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今月の会員事業所訪問
株式会社藤田左官
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年末調整個別相談会
金融相談(日本政策金融公庫)
雇用調整助成金労務相談
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雇用調整助成金労務相談
店舗演出・空間の作り方セミナー
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雇用調整助成金労務相談
DXによる業務効率化セミナー
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アイデアバルブ株式会社

安城商工会議所事業のご紹介
＜税務個別相談会＞
当所では個人事業主の方を対象とした源泉徴収、年末調整、確定申告の個別の相談会を開催いたします。今年度は新型コロナ
ウイルス感染症の影響ですべての相談会が完全予約制となりますのでご注意ください。
対象事業所

相談内容

開催日時

年末調整個別相談会

従業員、専従者等に給与 1月から12月までに生じる源泉所得税の計算方法
を支払っている事業所
や所得控除について

青色決算申告(確定申告)
個別相談会

個人事業主

消費税確定申告個別相談会 個人事業主
源泉徴収個別相談会

令和3年1月12日㈫
13日㈬

決算書、確定申告書の点検や記載方法、計算方法

令和3年2月22日㈪
24日㈬〜26日㈮

決算書、消費税申告書の点検や記載方法、計算方法

令和3年3月17日㈬

従業員、専従者等に給与
1月から6月までに生じる源泉所得税の計算方法
を支払っている事業所

7月上旬予定

あんじょう商工会議所

− ３−

新年のごあいさつ

安城商工会議所 会頭 沓 名 俊 裕

明けましておめでとうございます。令和3年の新春を迎え、
謹んで新年のお慶びを申し上げます。
会員の皆様におかれましては、日頃より安城商工会議所の運営と事業活動にご理解・ご協力を賜り
厚くお礼申し上げます。
昨年を振り返りますと、新型コロナウイルス感染拡大は日本のみならず世界各国に流行し、未曽有
の危機に直面しており、収まる気配が見えない厳しい状況が続いております。
休業や外出自粛要請、インバウンドの激減により深刻な打撃を受けた中小・小規模事業者などは、
非常に厳しい状況におかれ、正常化に至るまでにはかなりの長期戦を覚悟しなければなりません。そ
のような中で経済活動も段階的に再開された今、新たな感染拡大防止と社会活動の両立を図りなが
ら、地域経済再生に向けて果敢に挑戦していく事が重要ではないかと思われます。
こうした状況の中、当所では令和２年4月にいち早く「新型コロナ対策経営支援室」を設置し、国、県、市の各種支援策の周知
や金融支援、補助金申請など会員企業の経営サポートに全力で取り組んでまいりました。併せて、安城市からの業務委託を受け
た「プレミアムお買物券」事業では多くの市民から購入いただき地域経済活性化の一助となっています。又、セミナー・企業説明
会などは、従来の対面形式からオンライン形式に変えて実施しております。
本年は、これまでの経済活動の概念が根底から覆され、今後の経済活動がどう変化するか不透明な状況にありますが、
「管内
商工業の発展」と「事業所の活力強化」に資するべく、会員事業所の皆様方と共に考え、そして共に歩みを進めてまいります。
地域内の経済循環を図ることが経済発展につながります。役職員一同最大限の危機感をもって「経済の発展なくして地域の
発展なし」を合言葉に、地域と企業を元気にする頼りになる経済団体として、地域経済の持続的な発展並びに地方創生に向け
て尽力してまいる所存であります。
令和3年の干支は丑です。丑は十二支の二番目で子年に蒔いた種が芽を出して成長する時期とされており、丑年には、先を急
がず目前のことを着実に進めることが将来の成功につながっていくといわれています。会員の皆様には引き続き、本所の活動に
一層のご理解とご支援をお願い申し上げ、この新しい年がよりよき年になりますよう心より祈念いたしまして年頭の挨拶とさせ
ていただきます。

