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緊急事態措置にともなう
国・県の支援について

特集2

ガンバル事業所、
応援します！

有限会社スギヤマカーサービス
代表取締役 杉山 敏幸 氏

〜安城プレミアム商品券購入申込み受付中〜
安城市は新型コロナウイルス感染症対策支援事業の一環として20％のプレミアム
付き「安城プレミアム商品券」を発行し、現在購入申込み受付中です。期限は6月18日㈮
までとなっておりますので購入希望の方はお早めにお申込みください。詳しい内容に
つきましてはP4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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（登場人物）
会議所職員
杉山

小嶋社長

アイデアバルブ株式会社

＜6月定例相談会＞

＜6月開催セミナー＞

※事前予約制

９日㈬

金融相談(日本政策金融公庫)

10:00〜12:00

14日㈪

建設部会主催セミナー

14:00〜16:00

15日㈫

税務相談(記帳継続指導)

13:00〜16:00

16日㈬

事業再構築セミナー

14:00〜15:30

16日㈬

労務相談

13:00〜16:00

17日㈭

法律相談

13:00〜16:00

25日㈮

金融相談(愛知県信用保証協会)

13:00〜16:00

あんじょう商工会議所
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おしらせ

商工会議所からの

受賞おめでとう!!
刈谷法人会会長表彰
５月27日㈭に刈谷市産業振 興センターにて開
催された「（公社）刈谷法 人 会総会」にて当所の
会員事業所の方が受賞されましたので、ご紹介い
たします。

株式会社大嶽安城

大嶽 恭仁子 氏

安城織物株式会社

鈴木 康文 氏

市制施行69周年安城市発展祭受賞者
市制施行69周年の安城市発展祭において、一般功労者表彰を受賞された当所会員事業所の方及び
特別感謝状被贈呈者の方をご紹介いたします。
＜一般功労者＞

【産業振興功労】

【産業振興功労】

【産業振興功労】

【民生・児童功労】

株式会社碧香園

三神設備株式会社

株式会社丸杉

住まいの化粧人

寺田 孝司 氏

神谷 順二 氏

杉浦 妙子 氏

太田 安彦 氏

＜特別感謝状被贈呈者＞

多額の寄付および寄贈 ●沓名 俊裕 氏
●碧海信用金庫
●株式会社アイシン
●株式会社イノアックコーポレーション ●株式会社ナルセコーポレーション
HP

20%プレミアム付
「安城プレミアム商品券」
購入申込み受付中！

新型コロナウイルス感染症対策支援事業の一環として
「安城プレミアム商品券」
が発行され、購入申込み期限が６月18
日㈮までとなっております。
【申込方法】 上記専用HPまたは専用申込みハガキ
（5月21日発送のチラシ付属）
からの申込み
【内
容】
地元応援券…1,000円×3枚
共通券…1,000円×3枚
中小の個店のみ(取扱店のうち大型店・チェーン店
・フランチャイズ店を除く店舗)で利用可能

すべての取扱店で利用可能

計6枚/1冊

【販売価格】 1冊あたり5,000円(額面6,000円／1,000円のプレミアム付)
【購入限度】 1人につき6冊
（3万円分）
まで
【利用期間】 令和3年8月 6 日㈮〜 令和４年1月31日㈪
【申込期限】 令和3年6月18日㈮ (ハガキは必着)
【対
象】 18歳以上
（令和3年４月１日時点）
の安城市内在住者
【取 扱 店】 チラシまたは上記専用HPをご覧ください
− ４−
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補助金申請等のために
「GビズID」
を取得ください
「GビズID」
とは様々な行政サービスを利用するための共通IDです。
「ものづくり補助金」
や
「事業再構築補助金」
「
、小
規模事業者持続化補助金
（低感染リスク型ビジネス枠）
はオンラインのみの申請となっているほか、
「小規模事業者持続
化補助金
（一般型）
」
はオンラインで申請した場合は加点ポイントとなります。ID登録には通常2〜3週間かかりますの
で、各種補助金の申請を検討される場合はお早めにGビズIDを取得ください。
取得方法 右記申請HPよりお申し込みください。
マニュアル https://gbiz-id.go.jp/top/manual/manual.html

