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大見工業株式会社
大見 満宏 氏

補助金採択者の声
〜 新入社員研修 ・新入社員向けWEBセミナー 〜

令和３年４月５日〜７日にかけて当所会館にて新入社員研修を開催いたします。

本研修では、社会人の基本とされる内容を学習・習得いただけますのでぜひご参加ください。

また、会員事業所にて研修としてご利用いただけるWEBセミナーでは、ビジネスマナーやコ

ミュニケーション、パソコンスキルなど様々なジャンルをご視聴・学習していただけます。当所
会員様は無料でご利用いただけます。詳細につきましては、会報P14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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安城商工会議所 行事予定
3月
２日㈫

税務相談（記帳継続指導）

13:00〜16:00

４日㈭

雇用調整助成金労務相談

13:00〜17:00

10日㈬

金融相談（日本政策金融公庫）

10:00〜12:00

雇用調整助成金労務相談

13:00〜17:00

16日㈫

常議員会

14:00〜15:00

情報ファイル
・新入会員のお知らせ
・会員の動き

17日㈬

消費税申告相談会

13:00〜16:00

雇用調整助成金労務相談

13:00〜17:00

18日㈭

法律相談

13:00〜16:00

12

女性会だより

24日㈬

雇用調整助成金労務相談

13:00〜17:00

13

青年部ネット

26日㈮

金融相談（愛知県信用保証協会）

13:00〜16:00

30日㈫

通常議員総会

14:00〜15:00

14

おすすめWebセミナー
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事業所訪問
・nail salon ViNail
・Orange Pekoe
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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
＜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

新入社員研修
＜基本コース・製造コース＞
新入社員を対象とした2コースを開催します。
基本コースでは、社会人の基礎やビジネスマナー
等について、製造コースでは、製造業における基
礎知識や改善の重要性等を学習いただきます。
＜基本2日間コース＞

時 令和３年4月5日㈪・6日㈫

9時30分〜16時30分

あんじょう企業ガイドブック2021
当所と安城市では、地元企業
の積極的な雇用促進と企業PRを
行うことを目的に「あんじょう
企業ガイドブック2021」を発行
しました。ANJOB等の合説や雇
用イベント、当所会館などで配
布を行います。2021年度版は120
事業所が掲載されています。

場 当所 5階 大会議室
定 50名（当所会員優先、先着順）
￥ 当所会員:１名

受賞おめでとう！

5,500円（昼食代・税込）

刈谷法人会安城支部会員刈谷労働基準協会安城支部会員:
１名

6,600円（昼食代・税込）

一般（上記以外）:１名

11,000円（昼食代・税込）

＜製造1日間コース＞

時 令和３年4月7日㈬

愛知県では、資源循環や環境負荷の低減を目的
とした先駆的な取組を行っている企業を表彰する
｢愛知環境賞｣を実施しており、株式会社タケヒロ
様が2021愛知環境賞優秀賞を受賞されました。
おめでとうございます。
2021 愛知環境賞 優秀賞】株式会社タケヒロ

9時30分〜16時30分
場 当所 5階 大会議室
定 50名（当所会員優先、先着順）
￥ 当所会員:１名

3,300円（昼食代・税込）

刈谷法人会安城支部会員・刈谷労働基準協会安城支部会員:
１名

4,400円（昼食代・税込）

一般（上記以外）:１名

6,600円（昼食代・税込）

中小企業における同一労働同一賃金
2021年4月1日より施行
2021年4月より中小企業においても同一労働同
一賃金が適用され、企業内における正社員（無期
雇用フルタイム労働者）とパートタイム労働者・
有期雇用労働者との間の不合理な待遇差が禁止さ
れます。

