

△65.7

△84.0

△57.1

△72.0

△56.0

△44.4

売

高

△66.7

△80.0

△66.7

△60.0

△68.0

△44.4

売 上 単 価

△34.6

△28.0

△38.1

△44.0

△41.7

0

△28.2

△48.0

△30.0

△8.0

△33.3

△11.1

借 入 難 度

0

△12.0

5.0

4.0

4.8

0

収 益 状 況

△53.3

△64.0

△52.4

△44.0

△60.0

△33.3

雇 用 人 員

△3.8

△8.0

10.0

△12.0

△4.0

0

業 況 判 断

△30.8

△20.0

△61.9

△29.2

△24.0

△11.1

売

高

△30.8

△20.0

△52.4

△34.8

△32.0

△11.1

売 上 単 価

△23.3

△24.0

△38.1

△37.5

△8.3

11.1

資 金 繰 り

△22.8

△12.0

△25.0

△26.1

△25.0

△33.3

借 入 難 度

△5.1

0

△15.0

△8.3

0

0

収 益 状 況

△35.0

△16.7

△61.9

△50.0

△24.0

△11.1

雇 用 人 員

1.0

△8.0

5.0

△16.0

8.3

0

上

資 金
ふくろう

繰 り

来 期 の 見 通 し

上

来期の
見通し

※ＤＩとは、
「ディフュージョン・インデックス」(景気動向指数)の略で、各調査項目について「増加」(好転、やや好転)した企業割合から、
「減少」(やや悪
化、悪化)した企業割合を差し引いた値である。例えば、売上で「増加」２５％、
「不変」６０％、
「減少」１５％の場合のＤＩは、２５−１５＝１０となる。

今後も、四半期ごとに景況調査を実施いたしますので、ご協力の程よろしくお願いたします。
なお、詳しい指標は、当所ホームページの「景況調査」のページをご覧下さい。

− ６−

あんじょう商工会議所

活動報告ダイジェスト
版
安城市執行部との意見交換会

碧海経済サミット

安城市執行部との意見交換会を令和２年10月５日㈪
に当所にて開催しました。
当日は安城市長をはじめ安城市役所執行部の方々に
ご出席いただき、市長より市政の取組みについてご説
明いただいた後、当所より提出した要望事項に対する
回答をいただきました。
当所の正副会頭、筆頭常議員、各部会長ならびに委
員長との積極的な意見交換を通じて、市の産業振興に
ついて情報を共有しました。

当所および碧海4市の商工会議所、商工会と愛知県
知事大村秀章氏が意見交換する｢碧海経済サミット｣を
令和2年10月1日㈭に衣浦グランドホテルにて開催しま
した。
当所からはコロナ禍における中小企業の雇用継続に
対する支援や三河安城駅南側の市街化区拡大に伴う支
援など当地域に対する支援を要望しました。
大村知事からは愛知県の新型コロナウイルスの発生
状況や経済対策への取組みなど情報交換を行いました。

常議員会
当所正副会頭・筆頭常議員・常議員・監事32名の出席を得て、令和2年10月22日㈭に常議員会を開催しました。
当日は当所会員として在籍50年目の株式会社亀山製作所様、株式会社丸三金属様の永年会員表彰式そして日本
商工会議所より役議員永年表彰された株式会社ホソイメガネ細井英治氏への表彰伝達が行われました。
また、常議員会の議題である第１号議案「令和２年度従業員表彰被表彰者143名」および第２号議案「令和２年
6月から9月にご入会いただいた新入会員65事業所」の承認がされました。
＜在籍50年永年会員 3事業所＞
●株式会社神谷製作所
●株式会社亀山製作所