申請HP▶

マニュアル▶

また、
「GビズID」
が申請で必須な補助金や加点が受けられる補助金の内容は下記の通りとなります。

必須

ものづくり補助金
革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援する補助金です。

補 助 率
公募締切

大企業：2分の1

中小企業：3分の2

7次締め切り分 : 令和3年8月17日㈫ 17:00

ポストコロナ・ウィズコロナ時代に対応するため、事業モデルの転換など思い切った事業再構築に取り組む
中小・中堅企業、個人事業主等を対象に転換費用の一部を補助する補助金です。

補 助 率

3分の2
（原則）

公募締切 ２次公募：令和３年７月２日㈮ 18:00

補 助 額

通常枠：100万円〜6,000万円 ※中小企業の場合

小規模事業者持続化補助金＜低感染リスク型ビジネス枠＞
小規模事業者の感染拡大防止のための対人接触機会の減少と事業継続を両立させるポストコロナを踏ま
えた新たなビジネスやサービスなどの取組みを支援する補助金です。

補 助 率
公募締切

加点

一般型：上限1,000万円

事業再構築補助金

必須

必須

補 助 額

4分の３

補 助 額

上限100万円

第2回：令和3年7月7日㈬ 17:00 第3回：令和3年9月8日㈬ 17:00 第4回：令和3年11月10日㈬ 17:00
第5回：令和4年1月12日㈬ 17:00 第6回：令和4年3月9日㈬ 17:00

小規模事業者持続化補助金＜一般型＞

補 助 率
公募締切

持続的な経営に向けた小規模事業者等の販路開拓等の取り組みや、販路開拓と併せて行う業務効率化の
取組みを支援する補助金です。
最大3分の2
第6回：令和3年10月１日㈮

東海税理士会
刈谷支部 安城部会

TEL 77-3636

補 助 額

上限50万円

第7回：令和4年２月４日㈮

『令和3年度無料税務相談』

（休日の場合は翌日）場 市役所相談室
（北庁舎１階）
時 毎月第１水曜日
６月２日㈬

７月７日㈬

８月４日㈬

９月１日㈬

12月１日㈬

１月７日㈬

２月２日㈬

３月２日㈬

10月６日㈬

11月４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）
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 ■
問 問合せ先
■

あんじょう商工会議所
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緊急事態措置にともなう国・県の支援について

愛知県感染防止対策協力金（4/20〜5/31実施分）
対象事業者
営業時間短縮要請枠
休業要請・営業時間短縮要請を
受けた飲食店等
（飲食店営業許可又は喫茶店営
業許可が必要）

支 給 要 件
4/20〜5/11
（まん延防止等重点措置期間）
営業時間の短縮
（午前5時〜午後9時）

交
付
額
中小企業：売上高に応じて2.5万円〜7.5万円
（最大20万円）
大 企 業：売上高減少額の4割

中小企業：売上高に応じて4万円〜10万円
5/12〜5/31
（緊急事態措置期間）
（最大20万円）
休業
（酒類・カラオケ設備を提供する施設） 大 企 業：売上高減少額の4割
または営業時間の短縮
（午前5時〜午後8時）

カラオケ設備利用自粛要請枠 4/20〜5/31
１店舗１日あたり１万円
カラオケ設備を提供している休 ●カラオケ設備利用の自粛・提供の取り止め ※夜間営業
（午前5時〜午後8時を超えて）
業・時短要請対象外の飲食店・カ ●酒類の提供の取り止め
（5/12〜5/31）
を行ってるカラオケボックスは
【営業時間
ラオケボックス
（飲食店営業許可
短縮要請枠】
と同額
又は喫茶店営業許可が必要）
【大規模施設等営業時間短縮要請枠】 5/12〜5/31
営業時間短縮要請を受けた大規 ●大規模施設
1,000㎡超の施設を運営する事業者
模施設またはテナント・出店者
●テナント・出店者
上記施設に出店する事業者
（飲食業除く）