2021年4月から36協定届が新しくなります！
〜時間外・休日労働に関する協定届〜
2021年４月から36協定届の様式が新しくなり
ます。
・36協定届における押印・署名の廃止
労働基準監督署に届け出る36協定届について、
使用者の押印及び署名が不要となります
・協定当事者に関するチェックボックスの新設
36協定の適正な締結に向けて、労働者代表につ
いてチェックボックスが新設されます。
届出
スケジュール

公布日
2020/12/22

施行日
2021/4/1

旧様式
新様式により届け出ることも可能

新様式

4月6日㈫午後
当所周辺の交通規制のお知らせ

使ってお得なキャンペーン当選ギフトカード
換金期限は3月15日（月）まで！

オリンピク関連行事のため令和３年４月６日㈫の
午後、当所周辺の道路では車両の通行が禁止されま
す。当所へ車両での来所ができなくなりますのでご
注意ください。

安城プレミアムお買物券を使ってお得なキャン
ペーンの当選品1,000円分ギフトカードの換金期限
が迫っています。換金は当所までお早めにお持ち
ください。

− ４−

あんじょう商工会議所

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・一時支援金について
＜愛知県感染防止対策協力金（1/12〜2/7実施分）の申請期限3月12日㈮まで＞
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、業種別ガイドラインを遵守し県の営業時間短縮要請に応じて
営業時間の短縮等を実施した「安全・安心宣言施設」を運営する事業所へ協力金を交付されます。
要請期間
支給額

2021年1月12日〜17日（6日間）

2021年1月18日〜2月7日（21日間）

1施設1日あたり4万円（最大24万円）

1施設1日あたり６万円（最大126万円）

お問合せ 愛知県感染防止対策協力金

コールセンター

052-228-7310

＜一時支援金について＞
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上
が50％以上減少した中小法人・個人事業者等に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」が給付され
ます。なお、上記愛知県感染防止対策協力金の要請を受けている飲食店は給付対象外となります。
給付対象 前年又は前々年比で2021年1月、２月、または３月の売上が50％以上減少した下記事業者
飲食店・食品加工・製造事業者・器具・備品事業者・サービス事業者・流通関連事業者・生産者・主に
対面で個人向け商品・サービスの提供を行う事業者、上記事業者への商品・サービスを提供を行う事業者

給 付 額 前年又は前々年の対象期間の合計売上−2021年の対象月の売上×3か月
上
限 中小企業等 60万円
個人事業者等 30万円

※申請受付開始は3月初旬予定となっております。詳しくは経済産業省HPをご覧ください。

＜上記2つの対象とならない中小事業者向け安城市支援事業＞
愛知県感染防止対策協力金や国の一時支援金などの対象とならず、売上が減少した市内で事業を営む中小
企業事業者を対象として安城市より支援金を交付予定です。詳細は今後の公表予定となっております。
令和３年度

安城商工会議所検定試験日程表

日本商工会議所主催検定

回数

日商珠算
（そろばん）

222
223
224
158

簿記検定

試験日

申込受付期間

受講料

6 月 27日（日）
10 月 24日（日）
2 月 13日（日）

5 月10 日（月）〜 5 月 27日（木）
9 月 6 日（月）〜 9 月 24日（金）
12 月 20日（月）〜 1 月 13日（木）

1級 2,340円
2級 1,730円
3級 1,530円

窓 口： 4 月26 日（月）〜 5 月 14 日（金）
6 月 13日（日） ネット： 4 月26 日（月）〜 5 月15 日（土）

159

11 月 21日（日）

窓 口：10月 5 日（火）〜10 月22 日（金）
ネット：10月 5 日（火）〜10 月 23日（土）

160

2 月 27日（日）

窓 口： 1 月 11日（火）〜 1 月 28日（金）
ネット： 1 月 11日（火）〜 1 月 29日（土）

1級 7,850円
2級 4,720円
3級 2,850円

※第160回簿記検定においては１級の試験は行いません。
＊窓口受付時間：平日8時30分〜17時30分 簿記検定インターネット申込は土日も２４時間受付可能です＊

右記の東京商工会議所主催検定試験は
すべてIBT方式(インターネット経由方式)で実施します。
詳細は3月に公表予定となります。

東海税理士会
刈谷支部 安城部会

TEL 77-3636

●カラーコーディネーター検定試験
●福祉住環境コーディネーター検定試験
●環境社会検定試験（ｅｃｏ検定）

●ビジネス実務法務検定試験
●ＢＡＴ
ＩＣ
（国際会計検定）
●ビジネスマネジャー検定試験）

『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
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−

