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特集1 通常議員総会を開催通常議員総会を開催

株式会社 大嶽安城
大嶽 恭仁子 氏

 ～　令和３年度「安城プレミアム商品券」取扱店募集　～
　地域経済の活性化や子育て世帯の支援を目的に「安城プレミアム商品券」を発行し
ます。本年度は2種類の券（共通券・地元応援券）が一冊セットでの販売となります。
　また、「安城プレミアム建設券」をあわせて発行いたします。取扱店の募集が開始さ
れますのでこの機会にご登録ください。詳細は会報４月号８ページをご覧ください。
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目次 経営計画作成支援、各種補助金申請支援

（登場人物）
鈴木
経営指導員

杉谷社長

　商工会議所で行う経営計画作成支援をご利用いただくと、
現状分析や新事業の戦略策定により経営改善につながりま
す。また、出来上がった経営計画をもとに、補助金申請を行う
際もサポートします。
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５日㈪　 新入社員研修＜基本コース＞ ９:30～16:30
６日㈫　 新入社員研修＜基本コース＞ ９:30～16:30
７日㈬　 新入社員研修＜製造コース＞ ９:30～16:30
21日㈬　 管理職基礎力向上 コーチングセミナー　 ９:30～16:30

＜4月開催セミナー＞
14日㈬ 金融相談(日本政策金融公庫) 10:00～12:00
15日㈭ 法律相談 13:00～16:00
23日㈮ 金融相談（愛知県信用保証協会） 13:00～16:00

＜4月定例相談会＞ ※事前予約制
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当所では、３月16日㈫に常議員会、３月30日㈫に通常議員総会をそれぞれ開催しました。
令和３年度事業計画（案）ならびに各会計収支予算（案）について審議を行い、原案通りに可決されました。

⑴コロナ禍における中小・小規模事業者の事業継続に向け
た伴走支援の実施
国・県・市などの支援施策の周知・啓蒙を通じ、各種助
成金・補助金申請や金融支援による伴走型支援事業の推
進

⑵雇用対策支援
中小・小規模事業者の人材確保、雇用維持、育成支援の
推進

⑶働き方改革を推進するための支援
中小・小規模事業者が働き方改革を推進するための啓蒙
および支援

⑷地域経済を担う中小企業等の育成・成長・発展の推進(創
業・事業承継支援）
Anjo創業支援ファームによる創業支援事業（創業セミ
ナー等）の実施
金融機関、税理士会等、各支援機関との連携による事業
承継支援事業の実施

⑸カーボンニュートラル（脱炭素社会）に向けた取組を推
進するための支援
中小・小規模事業者が国の推進するカーボンニュートラ
ルの実現に向けた取組を推進するための啓蒙および支援

⑹DX(デジタルトランスフォーメーション）を推進するた
めの支援
デジタル化による生産性向上と中小・小規模事業者が市
場の変化に対応するためのIT化推進に向けた情報提供と
支援の実施