新年のごあいさつ

安城市長 神 谷

学

安城商工会議所会員の皆様、明けましておめでとうございます。
皆様におかれましては、日ごろから市政に対し温かいご支援ご理解を賜り、厚くお礼申し上げます。
令和に入り二度目の新春を迎えましたが、新型コロナウイルス感染症は、未だ衰えることなく世界中
で猛威を奮っており、国内においても依然、予断を許さない状況が続いています。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による世界規模の大幅な景気の落ち込みにより、今後の先行
きは、急激に不確実性を増しています。そのような中で、貴会議所におかれましては、地域における総合
経済団体として、経営、起業、金融などの相談事業、講演会や講習会の開催、雇用対策など多岐にわた
り、安城市の経済発展にご尽力いただいており、あらためて厚くお礼を申し上げます。
本市としましても、市民の皆様の安心感を得られるよう、感染症予防対策、雇用対策及び経済支援の
ための施策を精力的に進めています。コロナ禍における経済対策としましては、
「信用保証料補助事業
の拡充」や「休業要請協力金交付事業」、
「中小企業者等緊急支援事業」を行うほか、消費の喚起及び景気の底上げを図るため「安
城プレミアムお買物券」を発行しております。
また、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います。
本市では、第８次総合計画において、目指す都市像に「幸せつながる健幸都市 安城」を掲げております。令和２年度から令和５
年度までの後期計画では、持続可能な開発目標「ＳＤＧｓ」の視点を取り入れており、その中で、貴会議所からご要望をいただいて
いる既存企業の流出抑制のための工業用地の確保策についての検討や、ＪＲ三河安城駅南地区における新たな住居空間の創出の
促進のほか、全国レベルの大会によるスポーツを通じた地域活力の向上など様々な施策を行うことにより、本市の産業、まち、暮ら
す人々、全ての元気を引き出し、さらなる健幸（ケンサチ）の推進を図ってまいります。引き続き、感染症対策を重点課題としながら
も、市民一人ひとりが生活の豊かさとともに幸せを実感できる社会の実現に、全力で取り組んでまいります。
最後になりますが、更なる魅力的なまちづくりの推進と今後の地域社会の発展にお力添えを賜りますようお願い申し上げますと
ともに、貴会議所の一層のご発展と会員の皆様のご健勝とご多幸を心からお祈り申し上げます。

− ４−

あんじょう商工会議所

令和3年(2021年) 三村会頭年頭所感
日本商工会議所 会頭 三村明夫
明けましておめでとうございます。
2021年の新春を迎え、謹んでお慶び申しあげます。
さて、昨年１月にわが国で初めての新型コロナウイルス感染者が報告されてから、早くも1年が経とう
としています。コロナ禍にあっても、今なお必死に経営努力を続けておられる皆さまに深く敬意を表す
るとともに、われわれ全国515の商工会議所は、今年も一丸となって事業者の皆さまと地域経済の発展
のために力を尽くしてまいります。
さて、わが国経済全体は、緊急事態宣言が発令された昨年4−6月期のGDPがリーマンショック時
を超える戦後最大の落ち込みを記録した後、7−9月期には持ち直しの動きへと転じました。しかし、秋
以降に再び感染が拡大する中、その後の回復に向けた足取りは依然として重いままです。
一方、コロナ禍を通じて、政府・民間を含めた国全体としてのデジタル化の遅れ、過度な大都市集中のリスクと適切な地方分散化
の必要性、危機下における医療提供体制のあり方、中央と地方の権限分担のあり方など、日本の多くの課題が浮き彫りとなりまし
た。また何よりも「強く豊かな国でなければ国民を守れない」ということに皆が気付いたのではないでしょうか。激甚化する自然災
害、新たなパンデミック、地政学上の混乱等は今後も起こり得るものであり、わが国がそのような不確実性の中を生き抜いていくた
めには、不確実性を吸収できるバッファとしての「戦略的ゆとり」が不可欠であります。
昨年の菅政権発足以降、私は政府に対してこの「戦略的ゆとり」を持つ必要性、またそのためにも経済成長が欠かせないもので
あることを訴えてきました。経済成長は労働投入×資本投入×全要素生産性で定義されます。これまでの深刻な人手不足の中で、
女性や高齢者など労働参加が大いに進みました。しかしさらなる労働参加率の向上には限界があり、将来不安により消費が伸び悩
む中では国内での新たな設備投資による資本蓄積も多くは望めません。従って、わが国の経済成長のためには、残る「生産性の向
上」が必須なのです。
一国の生産性は「一人当たりGDP」で表されますが、日本は2018年時点で世界第31位に甘んじています。
「一人当たりGDP」は国
民一人当たりの豊かさだけでなく、効率的に働き得られた余暇を人との繋がりに充てることで、幸福度を向上させる指標にもなる
ことから、私はこれを日本の新たな国家目標に据え、その引き上げのために皆で知恵を絞り、汗をかくべきだと考えます。
日本全体の生産性向上のために、商工会議所は、以下の３点に取り組んでまいります。第一は、コロナ禍への対応支援です。環境
変化に対して、柔軟に素早く対応できることが中小企業経営者の強みであり、コロナを契機として新製品やサービス開発、業態転
換、EC等も活用した国内外への販路開拓などに積極果敢に挑戦する経営者を、しっかりと後押ししてまいりたいと思います。
第二は、デジタル化を通じた生産性向上です。コロナ禍で初めてテレワークを体験し、デジタル技術の有用性に気付いた経営者
も多いと思います。また、国や地方公共団体が今後デジタル化を進める中で、民間企業側もそれに対応していく必要があります。ま
ずは身の丈に合った、低コストで利用可能なIT導入から始め、徐々にステップアップするなど、IT導入補助金等の支援策もフル活用
し、中小企業のデジタル化を推進してまいります。
第三は、取引適正化です。大企業と中小企業が強固に結び付いた日本経済の強さは、大中小の石が組み合わさって風雪に耐える
「石垣」に例えられてきました。しかし、その石垣も修復、再構築する時期に来ています。サプライチェーン全体のデジタル化により
効率性を高め、コストアップや付加価値をフェアに分け合い取引価格の適正化を図る「大企業と中小企業の新たな共存共栄関係」
の構築が必要です。商工会議所は、この趣旨に賛同した企業による「パートナーシップ構築宣言」の宣言企業が1,000社を超えるよ
う、積極的に後押ししてまいります。
加えて、本年いよいよ開催が見込まれる東京オリンピック・パラリンピックを、復興五輪であると同時に、感染拡大防止と社会経
済活動を両立させる具体的なプロジェクトとして位置付け、国民運動を盛り上げていきたいと考えております。
最後に、近代日本資本主義の父であり、東京商工会議所初代会頭の渋沢栄一翁は、関東大震災の混乱の渦中にあっても「逆境の
ときこそ、力を尽くす」自らの信念によって、晩年にあってなお、わが国を立て直すべく精力的に奔走されました。渋沢翁の意志を受
け継ぎ、今年も日本商工会議所は全国のネットワークを最大限活用し、中小企業と地域の発展、日本経済の再生に向けて、先頭に
立って頑張ってまいります。皆さまの多大なるご支援、ご協力をお願いし、私の年頭あいさつとさせていただきます。

