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特集１

安城市内景況調査

特集2

ガンバル事業所、応援します!!
株式会社東海石油
大見 知生 氏

〜新入会員ご紹介キャンペーン〜
当所では、令和３年３月31日㈬まで新入会員ご紹介キャンペーンを実施しています。

皆様のお知り合いに、まだ入会されていない事業者様がみえましたら、ぜひご紹介ください。

特典内容

ご紹介者

新規入会者1件につき、
1,000円分のクオカードを
プレゼント！

新規入会者

安城商工会議所 E-mail▶info@anjo-cci.or.jp

安城

ご紹介を受けて当所に入会いただくと
令和3年3月末までの年会費無料！
商工
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南町17-18

電

45-7018

話

所在地

篠目町1丁目5-4

電

090-1755-4152

話

安城商工会議所 行事予定
2月
３日㈬
５日㈮
10日㈬

16日㈫
17日㈬
18日㈭
22日㈪
24日㈬
25日㈭
26日㈮

経済講演会
雇用調整助成金労務相談
金融相談(日本政策金融公庫)
事業承継セミナー
雇用調整助成金労務相談
税務相談(記帳継続指導)
雇用調整助成金労務相談
法律相談
青色決算・所得税申告相談会
青色決算・所得税申告相談会
雇用調整助成金労務相談
青色決算・所得税申告相談会
青色決算・所得税申告相談会
金融相談（愛知県信用保証協会）

表紙、P2

企画／制作

14:00〜15:00
13:00〜17:00
10:00〜12:00
14:00〜16:00
13:00〜17:00
13:00〜16:00
13:00〜17:00
13:00〜16:00
９:00〜16:00
９:00〜16:00
13:00〜17:00
９:00〜16:00
９:00〜16:00
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
＜記帳継続指導、記帳機械化指導＞
安城市内の小規模事業者で個人事業の方を対象に、記帳の仕方から、決算・確定申告まで定期的に指導します。帳簿の書き方
が分からない方や日々の記帳の方法が知りたい方はぜひご利用ください。
内容

年間手数料(税込)

会

・ソフトの初期設定から操作方法、決算申告まで指導いたします。
記帳継続指導
・仕訳内容等の問い合わせに応じます。
（会計ソフト継続指導）
・対象ソフト：みんなの青色申告（ソリマチ）
記帳機械化指導

員：21,000円

非会員：42,000円

(4年目以降は手数料が
異なります)

・売上、仕入、経費の状況を現金出納帳や振替帳に記入し、1か月ごとに
会議所へ提出いただき、コンピュータ処理をします。
・決算書作成・確定申告書作成もお手伝いします。

会

員：45,000円

非会員：90,000円

あんじょう商工会議所

− ３−

おしらせ

商工会議所からの

安城プレミアムお買物券の
換金期限は2月15日㈪まで！
安城プレミアムお買物券（飲食店券、商店券、
量販店券）の使用済み券の換金期限が迫っていま
す。まだ換金されていない事業所様はお早めに換
金を行ってください。

使ってお得なキャンペーン当選ギフト
カード利用期限は2月28日㈰まで！
安城プレミアムお買物券を使ってお得なキャン
ペーンの当選1,000円分ギフトカードの利用期限が
迫っています。キャンペーン参加事業所様は利用
期限にご注意ください。また換金は当所に3月15
日㈪までにご持参ください。

青色決算・所得税申告
個別相談会

消費税申告個別相談会

令和２年分の個人事業者の青色決算・所得税申
告に係る個別相談会を開催いたします。完全予約
制となっておりますので、ぜひお申込みください。
日

時

会

2月22日㈪・24日㈬・ 9時〜12時
25日㈭・26日㈮
13時〜16時

場

安城商工会議所
3階 研修室

※22日㈪は当所会員限定。24日以降の9時から12時は、当所会
員限定の時間帯となり、午後からは、青色申告会と合同開催
になります。

必要書類
◎令和２年分決算書類
◎帳簿
◎令和元年分
決算書控 ◎印鑑 ◎確定申告書 ◎各種証明書
（国民年金・健康保険・生命保険・損害保険・個人
年金等） ◎その他の所得証明書類 ◎医療費領
収書 ◎マイナンバー確認書類 ◎本人確認書類
など
マイナンバー確認書類