特集

補助金 採択者の声

小規模事業者持続化補助金において、当所経営指導員による申請書作成支援や計画のブラッシュアップ等を活
用され、見事採択された3事業所をご紹介します。

「ハイエース 総合パーツカタログ」制作による
新規販路開拓

小規模事業者持続化補助金
一般型

当社は、ミニバン&1BOXカーのカスタムパーツブランド｢Genb(玄武)｣の企画・開発・販
売を行っています。取扱品の半数以上が製品選択や装着に専門知識を要するサスペンション
関連部品であることから、一般顧客は自動車ディーラーやカーショップを介して購入してい
ました。しかし新型コロナウイルス感染症の影響により、顧客と店員が対面になる専門店で
の取り付けを避ける傾向が顕著に現れたため、当社製品を購入できずにいるDIYユーザーの
獲得が課題となりました。今回の補助金採択にあたり、｢一般ユーザーにもわかりやすく｣を
コンセプトにした「ハイエース総合パーツカタログ」を制作。雑誌社主催のイベントやウェ
ブサイトを通じて無料配布することで、購入をためらっていた顧客層への販路開拓を推進し、
三河地区を代表するカスタムパーツメーカーと
販路
事業所名：㈱ムーンフェイス
企業
担当者名：榊原 彩
開拓 製品カタログ制作
して、さらなるブランド力の向上を図ります。
DATA
所 在 地：上条町西荒井24
内容

自社ＰＲ＆かずいろナビゲーション主要化事業で
新規顧客開拓

小規模事業者持続化補助金
一般型

当社は、セミナー講師業、講師養成、セラピスト養成、支援を実施しています。
自社をPRするツールとしてホームページを保有していましたが、代表者自身が独学で制作
したものであり、デザイン、事業に関するPRが不十分な中身であること、また自身で開発し
たオリジナルコミニュケーションツール「かずいろナビゲーション」を自社の柱となる事業
にすることが課題でした。
今回の補助金採択により、ホームページリニューアルと専門家を活用して「かずいろナビ
ゲーション」を「ヒト関係性分析かずいろ」と改め再構築するコンサルティングを受けて、
自社PRの強化と「ヒト関係性分析かずいろ」として主要事業化を図り、新規顧客開拓、業績
向上を図ります。
事業所名：ソーシャルアゲージョラボラトリー 販路 ホームページ
企業
担当者名：藤川 佐智子
開拓 リニューアル
DATA
所 在 地：住吉町
内容

ペーパーカウンター導入による仕分け作業効率化

小規模事業者持続化補助金
コロナ特別対応型

当社は、Yahoo・Googleの正規代理店としてWEB広告やWEB制作、ポスティング業務
などを行っている会社です。昨年の今頃、新型コロナの影響で売上の減少やスタッフの感染
リスクなど、心配と不安で精神的に滅入っていたところ「小規模事業者持続化補助金」の制
度を知りました。
補助金の資料に記載されている内容や記入の仕方など、難解な箇所を安城商工会議所に問
い合わせたところ、担当の方にとても分かりやすくご指導いただきました。
ペーパーカウンターの導入後は、今まで複数人で行っていたチラシの仕分け作業が１人で行
えるようになり業務の効率が上がり、さらに作業時の密も避けることができてコロナウイル
ス感染予防対策になっております。本補助金を
事業所名：有限会社サワツーエージェンシー
有効に使わせていただき感謝致しております。 企業
導入 ペーパーカウンター
担当者名：澤田 美幸
DATA
設備
ありがとうございました。
所 在 地：緑町1丁目11-6
｢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。令和3年度も実施される見通しです。補助金を活用して売上アップを目
指してみませんか。