大規模施設：1,000㎡毎に20万円／日に
「短
縮した時間／本来の営業時間」
を乗じた額
テナント・出店者：対象面積100㎡毎に2万円
／日に
「短縮した時間／本来の営業時間」
を
乗じた額

サポート会場】上記愛知県感染防止対策協力金の申請サポート会場が６月７日㈪より当所会館にて設置予定となって
おります。
（詳細未定・完全予約制）
お 問 合 せ 】県民相談総合窓口
（コールセンター） TEL：052-954-7453

月次支援金（国）
対象事業者
交
付
額
申 請 受 付 期 間
4月以降のまん延防止・緊急事態措置に伴う、
飲食店の休業・ 中 小 法 人：上限20万円/月 4・5月分：6月中下旬〜8月中下旬
時短営業や外出自粛等の影響により、
月間の売上が前年又は 個人事業者：上限10万円/月 6 月 分：7月1日〜8月31日
前々年の同月比で50％以上減少した中小法人・個人事業者等

お問合せ】 月次支援金相談窓口

TEL:0120-211-240

愛知県中小企業者等応援金
対象事業者
一般枠】
●休業・時短縮要請を受けて休業又は営業時間短縮を実
施している飲食店と直接・間接の取引がある中小法人・
個人事業者等
●外出自粛による直接的な影響を受けている中小法人・個
人事業者

支 給 要 件
交
付
額
4月〜6月の売上の合計が、前年又 比較期間の売上高減少額
は前々年の4月〜6月の売上の合 中 小 法 人：上限40万円
計と比較して【30%以上50%未満】個人事業者：上限20万円
減少していること
※１回限り

【酒類販売業者枠】
⑴5月の売上が、前年又は前々年5 当月の売上高減少額を月次
酒類の提供停止を伴う時短要請等に応じた飲食店と取引が
月の売上と比較して【50%以上】支援金
（国）
に上乗せ交付
ある酒類製造・販売業免許を有する中小法人・個人事業者
減少していること
中 小 法 人：上限20万円
個人事業者：上限10万円
⑵5月の売上が、前年又は前々年5 当月の売上高減少額
月の売上と比較して【30%以上 中 小 法 人：上限20万円
50%未満】減少していること
個人事業者：上限10万円

お問合せ】 県民相談総合窓口
（コールセンター） TEL：052-954-7453

愛知県感染防止
対策協力金
− ６−
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月次支援金（国）

愛知県中小企業者
等応援金

HACCP義務化が6月1日よりスタートします
令和3年6月1日から改正食品衛生法が適用となり、食品関連事業所のみなさまには原則としてHACCPの導入が義務
化されます。HACCPとは安全な食品を消費者に届ける衛生管理法であり、主に大規模事業者向けのHACCPに基づく
衛生管理と小規模事業者向けのHACCPの考え方を取り入れた衛生管理がございます。
1.HACCPに基づく衛生管理
管 理 方 法 国際的な規格基準であるコーデックスのHACCP7原則12手順に基づき、食品等事業所自らが、使用す
る原材料や製造方法等に応じて、計画を作成し、
管理を行う。
対象事業者 ●大規模事業者 ●と畜場 ●食鳥処理場
２．
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理
管 理 方 法 各事業者団体が作成した手引書を参考に、簡略化された手順で衛生管理を行う。
対象事業者 ●食品等の取扱いに従事する者の数が50名未満の小規模事業者
●店舗での小売販売のみを目的とした製造や加工、調理事業者
●提供する食品の種類が多く、変更頻度が頻繁な業種
●容器包装に入れられた食品または包まれた食品のみを貯蔵、運搬、
または販売する営業者・食品を分
割して容器包装に入れ、
または包んで小売販売する営業者。
詳しい内容やHACCPの考え方を取り入れた衛生管理の手引書に関しましては
右記リンクよりご覧ください。