令和２年分の個人事業者の消費税申告に係る相
談会を開催いたします。完全予約制となっており
ますので、ぜひお申込みください。
時 令和３年３月17日㈬ 13時00分〜16時00分

必要書類
◎消費税確定申告書 ◎令和２年分
決算書類 ◎印鑑 ◎帳簿書類 ◎マイナンバー
確認書 ◎本人確認書類

（下記①〜③より１つを提出）

①マイナンバーカード裏面写し

①マイナンバーカード表面写し

②通知カード写し

②運転免許証写し又は旅券写し

③マイナンバー記載の住民票写し

③健康保険被保険者証の写し
並びに年金手帳の写し

※写真の無いものは２種類必要

①マイナンバーカード表面写し
②運転免許証写し又は旅券写し

③マイナンバー記載の住民票写し

③健康保険被保険者証の写し
並びに年金手帳の写し

※写真の無いものは２種類必要

タニタ創業家が語る事業承継
〜何を守り、何を変革するのか〜

講師にタニタ創業家の谷田昭吾氏をお招きし、タニ
タの事業承継の歴史を振り返りながら、成功のカギに
ついてご講話いただきますのでぜひご参加ください。
時 令和３年２月10日㈬ 14時00分〜16時00分
場 安城商工会議所 ５階 大会議室
￥ 無料

安城商工会議所
記帳指導職員募集！
当所では、一緒に働いていただけるパート職員
を募集しています。詳しくは当所ホームページを
ご覧ください。
内容 帳簿仕訳、パソコン入力、電話応対、来客
対応、事務補助

※主に個人事業者から預かった帳簿類の確認（経費等の仕訳）
をパソコンに入力していただきます。また補助的な仕事も
行っていただきます。

就業時間 9時00分〜16時00分(週4日程度)
※土日祝休み

− ４−

あんじょう商工会議所

（下記①〜③より１つを提出）

①マイナンバーカード裏面写し
②通知カード写し

本人確認書類

（下記①〜③より１つを提出）

本人確認書類

マイナンバー確認書類

（下記①〜③より１つを提出）

定 会場：50名

オンライン配信：70名

３時間でわかる製造原価の基礎
〜利は原価にあり、この機会に原価の仕組みをつくる〜

金属切削加工やプレス加工を例にとり、アワー
レート計算の仕方、間接費や販管費の原価への反
映の仕方など個別原価計算の基礎を分かりやすく
説明します。
時 令和３年２月16日㈫ 14時00分〜17時00分
場 安城商工会議所

５階 研修室
当所会員事業所：無料
￥
非会員事業所：1名5,500円（税込） 定 30名

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
■

愛知県感染防止対策協力金（12/18〜1/11分）
申請期間は2月19日まで
愛知県では、新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、県の営業時間短縮要請に応じて営業時間
の短縮を実施した事業者に対しての｢愛知県感染防
止対策協力金(12/18〜１/11 実施分)｣の申請受付が
開始しております。
申請対象 令和２年12月18日㈮〜令和３年１月11
日㈪の期間、営業時間短縮の要請を受けた飲食店
等を運営する中小企業者等が、業種別のガイドラ
インを遵守し、県の｢安全・安心宣言施設｣への登
録、PRステッカーとポスターの掲示を行った上
で、営業時間短縮の要請に協力を行った事業所
※1月12日以降の協力金の申請受付は今後公表予定。

協力金 1店舗1日あたり4万円（最大100万円）

新型コロナウイルス対策マル経融資
貸付対象者認定要件拡充
小規模事業者の方々の経営を支援するために商
工会議所の推薦にもとづき無担保・無保証人で融
資を受けることができる日本政策金融公庫の融資
制度で「新型コロナウイルス対策マル経」の貸付
対象者認定要件が拡充されました。拡充の詳細や
融資に関しては当所までお問合せください。
拡充内容】
融資対象：最近１か月の売上高または
過去6か月(最近1か月を含む）の平均売
上高が前年または前々年の同期と比較
して５％以上減少またはこれと同様の
状況にある小規模事業者。