− ６−

あんじょう商工会議所

第４４回安城桜まつり

2021年の祝日が移動します

今年も安城公園をはじめ、市内４ヶ所で安城
桜まつりを開催します。桜まつりに合わせて写
真コンテストを開催いたします。

オリンピック・パラリンピック開催にあわせ
て2021年の国民の祝日3つが移動します。また
「山の日」が日曜日のため8月9日㈪が振替休日
となります。

期
場

間 ３月19日㈮〜４月11日㈰
所 安城公園、城山公園、日の出公園、
半場川沿い

＜写真コンテスト＞
内
容 市内の桜を撮影したもので、未発表の
写真
お問合せ ※４月12日㈪までに、応募用紙を貼っ
た作品を持参か郵送（消印有効）で商
工課まで提出ください。応募用紙は商
工課・市観光協会HPで配布予定。
安城市観光協会（市商工課内）
TEL:71-2235
※感染症拡大状況により中止や日程内容が変更に
なる場合があります。

7/19 ⇒

7/22 ㈭

スポーツの日 10/11 ⇒

7/23 ㈮

山の日

8/8 日㈰

海の日

（オリンピック開会式）

8/11 ⇒

（オリンピック閉会式）

8/9 ㈪

振替休日

令和３年４月１日より 税込価格表示（総額表示）が義務化
平成25年10月に施行された消費税転嫁対策特別措置法により令和３年３月31日までは税抜き価格のみ
の表示でも、注釈として「価格税抜」などと表示していれば総額表示をしなくてもよい特例が定められ
ていますが令和3年4月1日より税込価格表示（総額表示）が義務化となります。

対象媒体
●値札、商品陳列棚、店内表示、
商品カタログ等への価格表示
●商品のパッケージなどへ印字、
あるいは貼付した価格表示
●新聞折込広告、ダイレクトメール

総額表示例
10,780円

10,780円(うち税980円)

10,780円(税抜価格9,800円、税980円)
9,800円（税込10,780円）

税込価格が明瞭に表示されていれば
消費税額や税抜価格を併せて表示可能

●新聞、
雑誌、
テレビ、
ホームページ、
広告 •ポスター など

10,780円(税込)

10,780円(税抜価格9,800円)

などにより配布するチラシ
電子メール等の媒体を利用した

＜税込価格10,780円（税率10％）の商品例＞

総額表示に《該当しない》表示価格

9,800円(税抜) 9,800円(本体価格) 9,800円＋税

“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
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活動報告ダイジェスト
版
三河地域新幹線駅利用促進期成同盟会

JR東海へ要望書を提出

︽要望項目︾

三河地域の18市町村の行政、商工会議所・商工会
で組織する「三河地域新幹線駅利用促進期成同盟会
（副会長:神谷安城市長、参与:沓名会頭)」は、令和
２年度の活動として１月26日㈫にJR東海へ要望書を
提出しました。当日は同盟会会長の中根岡崎市長、
副会長の浅井豊橋市長、神谷安城市長より以下の要
望事項を行いました。
１ 東海道新幹線「ひかり号」の増便・停車
⑴ 豊橋駅における１時間に１本の停車
⑵ 三河安城駅における停車
２ 東海道新幹線「こだま号」の増便

税務研修会
個人事業主や個人事業の経理担当者などを対象と
した税務研修会を1月28日㈭に開催しました。
当日は刈谷税務署個人課税部門の方をお招きし、
令和２年度の主な税制改正や新型コロナ特例法に関
する特例措置について、決算書・確定申告の作成ポ
イント、赤字による損失繰越や申告書の書き方、仕
組みなど税務に関する重要なポイントについてご教
授いただきました。
受講者は令和2年度の税制改正のポイントや申告
時の赤字繰越の際のポイントについて理解を深めま
した。