安城市内業者による工事で、補助金を加算します！
安城市では地域経済対策の一環として、市内業者によ
る工事につきまして補助金を最大10万円加算します。
対象となる事業
●木造住宅の耐震改修費補助金(一般型のみ対象)
●ブロック塀等撤去費補助金
対象者 安城市内の工事業者と直接契約を締結した方
補助加算費
●木造住宅耐震改修費(一般型)…10万円加算
例：改修工事費が300万円で、工事請負業者Aが市内業者の場合
１．
改修費補助上限
２．
市内業者を利用

120万円
10万円

補助金最大130万円

●ブロック塀等撤去費補助制度…3万円

注：補助金額合計が補助対象工事費を超える場合は、補助対象
工事費が上限となります。

例：ブロック塀が通学路に面していて、工事請負業者Aが市内業者の場合
１．
ブロック塀撤去費補助上限 15万円
２．
市内業者を利用
３万円

補助金最大18万円

お問合せ 安城市役所建築課建築指導係 TEL:0566-71-2241

HP▶

手引書▶

油の流出事故を防止しましょう
安城市では毎年、油の流出事故が発生しています。その
多くが人為的ミスによるものです。油事故が発生すると、
河川の下流域に大きな被害をもたらすだけでなく、流出し
た油の撤去や損害の賠償は全て原因者が負うことになり
ます。今一度、油タンクや油水分離槽などの設置機器や排
水状況を確認し、事故発生防止にご協力をお願いします。
●事故発生防止のために、次のことを確認しましょう。
・油タンクや配管等の劣化
・油水分離槽などの浄化設備の点検・清掃
・敷地周辺の側溝の定期的な巡視
（特に、大雨時）
・万が一、油流出事故が起きた際の体制及び資材の整備
●油事故が起きてしまったら。
万が一、油が流出した際には、被害が最小限で済むよ
う、速やかな対応連絡に努めてください。油が流出して
しまった場合や油流出現場を見つけた場合は、速やか
に安城市役所にご連絡ください。
お問合せ 安城市役所環境都市推進課 TEL:0566-71-2206

“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

− ７−
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次世代型住宅ショールーム「INOAC HOME」と「カラーフォーム健康ショップ」が新オープン！
今池町の「㈱イノアックコーポレーション安城事業所」が、４月３日
より住宅型ショールーム「INOAC HOME」と「カラーフォーム健康
ショップ」を新規にオープンしました。INOAC HOMEは、
「イノアック
の商品・部品・部材の性能を体感する」をコンセプトにしたショールー
ムです。世界基準の高性能断熱材「サーマックス」や防音パーテーショ
ン、住宅用目地ガスケットなど多種多様なイノアック製品を内外装へ
組み込んでおり、
「INOAC HOME」を次世代住宅のカタチとして、家
づくりのヒントと未来の快適を積極的に提案していきます。カラー
フォーム健康ショップでは、
「身体と心、そして生活も健康であるこ
と」をコンセプトとし、マットレスやまくらなど寝具を中心とした商品
を販売するイノアック直営の店舗です。４月のオープン以来、現在も
順調に来店者数が増加しています。確かな品質で、人々の暮らしを健
康にしていくことが「カラーフォーム健康ショップ」の使命と捉え、安
心して永くお使いいただける価値ある商品だけを提案していきます。