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
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−

おしらせ

商工会議所からの

第１回安城まちゼミ

年末調整個別相談会
個人事業主を対象に令和２年分源泉所得税に
係る個別相談会(年末調整)を開催いたしますの
で、ぜひご利用ください。

時 令和３年１月29日㈮〜令和3年２月14日㈰

※１ 当所会員限定の時間帯(事前予約制)となり
ます。午後からは、青色申告会と合同開
催になります。

※期間内に各お店やオンライン
にて開催。
申 受講されたいお店に直接
ご連絡ください。

令和３年

お店の人が講師となって、専門店ならでは
の知識や情報、コツなどを受講生(＝お客様)
に教えてくれる少人数制の講座｢得する街のゼ
ミナール(略してまちゼミ)｣を開催します。市
内の魅力的なお店を再発見する機会です。開
催講座は下記専用ホームページからご確認く
ださい。

日

時

会

場

1月12日㈫ ９時00分〜12時00分※1 安城商工会議所
1月13日㈬ 13時00分〜16時00分

3階 研修室

店舗演出・空間の作り方セミナー
安城プレミアムお買物券の
利用期限は１月末です！
安城プレミアムお買物券(飲食店券、商店券、
量販店券)の利用期限は令和３年１月31日㈰まで
となります。必ず期限内にご利用ください。ま
た使用済み券の換金期限は令和３年２月15日㈪
までとなります。
利用期限】令和３年1月31日㈰

安城商工会議所会報誌
広告掲載事業所募集！
安城商工会議所会報誌の広告掲載事業所を募集
いたします。事業所のPRにぜひご利用ください！
掲載媒体 毎月1日発行の会報「あんじょう」
発行部数 毎月2,800部
配 布 先 当所会員事業所、行政機関、主要交
通機関 など
掲 載 枠 1小間 たて4.5cm × よこ8.4cm
掲 載 料 ・裏面裏広告(カラー) １小間
年間：78,000円(税抜)
※1ヶ月単価：6,500円(税抜)
・内面広告(モノクロ) １小間
年間：62,400円(税抜)
※1ヵ月単価：5,200円(税抜)
特
典 商工会館1階のデジタルサイネージ
にも無料で広告掲出します。
− ６−