− ８−

あんじょう商工会議所

安城南高校との企業研究会
１月28日㈭に愛知県立安城南高等学校との企業研
究会を開催しました。
当日は、地元企業６社の採用担当の方などをお呼
びし、就職希望の学生(２年生／約70名)に、企業概
要や先輩社員の活躍、企業が求める人物像など就職
活動を進めていく上で参考となる内容についてご講
話いただきました。
今回の企業研究会を通じて、地元企業に対する見
識を深めていくとともに、次年度に向けた就職に対
する意識づけを行い、学生たちは企業の話に対して
熱心に耳を傾けていました。

安城商工会議所部会・委員会開催
建設部会および中小企業委員会は対面とオンライ
ン会議を活用したハイブリッド開催、交通運輸部会
および運営委員会は対面で、工業部会、商業部会、
観光サービス部会、金融部会、広報委員会、雇用労
働委員会は書面表決にて部会を開催しました。
各部会・委員会では令和2年度事業報告や令和3年
度事業計画案、コロナ禍における観光振興と事業者
支援を盛り込んだ行政への意見要望などが議題とし
てあがりました。様々な意見をいただくとともに、
すべての議題について承認をいただきました。

経済講演会
日本銀行名古屋支店長の加藤毅氏を講師にお招き
し、２月３日㈬に経済講演会「最近の金融経済情勢
と今後の展望」を開催。当日は感染拡大予防に十分
配慮し、入場制限を行い51名の方々にご聴講いただ
きました。
加藤支店長は、コロナ禍にある世界経済及び東海
経済の現状を示した上で、今後の展望を分析。国の
追加経済対策や日本銀行の新型コロナ対応について
説明され、さらなる成長に向けて、デジタル技術の
積極的な活用等の取り組みが必要であると話されま
した。

製造原価セミナー
当所工業部会と(一社)刈谷労働基準協会安城支部は、
製造原価セミナー「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〜」
を2月16日㈫に対面及びオンラインで開催しました。
当日は㈱アイリンクの照井清一氏をお招きし、現場
で発生する費用と原価の関係や原価の仕組みについて
事例を基にご教授いただきました。また、経営革新計
画の制度や策定のポイントについて説明いただきまし
た。
受講者はアワーレートの計算の仕方や個別原価計算な
どの製造原価に関する基礎について理解を深めました。

事業承継セミナー
安城市内の金融機関および東海税理士会刈谷支部安
城部会の協力のもと、2月10日㈬に事業承継セミナー
を対面とオンライン会議を活用したハイブリッドにて
開催しました。
当日はヘルスメーターのタニタ創業ファミリーであ
るヘルスケアオンライン㈱の谷田昭吾氏をお招きし、
「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〜」をテーマにタニタの事業承継の歴史を振
り返りながら事業承継のポイントなどについてご教授
いただきました。受講者は事業承継を行う上で重要な
ポイントなどについて理解を深めました。

青色決算・所得税申告相談会
青色申告を行う個人事業主を対象に、2月22日㈪、
24日㈬、25日㈭、26日㈮に青色決算・所得税申告個
別相談会を事前予約制にて開催しました。
当日は委託税理士ならびに当所経営指導員が、
個々に作成された決算書や確定申告書の確認および
記載方法や計算方法などについて指導を行い、また
24日には税務署職員によるe-Taxの申告窓口を設け
ました。
会員事業所をはじめとした多くの事業所の方々に
ご利用いただき、青色決算・所得税申告に関する
様々な悩みを解消いただきました。