◀INOAC HOME

◀カラーフォーム
健康ショップ

㈱イノアックコーポレーション安城事業所
今池町3-1-36 TEL／98-2947
URL https://www.inoac.co.jp/

オープンカフェで心地よい陽射しと風を感じながら映える韓国Sweetsいかがですか
韓国Sweets
「jihoon sweets」
は、
テイクアウトもイートイ
ンも出来るオープンカフェです。デッキテラスで映えるマカロ
ンフラペや、体に良い炭
「備長炭」
を練り込んだグレイソフトク
リームは、見た目もさることながら味にもこだわり、北海道十勝
のフレッシュ生乳を使用し、
コクがしっかりと舌に残る美味しさ
です。パティシエおすすめ日替わりのホールケーキは、その場
でカットしてご提供。イートインのみの韓国かき氷
「パッピンス」
は、雪のような氷が口の中でとろけます。韓国直輸入のラテは、
自然な甘さで、本来の味がまったりとほわ〜と感じます。ミスカ
ル
「きな粉」
黒ゴマやフラペ等店内のsweetsは、甘さひかえめ
で、Openから皆さまに飲みやすいと言われています。
また店内は、
どの年代の方にもホッとしていただける作りで、
大型プロジェクターを眺めたり、
デッキオープンカフェで、行き
交う風景を眺めながらホッとしに一度お立ち寄り下さい。

jihoon sweets（ジフン スイーツ）
御幸本町8-８

『居酒屋×焼肉店』として新業態へ進出！
愛知県内で飲食店5店舗を経営する
「や。
フードサービス
㈱」
は、
第5号店
「炭火焼鳥 新・絆や
（安城市御幸本町）
」
に焼き
台を新たに導入し、
従来の居酒屋に加え、
焼肉も楽しめる
「居
酒屋×焼肉店」
として2021年2月に新業態へ進出しました。
居酒屋では約30種類の料理と約50種類のお酒、
焼肉店で
は厳選された約10種類のお肉を提供し、
焼肉ご利用のお客
様は居酒屋メニューも注文が可能です。
また、
本日のオススメ
メニューを用意し、
お客様を飽きさせない工夫が施されてい
ます。
新型コロナウイルスの影響により営業時間短縮や休業も
ありますが、
居酒屋だけでなく、
焼肉店としても楽しめる
「新・
絆や」
をぜひご利用ください。
− ８−

あんじょう商工会議所

や。フードサービス㈱（炭火焼鳥 新・絆や）
御幸本町8-1 TEL／050-5487-7824
URL https://hanare-anjo.gorp.jp/

新商品ジンジャービールとラベル一新
安城デンパーク内でビアレストランの運営とクラフトビール製
造を行っている
「安城デンビール㈱」
が新商品
「ジンジャービール」
の商品化と既存商品のラベル一新を行った。昨今のコロナ禍によ
るレストラン事業の売上低迷を受け、
またコロナ禍の長期化を見
据え、今後はクラフトビールの卸売や小売に力を入れていく。新商
品は、既存商品の白ビールに地元産の生姜を加えた
「ジンジャー
ビール」
を開発した。また、新商品開発を機に既存のクラフトビー
ル3種類も親しみやすいパッケージに変更した。現在では、白・黒・
赤・ジンジャーの4種類のクラフトビールがあり、飲み比べてみる
のも面白い。通販で購入可能の他、市内ではアピタ安城南店やで
んまぁと等でも購入が可能。今後も取扱店舗を増やしていく計画
である。今年に入り安城市内でホップの株を植え始め、原材料を自
分たちで育てる取組みも行っている。将来的には地産のものを使
用したビール製造も視野に入れている。

安城デンビール㈱
赤松町梶1番地 安城デンパーク内 TEL／92-7755
URL https://den-beer.com

自社モデルハウスを活用してカフェを始めました！
横山町の建設業「㈱ナルセコーポレーション」が、築20年のモデルハウ
スをリニューアルし、カフェ・ワークショップスペースとして活用を始めま
した。創業100年を迎え、地域にひらく場を作り、地域貢献と会社PRにつ
なげます。ワークショップスペース
「conoca このか」
では
「イベントや教
室を手軽に開催できる場」
として多くの方に同社へ訪れる機会を増やし、
同社の提案する空間を知ってもらう狙いがあります。
「ほぼ毎日カフェ」
は、社員食堂としても利用され、社員への福利厚生にも活用されていま
すが、誰でも気軽に利用できます。
「木の香りが広がり、ゆったりと過ごせ
るカフェ」
というテーマのとおり、天然木材に囲まれた空間で、新緑の庭
が眺められる席や子連れでも利用しやすい座敷席などが人気。冬には暖
炉も体感できます。地元産の農産物を積極的に使用したお野菜たっぷり
のランチやテイクアウトのお弁当なども好評です。ティータイムは手作
りシフォンケーキが名物。毎日、インスタに日替わりランチメニューも
アップしています！
「ほぼ毎日カフェ」
でインスタもぜひ、ご覧ください。