⑴会員交流事業の実施
会員事業所間の交流・連携を高めるための交流事業の企
画・開催

⑵健康経営の啓蒙・推進
企業の持続的成長を図るために、従業員の健康支援に取
り組む活動（健康経営）に資する情報提供および事業の
実施

⑶プレミアム商品券事業の実施
コロナ禍による地域経済の落ち込みを下支えするプレミ
アム商品券事業の実施

⑴国、県、市に対する要望活動
中小企業対策、インフラ整備、カーボンニュートラル投
資促進税制などの税制
改正、地域経済活性化等の要望活動の実施

⑵市政に対する提言・要望活動
市幹部および市議会議員との意見交換会を通じた提言・
要望活動の実施

⑶新幹線「ひかり」停車に対する活動
三河地域新幹線駅利用促進期成同盟会と連携し、三河安
城駅へ新幹線「ひかり」停車を実現するための活動の実
施

⑴職員のスキルアップ
経営発達支援事業を実施するための職員の資質向上の推
進

⑵現場主義、商工会議所活動の見える化
会員訪問強化と会議所活動の認知度向上および情報提供
の一層の強化

⑶カーボンニュートラル（脱炭素社会）に向けた取組み
消費電力の少ない設備の導入などによるCO₂排出量削減
の推進

⑷組織基盤の強化
会員増強・共済事業・検定事業・労働保険事業の推進

安城商工会議所　令和３年度重点事業

安城商工会議所通常議員総会を開催!!
～令和3年度事業計画・収支予算決まる!!～

１．中小企業・小規模事業者に対する支援

２．地域活性化事業の推進

３．地域経済振興に関する意見・要望活動の推進

４．商工会議所活動の進化

特集
1



－５－あんじょう商工会議所

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3年度無料税務相談』
　  毎月第１水曜日（休日の場合は翌日）　市役所相談室（北庁舎１階）場時
４月７日㈬ ５月６日㈭ ６月２日㈬ ７月７日㈬ ８月４日㈬ ９月１日㈬

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

退
任
の
ご
挨
拶

　このたび、３月31日㈬をもちまして、
安城商工会議所の副会頭を退任いた
しました。
　副会頭としての６年間は公私にわた
り格別のご支援、ご厚情を賜りありが
とうございました。
　今後も皆様の健康と益々のご活躍、
そして安城市のさらなる発展を心よ
りお祈りし、退任の挨拶といたします。

　このたび、３月31日㈬をもちまして、
安城商工会議所の常務理事を退任い
たしました。
　職員として常務理事として在職・在
任中は公私にわたり格別のご支援、ご
厚情を賜りありがとうございました。
　今後会員企業の皆様の益々のご発
展をお祈りいたします。誠にありがと
うございました。

前副会頭
中村 一教

前常務理事
菊池　修

令和3年度　安城商工会議所収支予算

雑費・予備費
3,793

積立金
26,000

◆収入の部

◆支出の部

会費・特商会費

事業収入・事業負担

補助金

雑収入・その他

繰越金

収入合計

59,101

98,000

70,600

4,132

32,200

264,033

58,841

91,665

61,200

4,327

30,560

246,593

260

6,335

9,400

▲ 195

1,640

17,440

科目 令和３年度 令和２年度 比較増減

（単位：千円）

（単位：千円）

収入の部
264,033

支出の部
264,033

一般事業費
92,510

給与費 92,520

福利厚生費
16,340

旅費 
1,370

事務費
24,750

会議費
2,700

交際・分担・
渉外4,050

会費・特商会費
59,101

事業収入・事業負担
98,000

補助金
70,600

雑収入・その他
4,132 繰越金

32,200

一般事業費

給与費

福利厚生費

旅費

事務費

会議費

交際・分担・渉外

雑費・予備費

積立金

支出合計

92,510

92,520

16,340

1,370

24,750

2,700

4,050

3,793

26,000

264,033

76,490

98,720

16,020

1,470

17,420

2,700

4,050

3,773

25,950

246,593

16,020

▲ 6,200

320

▲ 100

7,330

0

0

20

50

17,440

科目 令和３年度 令和２年度 比較増減
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商工会議所からのおしらせ

三方良しの『 健 康 経 営 』『 健 康 経 営 』
　令和3年3月4日付けで「健康経営優良法人2021」が発表されました。5回目となる今回は、大規模法人
部門（上位法人には「ホワイト500」の冠を付加）に1801法人が、中小規模法人部門に7934法人（上位法人
には「ブライト500」の冠を付加）が、日本健康会議より認定されています。
　当所も２年連続で「優良法人（中小規模法人部門）」に認定され、引き続き三方良しの健康経営を推進し
てまいります。また、今年度より当所独自で「健康経営宣言企業」の募集を行います。詳細は今月号折込チラ
シをご覧ください。

＜大規模法人部門＞
＜ホワイト500＞　●中央精機㈱ ●㈱デンソーエレクトロニクス ●㈱ニッセイ
●あいち中央農業協同組合 ●㈱デンソーエアシステムズ ●万能工業㈱