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/

nail salon ViNail
プライベートネイルサロンで、癒しのひと時を。
今回は、里町にある「nail salon ViNail（ネイルサロン ビネイル）をご紹介します。
元々、会社員だったオーナーの瀬野さんは自身のネイルをサロンでやってもらってい
たそうですが価格が高く、次第にセルフネイルをやるようになったそうです。好きなこ
とを仕事にしたい、そんな想いもあり自宅でプライベートサロンを開業。瀬野さん自身
も子供が大好きで、子連れのお客様でも通いやすいように施術中は子供が飽きないよ
うにおもちゃの設置や、テレビ鑑賞ができる空間になっています。またリーズナブルな価格で、西三河地区や遠方から足を運
んでくださるお客様もいらっしゃるそう。ちょっとしたお悩み相談や、ゆったりした時間が過ごせるのがプライベートサロン
ならではの特権。価格はクリア3,500円〜アート5,500円（いずれも税込、４月からの価格になります。他ハンドネイルの価格、
フットネイルの価格等はHPをご確認下さい）。
「価格が高くて通いづらい」
「小さい子供がいてネイルがしたくても時間が取れ
ない」などそういった悩みを抱えたお客様に少しでもネイルの楽しさを感じてほしいと素敵な笑顔で対応してくださった瀬
野さん。皆さんの手元を素敵にしてくれる「nail salon ViNail」で指先からキレイになって毎日を笑顔で過ごしてみませんか。
所 在 地
電
話
営業時間
H

P

里町池ノ浦1-46
080-6967-6008
平日 3月 12時〜13時/17時〜19時
リピーター様は
4月以降 9時〜16時/ 夕方以降の対応可
土日 8時30分〜18時
https://nailbook.jp/nail-salon/28158/

★
柿田
公園
大道
なかよし
公園
東栄町
東海

道

（三村）

Orange Pekoe（オレンジ ペコ）
地元の方々に愛されるカフェレストラン
今回は、浜富町にあります「Orange Pekoe」を紹介します。同店はモーニングからディ
ナーまで通しで営業しているカフェレストランです。その店内はオレンジ色が特徴的で、ま
た魚達が泳いでいる大きな水槽があり、癒しの空間を演出しています。
メニューは洋食が中心で、手作りの料理にこだわっており、1つ1つのメニューに固定の
ファンがついているそうです。その中でもペコランチはナポリタン、手ごねハンバーグ、海
老フライ、蟹クリームコロッケにライス、サラダ、スープ、さらに、ドリンク、デザートもセッ
トになっているスペシャルランチとなっており、大満足な内容になっています！
その他にもお手軽に人気メニューを食べられるテイクアウトも行っています。現在はミックス弁当と油淋鶏弁当があ
り、どちらも人気のお弁当になっています。また、インスタグラムなどで新しいメニュー・お弁当のお知らせをしています
のでそちらもご覧ください！
老若男女、お一人様、団体様、また地元の方々に気楽にご利用頂いてる、オレンジペコをぜひご利用下さい!
（安城コロナワールド横）
浜富町12-1
（駐車場有）
76-1100
月〜水 8:30〜18:00 金〜日 8:30〜22:00（L.O.30分前）

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

nail salon ViNail

Orange Pekoe

TEL 080-6967-6008

TEL 76-1100

クーポン利用で

日の出
公園

※時短要請中は全日8:30〜18:00で営業

定 休 日 木曜日（祝日の場合8:30〜18:00で営業）
H
P https://orangepekoe-anjo.com

Coupon

名鉄西尾線

所 在 地
電
話
営業時間

Coupon

お食事された方全員に

500円引き

プチデザート
サービス

◯有効期限：2021年4月末日まで

◯有効期限：2021年4月末日まで

(11:00〜使用可)