申請期間 令和３年２月19日㈮まで(当日消印有効)

令和３年度 業務改善助成金
申請開始

申請方法 必ず郵便物を追跡できる方法で郵送
申請書 愛知県新型コロナウイルス感染症対策サイ
トからダウンロード、または当
所にて配布しています。
お問合せ 協力金専用コールセンター
TEL：052-228-7310
９時00分〜17時00分

＜概要＞

東海税理士会
刈谷支部 安城部会

TEL 77-3636

公式アカウント

設備投資等

令和２年分確定申告について、確定申告会場の
混雑緩和を図るため、会場への入場には時間枠が
指定された入場整理券が必要となります。入場整
理券の配布方法は下記の2通りあります。

賃金の引上げ

税務署の確定申告会場は
「入場整理券」が必要です

⒈確定申告会場での当日配布
※当日の配布数によっては後日の
来場の場合があります。
⒉LINEでの事前発行
国税庁公式アカウントから事前取得。

業務改善助成金とは事業場内最低賃金を20円以
上など一定額以上引き上げ、設備投資(機械設備、
コンサルティング導入や人材育成、教育訓練)など
を行った場合に、その一部が助成されます。令和
３年２月1日より申請受付が開始しています。詳細
は下記サイトをご覧ください。

設備投資等に要した
費用の一部を助成

お問合せ】
愛知県働き方改革推進支援センター
TEL：0120-006-802
９時00分〜17時00分

『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
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10月〜12月）
＜全業種において厳しい業況が続いている＞

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10〜12月期

101企業

前年同期比 前年同期比
（前 回） （今 回）

⑴前年同期(2019年10〜12月)と比べた今期の状況
⑵今期と比べた来期(2021年1〜3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