パートナーシップ構築宣言

　パートナーシップ構築宣言とは、取引先とパート
ナーシップを強化するなど「新たな共存共栄関係の
構築」を企業の代表者名で宣言するものです。取引
条件のしわ寄せ防止やサプライチェーン全体での付
加価値向上、規模・系列等を越えたオープンイノ
ベーションなど新たな連携促進を目指す取組です。
＜宣言の効果・メリット＞ 
・法令違反の予防、取引先との信頼関係強化
　サプライチェーン全体のデジタル化と競争力向上
・共存共栄関係を築こうとする会社(ホワイト企業)
と認知されるようになる

・取引先に価格協議を申し入れるきっかけとなる
・イコールパートナーとして新たな取引が生まれる
＜宣言方法＞下記専用ポータルサイト
　から宣言文をダウンロード
【HP】https://www.biz-partnership.jp

＜ブライト500＞　●㈱中島製作所
● ㈱浅賀井製作所
● エィ・エス機工㈱
● ㈱岡田煉瓦製造所
● オノウチ精工㈱
● キンショー・インク㈱
● ㈱クサカ
● ㈱近藤工作所
● ㈱里組
● サン・シールド㈱

● ㈱サンワ
● 新英運輸㈱
● 新英エコライフ㈱
● 新英金属㈱
● 新英ホールディングス㈱
● ㈱タキオン
● 玉井建設㈱
● ㈱玉井設計
● ㈱ティーエスケー
● ㈱東海石油

● ㈱東海特装車
● ㈱東広
● ㈱ナルセコーポレーション
● ㈱はちどり
● ㈱フクテック
● 富士産業㈱
● ㈱碧香園
● 丸中鍛工㈱
● 山加開発㈲
● 山喜工業㈲

日本商工会議所より
組織強化表彰を受賞！

　３月18日㈭に開催された日本商工会議所会員総会
にて当所および16会議所（全国515会議所のうち）
が組織強化表彰を受賞しました。
　引き続き会員紹介キャンペーン等の取り組みをし
てまいりますのでご協力をよろしくお願いいたします。

＜中小規模法人部門＞

※今回認定された安城市内に本社を持つ当所会員事業所
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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 ！！

愛知県感染防止対策協力金（２/８～３/21実施分）　申請期限４月23日㈮まで
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、各業界・団体が作成した感染予防の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
へ協力金が交付されます。

要 請 期 間

支 給 額

対　  象

2021年２月８日～28日（21日間）

１施設１日あたり６万円（最大126万円）

県内の営業時間短縮要請を受けた飲食店等を運営する事業所

１施設１日あたり４万円（最大84万円）

2021年３月１日～３月21日（21日間）

【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　申請期限５月31日㈪まで
　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・個人事業者等の皆様に、｢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。

【お問合せ】　 一時支援金相談窓口　TEL:0120-211-240

対 象 月

支 給 額

上　  限

申 請 方 法

2021年1月～3月の任意の月

2019年又は2020年の対象期間の合計売上－2021年の対象月の売上×3か月

中小法人等：60万円　　　個人事業主：30万円

WEBサイトから申請または申請サポート会場

安城市中小企業者等緊急支援金　申請期限６月30日㈬まで
　愛知県感染防止対策協力金および一時支援金の対象とならず、売上が50％以上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が交付されます。

対　  象

支 給 額

申 請 方 法

・令和３年１月１日時点で安城市内に住所、本店、事業所のいずれかがある中小企業者、個人
事業主、特定非営利活動法人、社会福祉法人、学校法人、社団法人、財団法人等の各種法人

・令和３年１月１日以前に開業し、現在も営業をしている
・令和３年１月、２月又は３月の売上が前年または前々年同月の売上より50％以上減少

１事業所あたり10万円（事業所が複数ある場合でも１回のみの申請となります）

安城市公式サイトより申請用紙をダウンロードし原則郵送にて申請

右記すべてに
該当する場合に
対象

【お問合せ】　 安城市商工課　緊急支援金担当　TEL:0566-76-2800
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令和３年度「安城プレミアム商品券」の取扱店を募集します
本年度は券種が変わります