●株式会社丸三金属

“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
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ガンバル事業所、応援します!!
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移転して新店舗でさらに身近になりました！
来年創業75年を迎える㈲近藤仏壇店が、９月２日から移転
し新店舗にてリニューアルをしました。
近藤仏壇店では、長年にわたる荘厳な仏壇づくりで伝統的
工芸品三河仏壇において、何度も試行錯誤し世界に1つしかな
い特別な仏壇を制作販売してきました。
新店舗は移転前の店舗より狭くはなったものの、箱型で小
型のものから最高級大型品まで、たくさんの仏壇の展示販売
や線香、ローソク、念珠など様々な宗派の仏具各種も取り揃え
ております。そして、リビングに仏壇がある暮らしを求め現代
の住まいにマッチする小型・家具調を中心とした仏壇を数多く
取り揃えています。
また、仏壇の洗濯・移動・処分・改造・オーダーメイド等も
行っておりますので、一度新店舗に足を運んで頂き、アットホー
ムで素敵な店内を体感ください。

有限会社 近藤仏壇店
桜井町西町上52-4 TEL／99-4327
営業時間／9時00分〜18時00分 定休日／火・水

出来立て和菓子カフェオープン！
創業56年の和菓子屋二代目が経営する飲食店が11月14日に
オープン。代表の梅村さんは、これからの和菓子の在り方は変
化に対応しなければ持続が困難であると思い、目の前で出来
上がる ほかほか の和菓子とお茶をお客さんに楽しんでもら
える同店を今月から開始しました。
メニューは、口の中でお米がほぐれる美味しさの「おはぎと
お茶のセット 1,000円 」写真 、焼き立ての皮に伝統の餡から
チーズやラムレーズン餡も選べる「どら焼きとお茶のセット
1,000円 」、四季の旬を使用した和菓子の技法に洋菓子の経
験を生かしたホテルデザートの様な「エクストラパフェ 1,400
円〜 ｣など。くつろげる店内でご提供の他にテイクアウトがで
きる商品もご用意されています。
和菓子は置き売りという常識から、出来立て焼き立てが食
べられるという新しい体験により、
「行ってみたい」から「もう
一度行きたい」とお客さんに感じてもらえるお店づくりをこれ
から目指していきます。

うめとら茶房
岡崎市昭和町字川田15-1 TEL／070-2629-1122
URL https://umetora.jp/

期間限定！ANJO-DON（安城丼）コンテスト受賞メニュー販売！
安城市役所食堂｢バランス食堂IKOTTO(いこっと)｣を運営
する株式会社勤労食では、ANJO-DON(安城丼)コンテスト
において受賞されたどんぶり５品を令和２年11月13日から５週
間にわたり１種類ずつ毎週金曜日に60食限定販売します。
ANJO-DON(安城丼)コンテストとは安城市農畜産物特産
協議会が主催し、市の特産品を使用したPR丼を名古屋文理大
学フードビジネス学科生徒が考案し、78点の中から、｢見た目｣
｢味｣｢安城らしさ｣などで選考され、グランプリには隠し味に安
城の｢イチジクジャム｣や市特産品を使った色鮮やかで食欲が
そそるに｢３種でボロネーゼ丼｣に決定しました。
販売は令和２年11月13日㈮に｢３種でボロネーゼ丼｣を皮切り
に11月20日㈮に準グランプリ「梨ソースの安城ポーク丼」など
12月11日㈮まで毎週金曜日に販売されます。
この機会に安城市の特産を使った期間限定のどんぶりを｢バ
ランス食堂IKOTTO(いこっと)｣でご賞味ください。
− ８−

あんじょう商工会議所

株式会社勤労食「バランス食堂IKOTTO(いこっと)｣
安城市役所内(平日11時00分〜14時00分）
URL https://www.ikotto.jp/

新店舗に移転、駅近くで来店しやすくなりました！
豆腐をはじめとする大豆加工品のパン、ドーナツ、スイーツ

の製造販売を手掛ける㈱おとうふ工房いしかわ安城店が、こ
の度横山町から花ノ木町（アンフォーレ南東向い）に店舗を移
転しました。

新店舗では前店舗と変わらず自社工場で生産した豆腐、総

菜、お弁当、大豆製品とドーナツ、プリン等のスイーツを豊富
な品揃えで販売しています。

また、新店舗はJR安城駅から南へ徒歩10分程度で、アン

フォーレが近くにあり場所も分かりやすく来店しやすくなりま
した。駐車場も10台保有し、自動車での来店も前店舗同様に
可能です。

新しくなったおとうふ工房いしかわ安城店にぜひお越しくだ

さい。

㈱おとうふ工房いしかわ安城店(とうふや豆蔵安城店）
花ノ木町8-24（アンフォーレ南東向い） TEL／91-3123
URL http://www.otoufu.co.jp/