23

20

24

25

9

101

構成比

22.8%

19.8%

23.7%

24.8%

8.9%

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、-51.5ポイン

業況判断

△65.7

△51.5

△31.7

売上高

△66.7

△55.6

△32.3

売上単価

△34.6

△37.4

△29.3

資金繰り

△28.2

△25.3

△24.5

借入難度

0.0

△2.1

△9.3

△53.5

△38.4

△3.0

△2.0

トとなった。業況判断の前回実績(-65.7)と比較すると14.2ポイントの増加であっ

収益状況 △53.3

た。企業の業況は、前回の調査よりは改善されたものの依然として厳しい状況

雇用人員

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

△3.8

△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

△51.5

△39.1

△50.0

△50.0

△64.0

△55.6

売

高

△55.6

△39.1

△70.0

△50.0

△65.2

△55.6

売 上 単 価

△37.4

△30.4

△45.0

△45.8

△39.1

△11.1

△25.3

△26.1

△15.8

△12.5

△41.7

△33.3

借 入 難 度

△2.1

0.0

0.0

△4.2

△4.5

0.0

収 益 状 況

△53.5

△39.1

△55.0

△52.2

△70.8

△44.4

雇 用 人 員

△3.0

△4.3

△15.8

8.7

0.0%

△11.1

業 況 判 断

△31.7

△4.3

△50.0

△29.2

△40.0

△44.4

売

高

△32.3

△17.4

△45.0

△33.3

△34.8

△33.3

売 上 単 価

△29.3

△26.1

△30.0

△33.3

△26.1

△33.3

資 金 繰 り

△24.5

△8.7

△21.1

△33.3

△34.8

△22.2

借 入 難 度

△9.3

0.0

△5.6

△20.8

△13.0

0.0

収 益 状 況

△38.4

△17.4

△35.0

△47.8

△54.2

△33.3

雇 用 人 員

△2.0

8.7

△5.3

△4.2

△4.0

△11.1

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

ガンバル事業所、応援します!!
2020 年度省エネ大賞
「省エネルギーセンター会長賞」を受賞！！

特集
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今年の干支「丑」の置物を製作！

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・製造
を手掛けるメトロ電気工業㈱は、スズキ㈱と中部電力ミライズ㈱
との共同で実施した「CO2フリーに向けた低圧鋳造工程の実現に
よる省エネルギーの取り組み」において、2020年度省エネ大賞の省
エネ事例部門「省エネルギーセンター会長賞」を受賞しました。3社
で共同開発した「赤外線ヒーター式 サブストーク加熱装置」をス
ズキ㈱の相良工場に導入したことで、大幅なエネルギー使用量削
減と加熱時間短縮を実現すると同時に、現場作業の省力化と安定
性、製品良品率を向上させた取り組みが高く評価されました。

高棚町で生産設備の設計や製作を手掛ける株式会社石
亀工業では、得意先などへの贈答品として、令和3年の干支
にちなんだ
「丑」
の置物を製作しました。
この置物は、
レーザー加工機で加工をした複数のステンレ
スパーツを、同社が持つ特許技術「はめ込み工法」を利用し
て、プラモデルのように組み立てて製作をしています。その
ため、顔の輪郭から足の形までとてもリアルな表現が可能と
なっています。同社の高い品質と確かな技術力から今後も
目が離せません。

メトロ電気工業株式会社

株式会社石亀工業

横山町寺田 11-1 TEL ／ 75-8811
URL http://www.metro-co.com/

新商品「透明マスク ＳＨＯＥ ＭＥ」
を開発！！

工業用ゴム製品の製造を手掛ける㈲マサル産業は、口の動きがよく
見える透明マスク「SHOW ME（ショーミー）」を開発しました。通常のマ
スクは相手の気持ちを読み取りづらいために接客や営業、教育の場面
で困っている方に活用して欲しいとの想いから、表情や笑顔の伝わるマ
スクを開発しました。マスクは肌に優しくフィットするシリコン製で、伸
縮性があり、あご部分には通気孔を設け、息苦しくならないようになって
います。また、通気孔からストローを通せば飲物を飲むことができ、メガ
ネが曇りにくい構造にもなっています。芸能人にも愛用されている同社
技術の詰まった「SHOW ME」の購入はＨＰ内のバナーをご覧ください。

有限会社マサル産業

東端町南用地 65 TEL ／ 92-1338
URL https://masaru-sangyo.co.jp/

高棚町新池66番地 TEL／75-7301
URL http://igm.co.jp/

医療分野で初の自社製品
「小児用開創器」を開発！！

自動車や航空機などの部品加工を手掛ける曙工業㈱は、乳幼児の
腰の手術などの際に切開部を広げて固定する「小児用開創器」を開
発しました。あいち小児保健医療総合センターが同社所属のメディカ
ル・デバイス産業振興協議会に相談したことが契機となり、医療分野
で初の量産製品となります。医師が手術部位を見やすい形状に仕上
げ、切開部を必要最小限に抑えるため、切開部を固定する先端の反り
を小さくしたことや、試作当初のステンレスからチタン合金に変更し
軽量化を図ったことなど、同センターの依頼を技術で応えました。今
年３月までの販売開始を目指しており、今後の活躍に目が離せません。

曙工業株式会社

里町南歌口 55-1 TEL ／ 97-0677
URL http://www.akevono.co.jp/
あんじょう商工会議所
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あんじょう商工会議所

活動報告ダイジェスト
版
年末調整相談会
1月12日㈫および13日㈬の2日間、当所にて完全予
約制で年末調整個別相談会を開催しました。
当日は、委託税理士ならびに経営指導員が個人事
業所の従業員および専従者等の令和２年分源泉所得
税の計算方法や所得控除などの年末調整手続きに関
する相談を受けました。会員事業所をはじめ、多く
の方々にご利用いただきました。