　安城市は、新型コロナウイルス感染症により、厳しい経営状況にある飲食店や小売店等への支援及び子
育て世帯の支援、地域経済の活性化を図るため、「安城プレミアム商品券」を発行します。
　また、建設事業者を支援する「安城プレミアム建設券」も当所が同時に発行します。
　実施内容をご確認のうえ、ぜひ取扱店としてご登録ください。

利 用 期 間 令和3年8月6日㈮～令和4年1月31日㈪

●発 行 額 ：9億6,000万円、プレミアム率20％
●販売冊数：16万冊、５月末～６月中旬に購入申込を予定
●１冊5,000円（額面6,000円)、1,000円券の6枚綴り
　全ての取扱店で利用可能な「共通券」3枚
　中小の個店のみで利用可能な「地元応援券」3枚
※今回は、2種類の券（共通券・地元応援券）を１冊に組み合わせた仕様と
　なり、チェーン店・FC店・大型店は共通券のみの取扱となります。
●購入限度：お一人6冊（3万円）まで、申込み多数の場合は抽選を実施

●発 行 額（見込み）：3億6,000万円
●1冊10,000円（｢地元応援券」1,000円×10枚）
　下記のいずれにも該当する者の保護者に児童一人あたり1冊を支給
　①平成１５年４月２日以降に生まれた児童
　②安城市の住民基本台帳に記録されている児童

令和3年4月20日㈫～5月10日㈪
登録料及び換金手数料無料
●令和2年度実施の同様の事業に参加された事業所へは申込書を郵送します。
●専用ウェブサイト（https://anjo-premium.jp/）からも申込できます。

販売分の概要

子 育て世帯
支援分の概要

商品券取扱店
募 集 期 間

1.安城プレミアム商品券（実施主体：安城市）

利 用 期 間
令和3年7月1日㈭～令和4年1月31日㈪
※利用期間内に着工し、しゅん工すること

●発 行 額 ：1億8,000万円、プレミアム率20％
●販売口数：3,000口、5月末から取扱店を通して購入申込受付
●1口50,000円（額面60,000円）
●購入限度：お一人5口（額面30万円）まで、一世帯で一申請限り
　１次申込における取扱店ごとの取扱上限額は1,000万円まで
　申込み多数の場合は抽選を実施

令和3年4月5日㈪～4月19日㈪
当所会員は登録料及び換金手数料無料

建設券の概要

建設券取扱店
募 集 期 間

2.安城プレミアム建設券（実施主体：安城商工会議所）

　安城プレミアム商品券の発行にあわせて、当所会員事業所への商品券利用促進・販売促進を目的に当
所独自のキャンペーンを実施いたします。キャンペーンの詳細は5月号会報にて折込いたしますので、
ぜひご参加ください。

３.安城プレミアム商品券　利用促進キャンペーン実施（実施主体：安城商工会議所）

※上記２つの募集期間を過ぎた申込は、購入募集チラシには掲載されませんが、７月末まで取扱店の登録が可能です。
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活動報告ダイジェスト版

安城企業説明会「ANJOB」
　雇用対策事業の一環として、刈谷公共職業安定所
および安城市の協力のもと、3月11日㈭に安城企業説
明会｢ANJOB｣を新型コロナウイルス感染症対策を
講じながら開催しました。
　当日は対面にて求職者との出逢いを求める安城市
内の事業所15社に出展いただき、各企業はそれぞれ
のブース内にて求職者に対して採用の説明や面談等
を行いました。
　2022年卒業の方や卒業後3年以内の方、中途の方
など、就職や転職を考えている合計118名にご来場い
ただきました。