安城東
公園
上条町千度
幹線

道新

法連町

コロナ
ワールド

★

法連町南
浜富町南

（松浦）

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

東海

南安城駅

286

女性会だより

2021.3 弥生

掲 示 板

一年を振り返って
総務広報委員会

鈴木 恵子

コロナ禍で各委員会活動が難しく、異例の一年となりました。この一年、私は総
務広報委員会で活動させていただき、会報誌女性会だよりの原稿作りに携わりま
した。構成、配置、編集の難しさを痛感致しました。畔栁会長、担当役員の方々、数
少ない委員会メンバーではありましたが、皆様と力を合わせ、活動したからこそ得
られる喜びもあり、感謝しています。
一年間ありがとうございました。来年度も女性会が心豊かに発展することを
願っています。

交流研修委員長

稲垣 三枝子

【開催日】 令和3年3月21日㈰
【場 所】 グランドティアラ安城

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
発行部数
配布先
掲載枠
掲載料

特
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典

毎月1日発行の会報「あんじょう」
毎月2,950部
当所会員事業所、行政機関、主要交通
機関 など
1小間 たて4.5ｃｍ × よこ8.4ｃｍ
●裏面裏広告（カラー）
年間85,800円（税込）
※1ヶ月単価：7,150円（税込）
●内面広告（モノクロ）
年間68,640円（税込）
※1ヵ月単価：5,720円（税込）
商工会館1階のデジタルサイネージに
無料で広告掲出します。

あんじょう商工会議所

女性会会員

安城商工会議所会報誌
広告掲載事業所募集！

柳

本年度はコロナ禍において安城市２大イベントの「安城七夕まつり」
「元気フェ
スタ」が開催中止となりました。委員会としては「手話＋クリスマスリース作り講
座」を可能な限りの感染防止対策を実施したうえで人数制限を設け、開催するこ
とが出来ました。一日も早いコロナ禍収束を委員会一同願うと共に、会員の皆様
の御協力に心より感謝申し上げます。

川

迫間 よし子

会員募集中
コロナ禍で
思い出になりし
満員電車

七夕元気特別委員長

●婚活パーティー

この時期に
何が自分に
出来るやら

令和2年度の女性会行事は新型コロナウイルス感染拡大の影響をうけ、総会、
イベント開催など様々な活動の自粛を余儀なくされてきましたが、その様な中で、
9月8日に安全対策を最優先して、寄せ植え講座を実施することができました。集
まることが出来ない中、久しぶりに会員同士が顔を合わせ、楽しそうにされている
姿があり、これこそが女性会組織の強化に繋がるのではないかと強く思いました。
ウイルスの脅威で社会状況は激しく変動していますが、この様な時代にこそ前向
きの明るさを持って乗り越えていく時ではないかと感じました。本年度の行事に
対し、ご多忙の中ご参加いただきました皆様に感謝申し上げます。

▲安城警察署様より交通安全啓蒙
活動への感謝状をいただきました

〜安城警察署からのお知らせ〜

非行の芽 はやめにつもう みな我が子

〜「楽して稼げる」は特殊詐欺への誘い！〜
＜少年を特殊詐欺に加担させない＞
最近、少年が特殊詐欺の現金受け取り役をして、逮捕
される事案が発生しています。
「現金の受け取りだけ
で簡単に稼げる」などという高額アルバイトの誘いに
のると、重大な犯罪に加担する恐れがあります。
●小遣い以上にお金をもっていないか、高額な所持品
をもっていないか
●スーツ姿で出かけないか
●子供のアルバイト先はどこか
などに注意して、家庭や地域で
少年が犯罪に巻き込まれない
ように見守りましょう。

令和2年度青年部活動総括
令和２年度安城商工会議所青年部会長を務めさせていただいております畔柳直道
と申します。平素は我々が進めております青年部活動に温かいご理解をいただきお
礼申し上げます。
さて、昨年より続いております新型コロナウイルス感染症の感染拡大により多くの
皆様が不自由な生活を送られ、我々青年部の活動と致しましても今まで当たり前の
様に顔を合わせての活動が難しい状況となりました。
また、毎年8月に開催されます安城七夕まつりも開催が 難しい状況となってしま
い、また私どもが主幹を務めさせて頂いております安城元気フェスタも中止となって
しまいました。
令和2年度はコロナ一色ではありましたが今年度を振り返ってみると、昨年４月の