初めてのオンラインマルシェ、開催します！
パステル手形アートの販売やイベント企画を行うパステルの
森は、同社代表が経営するsmileyとともに、11月16日㈪に第5
回となるママと子どもイベント「love mama フェスタ2020」を
アンフォーレ願いごと広場にて開催し、そこでは、同社として
初のオンラインマルシェに挑戦します。
オンラインマルシェでは、インスタライブを活用し、生配信
にて会場と中継を結び、出展する40ブースをsmileyマスコット
キャラクター「にっこちゃん」が巡り、各ショップを紹介。紹介
した商品は、インスタライブ中や、それぞれのネットショップ等
から購入ができます。各イベントの様子も生中継するため、開
催中は自宅に居ながらイベントを楽しむことができます。
新型コロナウイルスの影響で疲れているママさんに笑顔を
届けたいとの想いで開催しますので、オンライン参加いただけ
る方は、右記よりインスタをフォローください。また、本イベン
トへの出展に興味のある企業様は、ぜひメールにてご連絡く
ださい。

smiley.anjo

パステルの森（smiley）
池浦町池東9-5 Eメール／smiley2525mama@gmail.com
URL https://smileymama.jimdofree.com/

新サービス「ドローン配送」実現化に向けて実証実験を実施！
ハーブやエッセンシャルオイルの製造販売をする㈱ランドは、
観光振興を図るため、
ドローンを活用した配送サービスを取り
入れる計画を進めている。内容は、宿泊施設を利用する観光客
から注文された商品を、生産工場から注文のあった宿泊施設ま
でドローンで直送するという目新しい配送サービスである。更
に、商品を配送するだけではなく、
ドローンの空撮映像をリアル
タイムで商品発着地に送ることで、奥三河の魅力をＰＲする狙
いがある。9月28日には、サービスの実現化に向け、新城市に
ある工場
「奥三河蒸留所」
で製造した商品を近隣の宿泊施設に
ドローンで配送する実証実験を中京テレビ協力のもと実施し
た。約1.7㎞の区間を板敷川に沿って飛行し、無事に配送を成功
させ、次のステップに向けてポジティブな結果を得ることがで
きた。
「奥三河を訪れる観光客にとって、旅の楽しみの一つとし
て感じてもらいたい」
と意気込む阿部社長。新しいサービスを
提供できるよう積極的にチャレンジする㈱ランドからこれから
も目が離せない。

株式会社ランド
箕輪町唐生128-1 TEL／76-1556
URL https://land-world.jp
あんじょう商工会議所
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会員事業 所 訪 問
ホームページにも掲載中

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

BUNT COFFEE（バントコーヒー）
自家焙煎コーヒーでゆったりとしたひとときを
今回は、福釜町にある「BUNT COFFEE」をご紹介します。同店は「自家焙煎コーヒー