常議員会
　当所正副会頭・筆頭常議員・常議員・監事の計30
名の出席を得て、3月16日㈫に常議員会を開催しまし
た。
　当日は｢定款変更（書面や代理人による表決が可
能)｣や｢令和3年度安城商工会議所事業計画｣、｢令和
3年度安城商工会議所収支予算｣、｢安城市に対する要
望書｣、｢1～2月の新入会員の承認｣の計５つの議案
について承認がなされました。
　また、｢役員の異動｣や「議員の職務を行うものの変
更」についてなど計３項目について報告がなされまし
た。

消費税申告個別相談会
　個人事業主の方を対象とした消費税申告個別相談
会を3月17日㈬に3密を防ぐため完全予約制にて開催
しました。
　当日は、当所委託税理士ならびに経営指導員が、
消費税の本則課税、簡易課税について決算書類等を
確認の上、確定申告書の作成指導を行ったほか、申
告に関する様々な相談に応じました。
　会員事業所をはじめとした多くの事業所の方々に
ご利用いただくとともに、消費税申告や確定申告に
関する様々な悩みを解消いただきました。

婚活パーティーin安城
　当所主催、当所女性会主管、安城市後援のもと、
3月21日㈰に婚活パーティーin安城～真剣な出会い、
3・2・1・Go！～をホテルグランドティアラ安城
にて開催しました。
　当日は男性・女性ともに1名ずつの欠席があり、
男性19名、女性19名の合計38名のご参加となりまし
た。参加者は自己紹介タイムや、フリートークタイ
ムを通じて親睦を深めていました。
　今回のパーティーでは合計6組のカップルが誕生
し、誕生したカップルには女性会会員事業所の飲食
店で利用できる食事券がプレゼントされました。



ホームページにも掲載中　https://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

●所 在 地 日の出町10-7 サンライズ122東1
●電　　話 93-4610
●営業時間 月～水　15:00～18:00
　 金・土　11:00～18:00
●休　　日 日・木・祝
●H 　  P   https://neji.speeaker.com/

　今回ご紹介するのは、名鉄西尾線「南安城駅」から徒歩５分の隠れ家的な場所にあるCafe＆
Delica  NEJIさんです。店内に入るとショーケースが目に入ってきます。その中にはお肉好きに
はたまらないローストビーフやキッシュ、デリカなど、彩とりどりの商品が並んでおり、イートイ
ン・テイクアウトどちらもご利用できます。おススメは松坂牛などブランド雌牛A5を使用した
ローストビーフ！NEJI独自の製法で作られており「スライス」での購入や「ローストビーフ」「松坂
牛のとろけるローストビーフ丼」としても楽しめます。また最近は「うま辛スパイスカレーチキン」「デリカ」など食事の一品や
自分へのをご褒美としてテイクアウトで利用されることが多く、お客様からも好評だそうです。店長の村澤さんは「見て幸せ・
食べて幸せ・贈って幸せ」になって欲しいという気持ちを込めて、お子様から高齢の方まで幅広く楽しめるよう、保存料などを
使わない、安全安心の手作りのおいしいメニューを提供しています。店舗になかなか来れない方のために4月からグランド
ティアラ安城横で開催される「GRAND KITCHEN ANJO」にて３種類のテイクアウト（ローストビーフ＆ローストポーク丼、
しぐれ煮丼、スモークビーフサンド）を出張販売します。おいしいご飯を食べたい方はNEJIさんをご利用下さい。