あんじょう商工会議所

小売業、飲食業を対象に感染症を防ぐための
店舗レイアウトやコロナ禍でも顧客満足を得る、
お客様が来店しやすいお店の作り方を学ぶセミ
ナーを開催いたしますのでお申込みください。
時 令和３年１月20日㈬14時30分〜16時00分
場 安城商工会議所

３階 研修室
内 ①新しい生活様式を意識した店舗の対策
②集客を考えたときに必要なポイント
③店舗を演出する３つのポイント
￥ 当所会員事業所：無料
非会員事業所：１名3,300円（税込）

中小企業のためのイチから始める
DXによる業務効率化セミナー
事業主や経営層を対象にDX(デジタルトラン
スフォーメーション)とは何か、また導入による
メリットや経費削減、業務効率化などを学べる
機会ですので、この機会にお申込みください。
時 令和３年１月27日㈬

14時00分〜16時00分

場 ZOOMによるオンラインまた当所研修室
内 ①感染症に対する政府支援施策

②新しい生活様式への対応する業務効率化
③DX(デジタルトランスフォーメーション)とは
④導入メリット、経費削減、業務効率化
⑤2025年の崖問題 など
￥ 無料

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
■

ガンバル事業所、応援します!!
宅配ボックス
「TOUROU（灯籠）」を開発！

自動車関連の板金加工を手掛ける㈲シンケンと自動車
部品を中心に幅広いデザインを手掛ける㈲D-WEBERは
タッグを組み、コラボ 商品「宅配ボックスTOUROU（灯
籠）」を開発しました。斬新なデザインが魅力的な同商品は、
１辺約50㎝の四角すい５つを積み重ねたような形のスチー
ル製宅配ボックスとなり、荷物を守り玄関を彩る両社の強
みを生かしたオブジェとなります。
高い技術力とデザイン力をPRできる商品として現在は販
売に向けて調整を進めています。

有限会社シンケン

有限会社D-WEBER

コロナ禍でも家庭内で楽しいひと時を
過ごせるレンタルサービスを開始！

企業PR動画やイベント動画等の撮影や編集を手掛ける
株式会社ビデオハウスでは、一般家庭向け「プロジェクター
＆スクリーンレンタル」を開始しました。一般家庭を対象に
100インチの自立式スクリーンとプロジェクターを２泊３日
￥5,000（税込）にてレンタルできる商品となります。コロナ
禍で外出しにくい状況のなか、家庭内で楽しいひと時を過
ごして欲しい想いから、同社で初の一般家庭向けのレンタ
ルを開始しました。映画やスポーツ、ライブ配信鑑賞、ゲー
ムなど楽しみ方は色々。ご利用の詳細はHPをご覧ください。

株式会社ビデオハウス

横山町下毛賀知146-1
TEL／78-0392

赤松町北新屋敷72 TEL／75-0008
URL https://videohouse-rental.com/

完全個室で新型コロナウイルス対策
お客様が安心できる美容院に変身！

新たな事業
「おうちレンタル」始めました！

東端町南用地64
TEL／92-3133

篠目町にあるScisco hair designは、新型コロナウイル
ス感染症に対応した新しい美容院の在り方を模索し、店舗
内に完全個室2部屋を完備しました。
ほかの来店客との接点が極端に少なくなり、空気清浄機
やアルコール消毒などの既存対策と併せることで、今まで
以上に感染症対策の整った店舗となりました。
また個室にしたことで車いすや足の不自由な方にも使い
やすい店 舗になったとか 。プライベートサロンとなった
Sciscoで安心と癒しを体験してみてはいかが。

Scisco hair design

安城市篠目町井山 220-1 TEL ／ 77-1439
URL https://www.scisco.jp/

特集
2

セミナー講師を行う「はぐくみサポートゆめたまご」は、新
事業として庭付き民家を自由に使えるレンタルスペース「お
うちレンタルゆめたまご」を11月中旬にオープンしました。コ
ロナの影響でセミナー会場が無くなり困っている講師業の
仲間たちに場所を提供したい、親子が気兼ねなく遊べる場
所を提供したい、との想いから今回の事業に至りました。家
族の食事会や法事、ママ友会、イベント開催、セミナーや稽
古会場、撮影スタジオなど、用途に合わせ使い方は無限大。
ご利用はＨＰで詳細をご覧ください。