をすっきり美味しく飲みやすく」をコンセプトに、自家焙煎コーヒーと軽食を提供する

喫茶店です。

お店の一番人気は世界でコーヒー豆生産が有名な国（アフリカ、中南米）のコーヒー

豆にこだわり、自家焙煎した６種類のストレートコーヒーと３種類のブレンドコー

ヒーを、苦味や雑味を取り除きコーヒーが好きな方、またちょっと苦手…という方も

すっきり、飲みやすさを楽しんでいただけます。

また、コーヒーのお供に欠かせないスイーツ、ホットドッグやハムサンドといった軽食もあります。特にスイーツは手

作りで「どのコーヒーに合うのか？」をお客様にお勧めしながら提供し、
好評です。
美味しいコーヒーを楽しめる「BUNT COFFEE」をぜひご利用ください。

定 休 日
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安城西
中学校西
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福釜町釜ヶ渕2-1
89-1929
日〜木
7:30〜17:00
金・土・祝 7:00〜19:00
毎週月曜日
https://bunt-coffee.com/
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行政書士 杉浦武雄事務所
安城の地元に根付いた「行政と暮らしの110番」
今回ご紹介するのは城南町に事務所をかまえ39年目の行政書士杉浦武雄事務所です。

同所は、地元安城に根付いた「行政と暮らしの110番」を目指し、行政書士業務のほか、賃

貸不動産経営管理士、宅建取引士、不動産診断士、相続鑑定士業務などさまざまなお悩

みの相談窓口を行っております。同所のモットーは「相談は早ければ早いほど被害を抑

えることができる」。相談者とは直接お会いして話し合うことを大切にしており、相談

者に寄り添い、そして互いの信頼関係を築くことが重要としています。また、
「住んでよ

かったと思える安城市」
「住む喜びを感じる安城市」のために杉浦氏は、安城市各審議会や安城知立駐車場防犯協議会など

数多くの団体活動を通じ地域貢献・国際交流に取り組まれて、安城市の健全な発展を願い活動されています。

なにかお困りごとがあれば親身になって相談にのってもらえる行政書士杉浦武雄事務所にご相談にしてみてはいかが

でしょうか。

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？

BUNT COFFEE

安城商工会議所
事業所訪問先
募集中

Coupon
TEL 89-1929

ケーキセット
50円引き
◯有効期限：2020年12月
最終営業日まで

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

安城南中学校

昭林公園

（神谷）

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

線
幹
新
道
海
東

城南町2丁目13-9
75-6011
75-0101
9:00〜21:00（休日・夜間 要予約）
http://sugiura-takeo.com/
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女性会だより

三河サミット
取材の様子！

2020.11 霜月

第52回 全国商工会議所女性会連合会倉敷総会

令和2年10月23日㈮

リモートにて開催されました。

デンンパーク
間杉手延製麺所
丈山苑などへ

ちょっといいお話

取材に行きました。

昨 年 度 開 催 い たし まし た 婚 活 パ ー

会員さんの
つぶやき

が婚約され、12月にお披露目会が取り
私は、あるボランティア団

体に所属をしています。結成されて20
年が過ぎ、会員の高齢化、コロナ禍と
いうこともあり、様々な事業への出席
率は減っています。本年度は、会のお
手伝いをさせていただいております
が、先日の会議では、会員さんに出席

ティー参加者でカップルになられた方
行われるそうです。更に、もう一組、継
続してお付き合いされているとのこと
です。このコロナ禍で暗いニュースばか
りの中で明るい報告をお聞きし、とて
も嬉しく思います。お二人の末永い健
康とご多幸をお祈りいたします。本当に
おめでとうございます。

手伝いの立場を終えた後も、自分にで
きることは可能な限り協力できる人で
ありたいと切に思いました。

安城商工会議所

無料

プレスリリースサービス！
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。
■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
お申込みはこちら▶
プレスリリースセミナー開催 令和２年12月６日㈮
詳細は当所HPをご覧ください。
− 12−