Cafe＆Delica  NEJI
お店やご自宅で絶品ローストビーフを楽しめるお店

（神谷） 南安城駅

南安城駅北

朝日町東

日の出町南

日の出
公園

南安城駅
★

名
鉄
西
尾
線

●所 在 地 昭和町17-22 A号室
●電　　話 70-7075
●受付時間 月～金/9:00～12:00、15:30～20:30

木/15:30～20:30　土/9:00～13:30
●休　　日 木/午前・土/午後・日・祝
●H 　  P   http://anjo-jt-o.com/

　今回は、昭和町の「安城接骨院」を紹介します。
　院長は開業前に接骨院の専門学校における指導教員、この学校の附属接骨院での院長を合
計８年間経験し、安城接骨院をオープンしました。８年間の経験を活かして「①痛みを取る→
②根本から改善する→③予防をする」の３ステップに基づいたケガの治療を実施しています。
　ケガの治療では子どもから大人まで捻挫、打撲、肉離れ、骨折、脱臼治療に健康保険を使って
対応し、保険外治療では全身整体、肩こり治療、猫背矯正、産後骨盤矯正なども行っています。また、交通事故治療において
は、充実した治療はもちろんのこと、院長が交通事故に対する詳細な法律知識を保有しており、安心して治療が受けられ
ます。また労災の治療も可能です。
　今年３月に電気刺激により筋肉トレーニングができる機械「EMS」を新たに導入し、ケガの治療だけでなく運動が苦手
の方、高齢者の方向けの施術メニューを取り入れ業務拡大を図っていきます。

安城接骨院
子どもから大人まで、おひとりおひとりの心と体の元気のために

（杉原）

安城商工会議所会員限定クーポン券

Coupon

◯有効期限：2021年5月末日まで

安城商工会議所会員限定クーポン券

Coupon

クーポン利用で

500円引き

安城接骨院
TEL  70-7075

保険適用外治療
（猫背矯正、骨盤矯正など）の方

安城商工会議所会員限定クーポン券

Coupon

◯有効期限：2021年4月末日まで

安城商工会議所会員限定クーポン券

Coupon

10%OFF

Cafe＆Delica  NEJI
TEL  93-4610

テイクアウト

JR東海道本線

明
治
用
水
東
井
筋

安城駅北

大東町

76

45 ★
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　安城商工会議所会報誌2950部に貴社PRチ
ラシを折込み、会員事業所や関係機関へ配布
するサービスを行っております。商品・製品や
イベント、セミナーなどのPRにご利用ください。
【料　　金】
【サ イ ズ】

【配 布 先】

【申込期限】

【指定書式】

【お問合せ】

33,000円（1回利用毎）
A4判(両面・片面、カラー、白黒不問)
※2950枚のチラシをご準備ください。
当所会員事業所、行政機関、主要交通
機関など
折込前月の10日までにチラシもあわせ
て指定書式にて　
当所HPからダウンロードまたは当所
へお問合せください。
安城商工会議所 広報担当
TEL：0566-76-5175

安城商工会議所会報誌
チラシ折込サービス

女性会だより 2021.4 卯月

会員
募集中

婚活パーティー in 安城

　会員のみなさま、この一年間“女性会だより”をご愛読いただき、ありがと
うございました。
　昨年度は総務広報委員会としましては、会員のみなさまにお元気で過ご
していただくために「エール」、「川柳」、「つぶやき」等で、会員の方々のお声
をお届けしてまいりました。
　コロナ禍で、外出できない中、少しでもお楽しみいただけましたら幸いで
す。そして、原稿を快く書いてくださったみなさま、ありがとうございました。
お陰様で昨年度はすべて無事に発行することができ、感謝しております。
　今後とも、女性会だよりをご覧いただき、お楽しみいただけたらと存じます。

編集後記 女性会副会長　杉山 京子・金田 和代

▲3月21日㈰に開催された婚活パーティー in 安城では男女各19名が参加し、６組のカップルが誕生しました。

●女性会 定時総会

【日時】4月26日㈪　10:30～
【場所】商工会議所5階大会議室

お知らせ 令和3年度委員会　第1回委員会

上記日程にて各委員会を開催しました。

●七夕・元気特別委員会
●総務広報委員会
●交流研修委員会

：3月22日 10:00
：3月23日 10:00
：3月24日 10:00

～安城警察署からのお知らせ～

守ろう！交通ルール。
笑顔と思いやりも一緒に

　4月は年度始めの月であり、多くの方が入学、就職、
転勤など新しい生活をスタートさせる季節です。地理
不案内な道を行き交うドライバーや歩行者等が多くな
りますので、心のゆとりを持って、いつも以上に安全
行動を心がけましょう。各事業所様においては、新入
社員等に対する注意喚起をお願いします。