令和2年度 青年部会長
畔柳 直道

緊急事態宣言が発令されたときには、何か出来ることはないかと考え、我々は異業種の集まりであるが故に仲
間、そして青年部を卒業された方達のお力をお借りし、そのころ入手が困難でありましたマスクを安城市へ寄
贈させて頂きました。
また、例会でもユーチューブ等のインターネットを活用した会議や事業を行い、仲間同士で使用出来るクー
ポン券の発行等、今出来ることを模索しながら活動を進めてまいりました。
この国難とも言える状況が一日も早く収束することを願うばかりではございますが、地域の皆さまと力を合
わせてこの状況を乗り越えて行きたいと思います。
今後とも安城商工会議所青年部を宜しくお願い致します。

リモート会議開始！
毎月行っている役員会を2月からハイブリット方式で
開始いたしました。試験的に開始をしてみましたが、参
加者からも好評でありました。令和3年度もコロナ禍が
続くと予想されるため、今後も対面とリモート参加の両
方で対応できるようにし、今後の青年部活動を話し合っ
ていきます。

トーク

元気ノ助のメールで投句

シェーン︵ 才・錦町︶

ちょっと待て 待てよ行くなよ 行っちゃった

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

60

ー臨時総会ー

臨時総会を下記のとおり開催します。
○日

時 令和３年３月２２〜２５日

○場

所 WEB審議

○内

容 臨時総会は、令和３年度の事業計画書並びに
収支予算について審議いたします。新型コロ
ナウイルスの影響を鑑み、WEBでの審議を行
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

おすすめ
WEBセミナー

START!

新入社員研修向けセミナー特集

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
らどこでも何度でも無料で視聴が可能です。今回は各事業所様にて、新入社員教育に活用いただけるWEBセ
ミナーをピックアップしました。ビジネスマナーやコミュニケーションなど様々なジャンルがありますのでご活
用ください。

ジャンル
ビジネスマナー

コミュニケーション

マインド
電話応対

文書作成

パソコンスキル

WEB会議

タイトル

時間

これだけは知っておきたいビジネスマナー1〜4

29分〜59分

新入社員向けビジネスマナー
お客様に信頼される社員になる3つの切り札

38分

ビジネスマナーの基礎講座
〜見直そう！正しい作法と話し方〜

86分

相手を不快にさせない言葉遣いの実践講座
〜基本マナーを身につける〜

51分

感じのよい話し方講座〜思いを伝える言葉づかいとは〜

25分

「伝える」
から
「伝わる」
へ
〜
「当たり前」
を見直すだけで、人間関係は劇的に変わる！〜

41分

「すぐやる人」
になるための仕事のやり方

107分

電話応対マナー《パート1》
《パート2》

36分＋25分

ワンランク上の電話応対マナー
〜苦手意識を克服する6つのポイント〜

51分

社会人必須！
「出張報告書」
の作成から学ぶ社内文書の作り方

31分

誰も教えてくれなかった
ビジネス文書のマナーと書き方

30分

社会人なら必須！エクセルビジネス活用講座
〜日々の業務に使える〜15の技〜

38分

知って得するワード・エクセルビジネス活用術

55分

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

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
− 14−

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

︵税込︶︵税込︶
︵税込︶︵税込︶

料金

内面モノクロ広告 1小間 年間掲載料： 68,640円
1ヵ月単価： 5,720円
裏面裏カラー広告 1小間 年間掲載料： 85,800円
1ヵ月単価： 7,150円

TEL 76-5175
あんじょう商工会議所

− 15−

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︶

3

第
号

811

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︵税込︶※購買料は会費に含む

66
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