はぐくみサポートゆめたまご

東栄町 2-4-17 TEL ／ 050-5317-5377
URL https://www.yume-tamago.jp/room/
あんじょう商工会議所

− ７−

活動報告ダイジェスト
版
｢思いやり運転PRのぼり旗」完成報告会
平成29年4月より連携活動している「思いやり運
転」を更に広げていく為に新しく作成したのぼり旗の
完成報告会を11月26日㈭に安城警察署で開催しました。
当日は当所の沓名会頭と筒井交通運輸部会長が出席
し、会頭から林昌彦警察署長へのぼり旗の完成報告を
行い、同警察署・安城市内の交番10ヵ所へ贈呈しまし
た。
PRのぼり旗については「思いやり運転」に賛同する
当所会員事業所様に無料で配布しています。

交通安全啓蒙活動

安城市長への緊急要望提出
当所は安商連と連名で11月27日㈮に市の令和３年度
予算に係る緊急要望として、プレミアムお買物券事業
の実施や新型コロナ対策の支援などの要望書を安城市
長へ提出しました。当日はプレミアムお買物券の継続
実施と建設券の追加やDX(デジタルトランスフォー
メーション)などIT活用への支援、雇用の維持・確保
のための支援など４項目の要望と、商店街、建設業、
大型店の業況やコロナの影響、市の支援の取組などに
ついて意見交換を行いました。

｢飲食店券」、
「商店券」を使って
お得なキャンペーン第２回抽選会実施

当所および当館テナントのアクサ生命保険株式会社、
安城プレミアムお買物券の利用にあわせて当所が主
安城知立自家用自動車組合は、12月３日㈭に年末の交
催している「飲食店券」、「商店券」を使ってお得な
通安全県民運動に合わせて、朝の通勤・通学時間帯に
キャンペーンの第２回抽選会を12月17日㈭実施し、総
桜町交差点前にて交通安全啓蒙活動を実施しました。
勢405名の当選者が決まりました。当選者の発表は発
今回の活動は、地域の安心・安全の一環として自動
送をもってかえさせていただきます。
車及び自転車利用者、歩行者へ交通ルールやマナーの
また、Wチャンス賞の参加店舗で使えるギフトカー
遵守を呼びかけ交通事故防止の促進を図っていくとと
ドを250名に発送しています。使用期限は2月28日㈰ま
もに思いやり運転のさらなる普及を目的として年4回
でとなりますのでキャンペーン参加店舗様は引き続き
行っています。
ご協力お願いします。

− ８−

あんじょう商工会議所

新型コロナ関連の税務上の
取扱いについて

令和2年度税を考える週間の一環として経営者や経
理担当者を対象とした税務の取扱いに関するセミナー
を11月26日㈭に開催しました。
当日は講師に長坂税理士事務所の長坂賢氏をお招き
し、新型コロナウイルスに関連する施策や税務の取扱
いについてご教授いただきました。
受講生は新型コロナウイルスによる特例措置や税務
上の取扱いについて理解を深めました。

働き方改革Q&Aセミナー
経営者や人事・労務担当者を対象とした働き方改革
Q&Aセミナーを12月8日㈫に開催しました。
当日は横浜リンケージ社労士事務所の蔵中一浩氏を
お招きし、働き方改革に関して実際に起こりうる問題
や身近な課題について具体例をあげながらご教授いた
だきました。
受講生はどのようにして企業内で労務面の実務を進
めていけばいいのか理解を深めました。

成果を出すための即効販促術
商業部会主催で成果を出すための即効販促術セミ
ナーを12月4日㈭にオンラインで開催しました。
当日は講師に有限会社繁盛店研究所のハワードジョイ
マン氏を迎え、コロナ禍でも売上を上げているお店の事
例やお店の取組むべき販促方法、顧客単価の上げ方など、
すぐに実践できる手法をご教授いただきました。
受講生は、自店で取組める売上アップの販促方法に
ついて理解を深めました。

安城警察署激励訪問
当所の沓名会頭をはじめ、中村・福田・丸山・富田
副会頭・細井筆頭常議員は、12月10日㈭に年末特別警
戒を実施している安城警察署に慰問激励を行いました。
林昌彦警察署長に慰問品としてカップラーメンを寄
贈し、「愛知県では交通事故が多いので、年末年始も
市民が安全・安心に過ごせるように取り組んでほし
い」と激励しました。
この活動は、警察官友の会として毎年開催しています。