＜歩行者も交通ルールを守りましょう＞
●通園、通学路の安全を再確認しましょう
●高齢者は身体機能の変化を理解し、横断歩道では
安全を確認してから渡るようにしましょう

＜横断歩道は歩行者優先です＞
●横断歩道手前での減速義務や停止義務があります。
歩行者や他の車両に対する「思いやり・ゆずり合
い」の気持ちをもって運転しましょう
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 ー通常総会＆４月例会講演会ー ー通常総会＆４月例会講演会ー

○
○
○

日 時
場　所
内 容

令和３年４月22日㈭　１９：００～
YouTube配信
通常総会では、令和２年度の事業報告並びに
収支決算について審議報告いたします。通常
総会後には、株式会社やくにたつもの、つくろ
う代表取締役専務 神谷豊明様をお招きし、講
演会を行います。

～中学生社長から学ぶ、社員能力を120％伸ばすコツ～

　令和3年度会長を拝命いたしました鈴木彩と申します。
　安城商工会議所青年部が今日まで発展できたのも長きに渡り歴史と伝統を築き、襷を繋いで来てくださった諸先輩
方、商工会議所関係者の皆様、そして地域の皆様の支えがあったからだと思います。心より感謝申し上げます。
　世の中は、昨年よりコロナウイルス感染症の脅威に悩まされ、多様性社会、SDGsへの取り組みと世界中で大変革の
時代がきたと言われています。経営者としても、今まで同様の考え方や行動では乗り切れない時が来たと思います。
　我 、々青年部は地域社会の経済的発展の支えとなる事を目的の一つとしております。青年部活動を通じ、研鑽を積み、
学ぶ事が自社業の永続、発展につながり地域社会に貢献できる企業へと成長ができると考えています
　令和３年度は「マインドイノベーション今こそ仲間と共に挑戦」とスローガンを掲げさせていただきました。
　ウィズコロナ時代の今、我々青年部には何ができるのか、情報を収集し、積極的に行動をする事が大切だと思ってい
ます。
　安城商工会議所青年部として安城を知り、学び、地域社会に貢献する1年にしていきたいと思います。
　そして、仲間と共に挑戦していきます。どうぞ１年間よろしくお願いいたします。

ドゥエペルソーネ
平成19年度　入会
副会長、委員長、県連出向等　歴任

令和３年度
安城商工会議所青年部
会長 鈴木 彩
令和3年度安城商工会議所青年部スローガン

「マインド イノベーション　今こそ仲間と共に挑戦」

▲令和３年度役員の皆さま
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当所会員様限定WEBセミナー
　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！