あんじょう商工会議所

柳

でき、大変嬉しく思いました。今後、お

川

出していただき、生の声を聴くことが

弾む声
ようやくもどる
登下校

ひとりが大切」なのですね。ご意見を

行く友の
勇気讃える
GOTOを

更ですが、どんなことをするにも「一人

孫生まれ
医療現場に
かんしゃする

く思えたことはありませんでした。今

女性会会員

をいただいたことが、こんなにも嬉し

手作りマスクの収益
金42,100円を寄付致
しました。

お知らせ
●手話とクリスマス
リース作り
【日時】
12月8日㈫
10:00〜12:00
【場所】昭林公民館
【参加費】2,000円
【先着】20名

〜安城警察署からのお知らせ〜

広げよう支援の輪

11月25日から12月１日は「犯罪被害者週間」です。犯罪
による被害は、犯罪そのものによって心や身体が傷つく
だけでなく、被害者やその家族はその後の生活の中でも、
さまざまな困難に直面します。被害者が少しでも早く立
ち直り平穏な生活を過ごせるように社会全体で支えてい
きましょう。
＜犯罪被害相談窓口＞
●ハートフルライン（犯罪被害者のためのこころの悩み相談）
TEL：052-954-8897 平日の午前９時〜午後17時まで
●性犯罪被害110番（性犯罪被害相談）
TEL：0120-67-7830 24時間
●ふれあいコール（列車内の痴漢被害相談）
TEL：052-561-0184 24時間
●被害者少年相談電話（犯罪やいじめの被害に関する相談）
TEL：0120-78-6770 平日の午前９時〜午後17時まで
●ストーカー110番（ストーカー被害に関する相談）
TEL：052-961-0888 24時間
●㈳被害者サポートセンターあいち（犯罪被害等に関する相談）
TEL：052-232-7830 平日の午前10時〜午後16時まで

「歌って 笑って 元気フェスタ」の歌
私は昨年度(2019)と今年度(2020)「安城元気フェスタ」特別委員長をさせていただい
ております大見礼恵と申します。
さて、誠に残念ながら12月6日㈰に予定をしておりました元気フェスタは、新型コロナ
ウイルスの感染拡大防止を鑑み、今年度は中止とさせていただくことになりました。
青年部・女性会は日頃より、子どもたちに元気で笑顔になってもらい思い出づくりが
出来るようこのフェスを通じてたくさんの交流や輪ができる企画を毎年させていただ
いております。
昨年は新しい試みとして音楽の側面からアプローチした「歌って 笑って 元気フェス
タ」という歌を作り、参加した小中学生と共に大合唱をして子どもたちの元気な笑顔を
見ることができました。この歌へ込めた「あきらめないで、一歩ずつ前へ進む勇気！みん

元気フェスタ特別委員長
大見 礼恵

なの笑顔で元気に！」という想いと同様今年度もこのコロナ禍ではありますが青年部・

YouTube動画
はこちら↓

女性会メンバーは、今できることをやろう！今だからこそ笑顔と元気が届くようにという
気持ちで楽しんでいただける企画を来年に向けて少しずつ進めております。
まずはYouTube動画にて「歌って 笑って 元気フェスタ」の歌を配信しております。ス
マートフォンから、本誌記載の歌詞と併せてぜひご覧いただけたら幸いです。
そして、子どもたちが少しでも元気で笑っていられるように願っております。

元気フェスタ
作詞・作曲

笑って

﹁歌って

出かけよう扉あけて

﹂
おーちゃん

転んだって落ちこんだって

朝の光あびてすすんでく

いつもの靴をはいて

友達も景色も

悔しくて泣いた帰り道

雨だって風の日だって

毎日は過ぎてく

できないとあきらめて

小さくしている

うまくいかないこと

自分の大きさを

君には僕がいる

元気

おもいきり聞かせて

ひとりじゃないよ

元気

一歩先へ

笑って

心の声を

歌って

勇気もって

知らない道を歩こう

今はそれでいいんだよ

世界の広さが怖くても

新しい靴をはいて

迷ってまわり道

つづけていたら ほら見えてくる

行き先が分からなくても

好きな事 楽しんで

信じて

気にして やめないで

きっといる

人とちがうことを
トーク

元気ノ助のメールで投句

才
レコード盤 針を降ろせば
クイーン大好き︵ 才・末広町︶
17

分かってくれる子が

とんがって突きぬけて

どこまでも行けるよ

まちがってないよ

立ち上がって

手をつないで

夢は無限だ

少しずつでいいよ

元気

元気

転んだって

前見て

元気

一歩先へ

笑って

元気

元気

元気

ゴールして

また次の一歩 踏み出そう

歌って

走って

勇気もって

打って

ボール蹴って

元気

創って

大盛りで

元気

描いて

給食

試して

学んで

元気

クリアして

笑って

ゲームして

歌って

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

56

!!!