“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/

株式会社藤田左官
外構工事、リフォームはお任せください！
今回ご紹介するのは、篠目町に事務所がある株式会社藤田左官です。
藤田左官は創業約60年と２代続く、安城市内を中心に三河地区の外構工事やリ
フォームを行う企業です。長年培ってきた経験と実績を活かして、お庭や家に関するお
困りごとなど、ご要望に応じてトータルサポートを致します。藤田左官では、ほとんど
の外構工事を自社施工が可能であり、他社と比べて良心的な価格の提案が可能です。
個人宅だけでなく、事務所や店舗の外構工事やリフォームも承っております。年間
100件以上の施工実績もあり、ご予算に応じた最適なご提案をしてくれます。2年前に篠目町で事務所を新設し、キレイ
な商談スペースも備えております。現在、インターネットで気軽に見積書が取れる時代ではありますが、外構工事やリ
フォームをお考えの方は、是非対面でご相談してみてください。
所 在 地
電
話
営業時間
定 休 日
ホームページ

篠目町井山214-2 1階店舗
090-2576-1796
9:00〜19:00
毎週 火・水曜日
https://fujitasakan-8888.com/

篠目町1丁目

篠目町古林畔

篠目公園

バロー
デンソー
エレクトロ
ニクス

篠目町

（鈴木雄）

★

篠目町南

MTサロン 古井店
お肌づくりを二人三脚で取り組みます!!
今回ご紹介するのは、名鉄碧海古井駅すぐ目の前にある「MTサロン古井店」です。
MTサロンは肌質改善を目的に、男女問わず10代〜70代までどんな方でもご利用いただけ
るサロンです。お肌が持つ本来の力を引き出す事で健康的なお肌を目指します。
Withコロナの中、マスクをする生活が日常になっていますが、マスクをしていると知らず
知らずに口回りの緊張感がなくなっている事があります。表情筋をあまり使わなくなるとほ
うれい線が深くなったり、二重アゴ、首やフェイスラインのたるみにも繋がってしまうそう。
また冬はマスクで保湿ができると思っている方も多いと思いますが、実はその逆で吐息の水
蒸気で充満された状態によって、肌の水分も必要以上に蒸発しやすくなり、乾燥しやすい肌質になってしまう事があるそうです。
お肌にお悩みを抱えてる方はもちろん、Afterコロナでマスクを外した時の為に、新年を迎えたこのタイミングで一度自分のお
肌を見直し、これからのお手入れを考えてみてはいかがでしょうか。まずは体験を！キッズスペースもありますのでお子様連れ
のお客様や、男性の体験も大歓迎です。
所 在 地

事業所のPRをしませんか？

ＭＴサロン古井店
BUNT COFFEE

安城商工会議所
事業所訪問先
募集中

Coupon
TEL 91-1070
89-1929

肌質改善体験

ケーキセット
50円引き
1,100
円

（カウンセリング込90分）
3,300円をクーポン利用で
（税込）

◯有効期限
◯有効期限
：
：
2020年12月
2021年2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

★

（丸山）

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

公民館
古井町北芝崎

名鉄西尾線

安城商工会議所会員限定クーポン券

碧海古井駅

古井駅口

線
幹
新
道
海
東

電
話
営業時間
定 休 日

古井町北芝崎26番地1
ゴールデンクロス古井202
91-1070
10:00〜17:00 (最終受付 16:00）
日曜日

女性会だより

2021.1 睦月

年頭のごあいさつ

畔栁 多美

会長

明けましておめでとうございます。
平素は女性会活動に深いご理解とご協力をいただき、心より御礼申し上げます。
昨秋行われた安城発信の三河サミットは、初めてのリモート開催ではありましたが、皆様のご協力
のおかげで無事に終えることが出来ました。本当にありがとうございました。
しかしながら、昨年早々よりの新型コロナウイルスの猛威は衰えることなく、更に拡大しつつありま
す。その為、事業の多くは中止または自粛せざるを得ない状況ですが、新しい年明けと共に心を新た
にし、少しでも今出来る事を皆様と共に考え、務めて参りますので、今後とも変わらぬご理解とご協力
をよろしくお願い申し上げます。
一日も早く安心、安全な日々が訪れます事をご祈念申し上げ、新年の挨拶とさせていただきます。

クリスマスリース作り 七夕元気特別副委員長 遠山 松枝
全ての行事が新型コロナウ
イルス感染拡大防止のため中
止される中、
12月８日総合福祉
センターに於いてクリスマス
リース作りが開催され、久しぶ
りの会員同士の顔合わせでみ
んな嬉しそうでした。
18名が参
加し、豪華な材料のリースは、
皆さんに満足いただけるもの
になったと思います。また、沈
みがちな心が明るくなるのを
感じました。