　過ぎし2020年は、コロナで明けて、コロナに翻弄され、コロナで暮れた１年であった。ずっと先になって振り返った時、歴史の中で
は2020年はどのように語られるだろうか？　多くの人がコロナ禍に「どのように受け止めたらいいか？」に悩んだのは、この事態が、
いつ、どんな形で終息していくのかが、全く見えないからだと思う。
　ピーター・ピオット（72歳）という、昨春に、自ら新型コロナウイルスに感染した、エボラウイルスとエイズウイルスの感染症学者
の体験談が興味深い。
　彼がひょっとして自分が新型コロナウイルスにかかったのではないかと疑ったのは３月19日。喉も痛くなく、咳も出なかったが、体
に起こった変化はひどい頭痛。それから２日後、髪の毛１本触るだけでも頭が割れそうに痛み、やがて熱が上がって寝ることもできな
くなり、ようやくPCR検査を受けようと思い、プライベート・クリニックに連絡して、PCR検査を受けたという。検査の結果は陽性。体
調がおかしくなってからすでに１週間。４月１日にロンドンの病院に入院した。集中治療室に入れられるかもしれない。集中治療室で
の死亡率は高いが、幸い緊急治療室に入院することになった。持って行ったのは、パジャマとiPad・iPhone、それと少しの本だけ。
　１週間、酸素マスクをつけて、ただただ天井を眺めて過ごしたという。
　からだのすべての細胞をウイルスに乗っ取られている状態。この感染症は免疫が暴走するサイトカインストームを引き起こすこと
があり、その場合、重症化して命を落とすこともあり、ひたすらそうなりませんようにと祈った。入院してから１週間が過ぎた４月９
日、血中酸素レベルが92を超え、医師から退院してもいいと言われた。帰宅したからといってすべてが元通りになったわけではな
く、以前と異なり、酷く疲れやすく、階段を上るだけで突然息切れする。発症から４ヵ月経っても、まだ体調は100％ではなく、毎日、
２～３マイル（４～５㎞程）のジョギングをしているが、以前と違ってすぐに疲れてしまうという。
　彼曰く、新型コロナウイルスによる災禍の理論上の出口戦略には、３つのシナリオが予想されるという。
　一つ目は、このウイルスが劇的に変異して、毒性も伝染力も通常の風邪程度に弱くなること。つまり、そのためには距離を保つ生
活を続けて、感染のスピードが遅くなれば、ウイルスは次第に弱毒化するという。
　二つ目は、集団免疫。人口の７割程度が感染し、獲得免疫ができること。しかし、集団免疫を獲得するまでにどれだけの人が犠牲
になるか、想像しただけでも恐ろしい。
　三つ目は、唯一のリアルな出口戦略がワクチンの開発接種。ただ、有効で且つ安全なワクチンかどうかは不透明な面がある。日本
でもワクチン接種は始まったが、0．01％でも副作用があれば、何十万人もの人が一時的に副作用に悩まされることになるかもしれ
ない。
　さまざまな問題を抱えている新型コロナウイルスであるが、いま何が最も大きな問題だろうか？
　医療崩壊、経済の極端な沈下と失業もあるが、人間関係の変化ではないだろうか。潜伏期があって、８割ぐらいの軽症者もしくは
無症状者が、集まったり、移動したりして、感染を拡大していくというウイルスの戦略。つまり、あなたは私にとって脅威かもしれな
い。私もあなたにとって脅威かもしれない。目の前にいるあなたが新型コロナウイルスに感染しているかもしれないという、人と人
の関係を断ち切る分断ではないだろうか。人類は信頼できる仲間の数を増やすように進化し、集まって、移動することによって、発
展してきたが、この先それが崩されてしまうかもしれない。
　いま、距離を保ちながらも、同じものを見て、同じものを聞いて感動を共有する力、もしくは「誰のための社会を築いていくか？ど
んな幸せの姿を求めていくのか？」という深い思考でつながる人間関係が、これからさらに求められているのではないだろうか？

司法書士サルビア事務所 矢田良一

視聴無料 START!

1位

セミナー視聴ランキング
コロナ禍を乗り越えろ!! 観光産業、

生き残るための“強い経営”のヒント!?（前編） 41分

2位 電話応対マナー《パート1》 36分

3位 「Zoomミーティング」活用セミナー 22分

専用ページ

当所ホームページ
バナーを

クリック！

IDと
パスワード

コロナ禍、何が一番大きな問題か？投稿コラム



－15－あんじょう商工会議所

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

〒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 6 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

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　TEL 76-5175

料
金

内面モノクロ広告 1小間 68,640円
5,720円

年間掲載料：
1ヵ月単価：

裏面裏カラー広告 1小間 85,800円
7,150円

年間掲載料：
1ヵ月単価：

（
税
込
）（
税
込
）（
税
込
）（
税
込
）



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

【経営支援クラウドサービス】

詳しくはこちら

ビジネスマッチング、福利厚生、HP作成等の
機能により、お客さまの事業拡大・効率化を
トータルサポートします。
400 社を超える大手企業ともパートナー連携
しています。

検索サルビア事務所

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

広くて開放的なジム 多彩なプログラム

透き通ったプール 快適な浴場施設

〒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

ホリデイは
全国に
101店舗！

全国
展開中！
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