店舗演出・空間の作り方セミナー
観光サービス部会主催で店舗演出・空間の作り方
セミナーを1月20日㈬に開催しました。
当日は江戸小紋空間デザインの小林暢世氏を迎え、
新しい生活様式を意識した店舗演出の仕方や、店舗
演出を行う上での重要なポイントなど、集客につな
がる空間の作り方をご教授いただきました。
受講者は、コロナ対策をしながらも売上ＵＰにつ
ながる店舗演出方法について理解を深めました。

常議員会
当所正副会頭・筆頭常議員・常議員・監事計26名
の出席を得て、1月26日㈫に常議員会を開催しました。
当日は常議員会の議題である第１号議案「令和2年
10月から12月にご入会いただいた新入会員33事業
所」の承認がされました。
また、常議員会に係る定款変更や会員増強につい
て計6項目が報告されました。

Anjo創業スクール
新たに安城市内で創業を予定している方や、創業
後5年未満の方等を対象に1月16日㈯から2月14日㈰
まで計5日間、Anjo創業スクールを開催しています。
受講生は創業にあたっての心構えや、創業計画書
の作成方法などの創業の基礎知識や経営ノウハウを
学ぶとともに、当所経営指導員からは創業計画書作
成のバックアップを行います。

“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/

JPCスポーツ教室 安城店（株式会社アドシップ）
「人間形成」のプロが集まる体幹スポーツ教室！
今回は、南町にあります県道48号線沿いの「JPCスポーツ教室 安城店」を紹介し
ます。同店は体幹を鍛えるトレーニングやスポーツを通し、正しい礼儀や強いメン
タル等を身に付けることができるスポーツ教室です。遊びながら運動の感性を鍛え
られる園児クラスから、スポーツのプロを目指す方を対象にした体幹クラスまであ
り、幅広い層の方が利用できるとのこと。教養のため、身体づくりのため、徹底的な
体幹強化など、個人の目的に応じたクラスを選択できる点が利用者にとっては嬉しいですよね。
代表の稲垣百合加さんは、女性の雇用・活躍を促進したいという想いから元保育士や子育てを経験している女性をト
レーナーとして起用。年齢に合わせた子供たちへの向き合い方も上手く、コロナ禍でも着実に会員を増やしているそうで
す。また、
「社会の中心になる人間を育てて世に送り出すため、個人の人間性・社会性を向上させる場として機能するヒー
ローメーカーになりたい」と熱意を持って話してくれました。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。気になる方は、まず無料体験を！

定 休 日
H
P

南町17-18（駐車場有）
45-7018
平 日 16:30〜22:30 (5小間)
土曜日 8:30〜16:30 (6小間)
日曜日・祝日（祝日営業日あり）
https://jpc-sports.com/anjo/ （杉山）

南安城駅

日の出町南

南安城駅

名鉄西尾
線

所 在 地
電
話
営業時間

★
南町西

秋葉
公園

48

フランテ
南町

病気のときの託児ルーム あじさい園
働くママの強い味方！看護師のいる託児所がオープン！
今回ご紹介するのは、篠目町に昨年11月末に新しくオープンした託児所「あじさい園(ぐみ)」です。
同所は、看護師資格を持つ伊藤代表が以前小児科で勤務していた際に、病気のお子さまを持つ保
護者の悩みや苦労を聞き「保護者の負担を軽減したい」
「お子さまが安心・安全に過ごせる場所を作
りたい」と感じたことから誕生し、安城市内でも数少ない病気のお子さまも預け入れが可能な託児
所です。
3歳頃から10歳頃までのお子さまを対象に朝7時から深夜3時（〜19時：1,000円/h、19時〜:2,000円
/h※別途登録料5,000円）まで受け入れているため、仕事等で夜遅くなっても安心です。また、市役所
への手続きや医師の診断書が不要で、タオル類や紙パンツ等の備品の用意もあるため、急な預け入
れにも対応しています。さらに、保育士、看護師、ベビーシッター等の有資格者がいるため、健康なお子さまはもちろん、体
調不良のお子さまも安心して預けることができます。
「お子さまの看病をしたいが外せない仕事や用事がある」とお困りの際は、
ぜひ「あじさい園」
を利用してみては。
篠目町1丁目