ご報告
臨時総会は書面決議となりました

事件・事故

手話講座に参加して

七夕元気特別委員会

追良瀬 美樹

12月８日、総合福祉セン
ターにおいて、手話・クリス
マスリース作り特別講座に
参加させていただきました。
手話講座では聴覚障がい者
に 接 するの に 、
「 かくしみ
そ」の５つのキーワードがあ
ることを学びました。
「 か」は紙に書く。
「 く」は口話で、口を
ゆっくりはっきり話す。
「 し」は手話。
「 み」は身振り手振りの
ジェスチャー。
「そ」は空書で、ペンや紙のない時に空中や掌
に書くことです。また、簡単な挨拶・実用的な手話を教えてい
ただき、お客様でろう者がいらっしゃる店主の方は熱心に質
問をされました。ろう者である講師の方は表情豊かに手話を
されていましたので、機会があれば覚えたての手話やジェス
チャーを使い、笑顔で接したいと思います。

安城警察署からのお知らせ
緊急事案は110番 〜警察の相談ダイヤル#9110〜

明けましておめでとうございます。
１月10日は、
「110番の日」
です。110番をかけると、警察本部通信指令室につながります。係員がお聞きしますので、慌
てず、焦らず、簡潔明瞭にお話しください。
＜１１０番は緊急通報のための専用電話です＞
事件解決のキーワードは、
「素早い通報」
にあります。次のようなときは、
迷わず落ち着いて、
すぐに110番してください。
●強盗などの被害に遭った、
目撃した。
●ひったくり被害に遭った、
ひったくりを目撃した。
●指名手配犯によく似た人を見かけた。

●ドロボウに入られた、
ドロボウが逃げるのを目撃した。
●見かけない人が、家の中をのぞいている。
●ひき逃げ事故に遭った、
ひき逃げ事故を目撃した。

110番通報の内容を見ると、警察官が一刻も早く駆けつけなければならない事件や事故などの通報のほかに、相談
や問合せなどの緊急性のない通報が全体の約４分の１ありました。
＜緊急性のない通報の内容とは？＞

●警察署や他官庁、店舗・飲食店などの電話番号が知りたかった。 ●場所が分からないので教えてほしかった。
●落とし物の問合せ、遺失届を受けてほしかった。
●困りごとの相談に乗ってほしかった。
●運転免許の試験や更新などについて尋ねたかった。 などです。

緊急性のない相談やお問合せなどは、最寄りの警察署、各種相談窓口、警察相談専用電話
「#９１１０」
など専用電話を
利用してください。
− 12−

あんじょう商工会議所

新年あいさつ
新年あけましておめでとうございます。

平素は、安城商工会議所青年部の活動に深いご理解と温かいご協力をいただいてお

りますことを衷心よりお礼申し上げます。

昨年４月に、新年度をスタートさせて頂きましたが、新型コロナウイルス感染症の影

響を受け活動も苦渋の判断が続いております。

新しい生活様式やコロナ禍以前の当たり前のことが出来なくなってしまった状況は

多くのメンバー皆様にとっても苦戦を強いられた１年であったのではないかと拝察致し
ます。

私自身、会長として残された任期もあと３カ月となりました。今出来ることを模索し

安城商工会議所 青年部
令和2年度 会長
この状況がいち早く終息することを切に願い、新たにスタート致しました令和３年
畔柳 直道
も、素晴らしい「仲間」と共にメンバー一同、地域愛をもって積極果敢に取り組んで参りますので皆様の変わらぬ
ながら活動を展開し次の年度にバトンを繋げて行きたいと思います。

ご支援、ご鞭撻の程、何卒宜しくお願い申し上げます。

令和3年度始動！
令和2年11月に令和3年度の役員予定者が決まり、初めて令和3年度の役員会が開催されました。また、開催前

には、初めて役員就任となった方へオリエンテーションも開催いたしました。講師には、OBの平松良太氏をお招
きし、青年部について熱く語っていただきました。

役員会では、令和3年度のスローガンや会長所信の確認、各委員会の編成について話し合いが行われました。

令和3年度も新型コロナウイルスと向き合った活動が予想されるため、青年部一丸となって事業を考えていきたい
と思います。

トーク

42

元気ノ助のメールで投句

波いくつ かわせば凧と なるのやら
年男︵ 才・桜井町︶

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

OBの平松 良太 氏

ー１月例会『始まる令和2年度、そして令和3年度へ』ー
1月例会を下記のとおり開催します。

○日

時 令和3年1月26日㈫ 18:30〜19:40

○場

所 オンライン配信

○内

容 令和２年度畔柳会長より新年の挨拶を頂き、

令和３年度鈴木会長予定者から新年の抱負を語って頂
きます。コロナ禍を考慮し、YoutubeによるLIVE配
信を行います。
あんじょう商工会議所
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視聴無料

当所会員様限定WEBセミナー

START!