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
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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

11月上旬配信予定
一般経営
人材育成
健康

おすすめセミナー

パート３ コロナ危機を乗り越えるための
マネジメント〜ドラッカーに学ぶ〜
超入門！元刑事が教える
面接で役立つネット情報の集め方
免疫を整え、潜在能力を
引き出す 睡眠パワーに迫る

21分
25分
34分

1

2

3

「Zoomミーティング」活用セミナー
22分

パート1 コロナ危機を乗り越えるための
マネジメント〜ドラッカーに学ぶ〜
28分

電話応対マナーパート1
36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

「オンラインによる会議や営業の断り方」
オンラインによる会議や営業がずいぶん普及しましたが、まだまだちゅうちょする方も少なくありません。理由として
は、自分の顔をパソコン画面に出すのが嫌、音声がよく聞き取れなくてストレスを感じる、服装や身だしなみに気を使う
のが嫌(上半身と背景の設定さえ気を付ければよいので、対面よりは楽なはずなのですが…)、操作がよく分からず不安、
接続が面倒など、さまざまです。また、移動時間が無くなったために、｢逃げ場が無くなった｣と冗談交じりに嘆く営業担
当者の声も耳にします。
オンライン会議や営業に使用するビデオ通話アプリは、報道されている通り、セキュリティー面における脆弱(ぜいじゃ
く)性が懸念されます。新型コロナウイルスの感染拡大が世界中に広がったことにより、仕事でビデオ通話アプリを使用
するビジネスパーソンは日本のみならず、海外にも急増している分、いわゆるハッキングを行う悪徳業者なども増えてい
るのです。大切な会議内容や内部資料などが、ハッキングにより外部に漏れたら、会社にとって大きな損害になります。
そのため、ビデオ通話アプリの使用を禁止している企業さえあります。
以上のような理由により、オンラインによる会議や営業をお断りせざるを得ない場面も出てくるのですが、普及した世
の中にあっては、なかなか断りづらいこともあります。
断る際に、｢物理的に難しい状況です｣というフレーズを用いる方がいらっしゃいます。｢物理的に｣という言葉は、「能
力的に、時間的に、状況的に」といったリソース不足を表現できる言葉なので、決して｢オンライン自体が嫌で断ってい
る」という印象にはなりません。ですが、｢お断り｣の意味合いがやや強過ぎるので、｢融通が利かない｣｢もっと協力してほ
しい｣などと先方を不快にする可能性があります。目上の人や取引先には、使わない方がよいでしょう。
おすすめは、｢その代わりと言っては何ですが、文章におまとめしてお送りしてもよろしいでしょうか｣です。文面とし
て残せば、後々｢言った、言わない｣の問題にもなりませんし、先方の理解度も上がります。このとき、例えば｢本日中は難
しいのですが、明朝一番で取り掛かり、正午までには仕上げるようにいたします｣など、期限を決めて約束をすれば、前向
きに協力した姿勢から、先方に誠実な印象を与えられるでしょう。
それでも、しつこくオンラインでの会議や営業を迫られる場合には、かたくなに固辞するより、｢それでは、音声のみで
参加させていただいてもよろしいでしょうか｣とある程度妥協して歩み寄る努力をした方が、波風を立てずに済みます。
数年後にはこうした状況も変化するのでしょうが、過渡期だからこそ個々の思惑から戸惑うことの多いオンライン。こ
ちらが参加を促す立場の場合、嫌がる相手に対し無理強いをせず、お互いの妥協点を見いだすためには｢どのような方法
であれば無理なく参加できるのか｣という前向きな話し合いが必要になってきます。
人財育成トレーナー
美月 あきこ
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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︶

11

第
号

807

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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あんじょう商工会議所