所 在 地
電
話
営業時間
定 休 日
H
P

篠目町1-5-4 プリミア篠目1F-A
090-1755-4152
7:00〜翌3:00
日曜日・祝日
https//ajisaigumi.com/

安城商工会議所会員限定クーポン券

安城商工会議所会員限定クーポン券

JPCスポーツ教室
安城店

あじさい園

Coupon
TEL 45-7018

無料体験（1小間60分）
クーポン利用で

ヨガマット
プレゼント

◯有効期限：2021年4月末日まで

Coupon
TEL 090-1755-4152

登録料
5,000円→3,000 円
・割引券2.000円分プレゼント
・お子様にお菓子プレゼント
◯有効期限：2021年2月末日まで

（2月上旬より閲覧可能）

★
篠目公園
デンソー
エレクトロ
ニクス
285

（柴田）

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

篠目町

女性会だより

会

令和3年度

長

副会長

畔栁 多美

神谷 美砂

交流研修委員長

七夕・元気特別委員長

スナックるいびとん

仕掛人

畔栁自動車整備

稲垣 三枝子

愛祥学院

迫間 よし子

2021.2 如月

役員紹介

副会長

総務広報委員長

白谷会計事務所

cobaco ne cobaco

白谷 隆子

監事

金田 和代
金田洋品店

深田 智子

監事

杉山 京子

ハッカハウス

会員さんの
つぶやき

年を跨いで、依然として新型コロナウイルス感染症の拡大が続いています。そんな中
で今年も「がんばろう神戸」を目にしました。阪神淡路大震災から26年、東日本大震災か
らまもなく10年になります。未だに被災地、被災者の心はたくさん傷ついていると思いますが、前を向
いて歩いている姿に何度も心を打たれ、助けられました。このような状況に於いて、静かに穏やかに前
を向くことを後押ししてくれる。今も心の支えになっています。

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。
■様々な新商品、新サービス、新事業のPRに
お役立ち
■報道機関へ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▶
− 12−

あんじょう商工会議所

会員
募集中

〜安城警察署からのお知らせ〜

〜ネットショッピング詐欺に注意！〜
インターネットで商品を注文して、代金を支払ったのに
「商品が届かない」
「偽物が届いた」
「サイトが閉鎖され
て相手と連絡が取れない」といった相談が急増しており
ます。
＜偽ショッピングサイトの特徴＞
●実在するサイトのデザインをコピーしたり、企業名や
連絡先を流用するなど、本物サイトと区別がつきにく
いように偽造している
●サイトが企業名なのに、代金支払いの口座が個人名に
なっているなどWebページに不自然な点がある
●ドメインがxyz.online.comなど海外サーバーを利用
している
＜対策＞
●販売業者等をインターネットで検索し、正規のサイト
であるかを確認しましょう
●支払方法については、商品到着時に代金を支払う代引
きが安全です

特別相互支援事業 コロナに負けるなYEGキャンペーン開催！
皆様こんにちは。令和2年度渉外委員長の神園です。この度、2月例会を特別相互
支援事業というかたちで安城商工会議所青年部の事業所内で使用できるクーポン
券を企画し制作致しました。なぜこの企画を発足させるに至ったかと申しますと、令
和2年度の青年部活動は新型コロナウイルスの影響を受け、思うような活動ができま
せんでした。また、コロナ禍によって一般企業はもちろん、飲食店やサービス業は経
済的打撃を受けました。僕の知り合いの中でも廃業に至ってしまった飲食店がある
ほど身近なものとなりました。
そこでどうにか飲食店やその他の事業所に貢献はできないかと思い、
『地域の活

性化はメンバー内から』というコンセプトを掲げ今回の企画を考案し実行に移しまし 令和2年度 渉外委員長
神園 明孝
た。ただ、急遽決まった企画だったので期日的に厳しいスケジュールとなりました
が、委員会メンバーや担当副会長にも助けられ、短期間での実行を可能にすることができました。一緒に歩ん
で頂いた皆様には本当に感謝しています。
あとはこのクーポン券を青年部員内で有効的活用して頂き、少しでも手助けとなるのが僕の本望です。そし
て、青年部で力を合わせてコロナ禍を乗り越えていきたいです。