当所ホームページからいつでも視聴が可能なWEBセミナーがございます。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

1月上旬配信予定
政治経済

2021年、コロナ危機を乗り越え
日本経済は必ず復活する！
ちょうど良い 働き方改革

一般経営
人材育成

おすすめセミナー

銀座のママに学ぶ接遇・おもてなし講座

35分
29分
83分

1

電話応対マナーパート1
36分

2

免疫を整え 潜在能力を引き出す
睡眠パワーに迫る

3

コロナショックを乗り切る！
中小企業の資金繰り術

34分

59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

世界一社風の良い会社を目指す
『ISOWA』
JR名古屋駅からJR中央線に乗車し、20分ほどの勝川駅で下車、そこから車で15分ほど行った場所に株式会社ISOWAという
社名の中堅企業があります。
主事業は、段ボールを製造する機械の設計・製作・販売、さらにはメンテナンスなど付帯業務一切を請け負う、段ボールに
関する世界有数のワンストップ企業です。段ボール製造ラインの一部を担う企業は数社ありますが、フルライン製造可能な
企業は、国内では大手企業のＭ社と同社しかなく、ほぼ市場を折半しています。商品は全て仕様の異なる特注であり、かつラ
イン丸ごと受注ということもあり、１件の受注金額はほとんどが億単位の高額となります。
同社の創業は、現社長である磯輪英之氏の祖父・磯輪源一氏が、100年前の1920年、個人の鉄工所として、名古屋市内の自
宅の倉庫でスタートしています。その後、工場が手狭になるとともに、企業の将来のために、65年、現在地の春日井市に移転
しました。
元々は紙箱を製造する機械メーカーでしたが、その後、その技術が応用でき、かつ将来性を見込み、準備と努力を重ね、
50年頃からは、現在の主製品に本格参入しました。その後、現社長の父、そして叔父と継ぎ、2001年からは現社長が就任し同
社をけん引しています。
現在の社員数は274人、海外での評価もすこぶる高いグローカル企業として、この分野では著名な企業に成長発展していま
す。その要因は多々ありますが、あえて２点挙げるとすれば、一つは、類いまれなダンボール機械の開発製造技術者であった
先代社長（磯輪英一）を中核とした新技術・新製品開発へのあくなき挑戦であったと思います。「イノベーションなくして企
業の成長なし」とはよくいわれますが、小規模企業のころから、下請けに甘んじない、こうした経営姿勢こそが同社の成長発
展の要因だと思います。
そしてもう一つは、現社長が、明文化した経営理念と、理念に基づく経営の実践のため、「制度より風土」つまり良い社風
（いい風が流れている企業）の企業づくりに、全社員一体となってまい進してきたからだと思います。
もとより、ここまで来る道のりは、決して順風満帆ではありませんでした。それどころか、尋常な努力と苦労ではなかった
と思います。
しかしながら、ゆっくりではありますが、着実に、高らかに掲げた経営理念と、背中と心で示し続けたリーダーシップが全
社員や支える家族の共感を呼び、「いい企業」をつくり上げたのでした。ちなみに、同社の経営理念は「自分と自分の愛する
家族のために働ける世界一社風の良い会社を目指す」です。
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

86年

デザイン・印刷・製本・配送と
ワンストップサービスで、安心価格と
安定した品質でお届けいたします

〒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。

株式会社

〒446-0046 安城市赤松町梶 1 番地
ネクスト TEL
0566-92-5512

ギフトセットはこちらから！

安城ハム

広告掲載の募集をします!!

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！

安城商工会議所広報係

︵税抜︶︵税抜︶
︵税抜︶︵税抜︶

料金

内面モノクロ広告 1小間 年間掲載料： 62,400円
1ヵ月単価： 5,200円
裏面裏カラー広告 1小間 年間掲載料： 78,000円
1ヵ月単価： 6,500円

TEL 76-5175
あんじょう商工会議所
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令和3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︶

1

第
号

809

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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