1月の役員会終了後、神園委員長から畔柳会長へ、クーポン券を贈呈しました。

トーク

元気ノ助のメールで投句

三言われ 二つ返せば 十浴びる
口下手侍︵ 才・南町︶

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

39

ー2月例会『コロナに負けるなＹＥＧキャンペーン』ー
2月例会を下記のとおり開催します。

○ 日 時 令和３年２月１日㈪〜
○ 場 所 青年部各事業所
○ 内 容 コロナ禍で経済的、精神的不安感を払拭する
ため「地域の活性化はメンバー内から」をコンセプトに青
年部メンバー内で使えるクーポン券を青年部員へ発行い
たします。少しでも地域の活性化に貢献することを目的
に活動いたします。
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

2月上旬配信予定
一般経営
一般経営
健康

おすすめセミナー

コロナ禍でも生産性向上
〜働き方改革の進め方〜
新しい時代を切り開く！
〜上杉鷹山に学ぶ危機突破力〜
新型コロナウイルス環境下での
ストレス対策

29分
36分
36分

「Zoomミーティング」活用セミナー

1

22分

2

女性脳・男性脳、女性心理・男性心理を
理解しコミュニケーションの達人！になろう！！

3

困難でも折れない心を
持つための7つの思考

110分

48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

手書きの文字で

温もり

を伝える

通常であれば、年末から春までの間というのは、とかく会食やパーティーなどで人と会う機会が増え、お祝いや労を
ねぎらう席が多いものです。しかし、今年はコロナ禍における自粛の影響で、寂しさや孤独感から不安を抱えている人
も多いのではないでしょうか。
こうした中、手紙やポストカードなどで、心温まるような写真や絵柄を添え、ひと手間かけた手書きで気持ちを伝え
ようとする人が増えていると聞きます。かくいう私も、昨年よりも手紙を書くことが増えています。たとえビジネス文
書であっても、メッセージを書いた一筆箋やミニカードを郵便物に同封したり、メール送信の際に、相手を気遣う言葉
を必ず一言添えるようにしたりしています。
近年、季節のお便りなどは、パソコンでデザインしたり既成の絵柄を選んだり、宛名書きも印刷で済ませることが多
かったはずです。それ自体は、全く問題ありません。大切なのは、そこに手書きのメッセージを一言添えることで、親
しみや温もりを相手に届けることができます。長文でなくてもいいので、送る相手の心に寄り添うような言葉を選んで
書くようにしましょう。
気を付けなくてはならないことは、「コロナ禍」という言葉です。悲しいかな、すっかり使い慣れてしまった言葉で
すが、「忌み言葉」に該当します。「落ちる」「別れる」「絶える」「衰える」「病む」「失う」……といった言葉と
同様、正式な書面でなくとも、手紙やポストカードなどでも使わない方がいいので、気を付けてください。
柔らかい表現にするための四つのコツがあります。それは、相手を思い浮かべながら書くこと。また、「心に寄り添
う言葉」を使うことです。気持ちが明るく、前向きで、元気になれるものです。例えば、「お変わりございませんか。
次回、笑顔でお目にかかれることを心待ちにしております」。これに、季節感のある言葉で「春の訪れが待ち遠しいこ
の頃です」のような一文を添えます。また、漢字よりもひらがなを多めにした方が優しい雰囲気を醸し出せます。最後
に、相手に「おまじない」をかけると、自分も幸せな気持ちになれるのでぜひお試しを。文末に「素敵な春になります
ように」や「幸せがたくさん舞い込みますように」といった言葉でしめましょう。
厳しい時こそ、せめて心だけでも明るく晴れやかに。暗い気持ちのままだと、つい不安や愚痴を書いてしまうことは
ないでしょうか。また、不謹慎な絵柄やコメントは控えてください。ぜひ、言葉を通して、周りの方々を元気づけてく
ださい。
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

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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「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︶

2

第
号

810

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