㈱ナルセコーポレーション
横山町寺田35-4 TEL／76-2175
カフェ予約／070-1431-3461

抹茶の用途を広げるため自社製品「抹茶仙人」と「銀の抹茶」を開発！
抹茶製造会社
「㈱南山園」
は、飲食業者向けに手軽に抹茶メニューを
導入できる電動茶せん機
「抹茶仙人」
を市内製造業者である㈱名古屋
モーションコントロールの協力のもと開発をいたしました。スイッチを
押すだけで、誰でも10秒で簡単に抹茶が点てられます。樹脂製の専用
茶せんは、高い耐久性と簡単洗浄が可能です。竹製の茶せんの場合、
先端が折れて異物混入の可能性もありますが、
「抹茶仙人」
は、異物混
入の可能性はゼロです。喫茶店やカフェの抹茶ラテ、居酒屋・スナック
の抹茶ハイ、
ホテルや日本料理店の呈茶サービスなどで利用されてい
ます。誰でも簡単に使用することができるので、飲食業以外でも障害
者就労施設などで幅広く利用されています。また、抹茶をさらに手軽
に味わっていただくために、お湯でも水でもサラッと注いでフワッと溶
けるスティックタイプの
「銀の抹茶」
も商品開発され販売をしています。
新商品開発に挑戦し続ける南山園は、抹茶の新たなる可能性を引き
出して抹茶の良さを知ってもらう機会を創出しています。

㈱南山園
藤井町南山20番地 TEL／99-0128
URL http://nanzanen.jp
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

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

RUST GAME AND EVENT SPACE・㈱フライハイト
安城初！家族で楽しめるゲームカフェバー＆イベントスペース
今回ご紹介するのは、5月1日にオープンしたばかりの「RUST GAME AND EVENT
SPACE（ルストゲームアンドイベントスペース）」。店内には、650種類の世界中のボードゲーム
があり、完全禁煙となっているため、ご家族連れ・女性・子供同士など安心で気軽にゲーム楽し
むことができます。ボードゲームのルールがわからなくても、スタッフがわかりやすくルール
説明をしてくれます。そして、ボードゲームはゲームを通じてコミュニケーション力や考える
力をアップする機会にもなります。長時間ゲームを楽しめるように料金は、低価格で定額固定料金のフリータイム＆フリードリ
ンク制もあり、18歳までのお子様は１回飲み遊び放題1,000円、学割2,500円、Youtuberやe-Sportsプロゲーマーを目指す方は
3,000円です。また、人気のスイーツや大盛メニューなどフード類も充実しています。ボードゲーム以外にも近年話題になってい
るe-SportsやVRゴーグルを使ってゲームを行うPCVRなどの利用も可能です。
また、運営元の（株）フライハイトでは、パソコンやホームページでの困りごとのサポートとして無料相談や業界最安値での地
域密着サポートをしています。出張対応もしていますので是非ご利用ください。

所 在 地
電
話
営業時間
H

P

新明町西

76

東新町10-11 大豊ビル102
68-1081
平日 18:00〜24:00
土・日・祝日 13:00〜24:00
https://bar-rust.com

47

★
安城東
公園

コロナ
ワールド

（亀岡）

PEKKOYA +PLUS
自家繁殖生体にこだわるエキゾチックアニマルショップ
今回ご紹介するのは、新田町に5月3日にオープンしたばかりのPEKKOYA

ヤプラス)。爬虫類をメインに取り扱うペットショップです。

+ (ペッコ

「ペットの小屋」という名でブリーダーをしていましたが、自家繁殖にこだわるスタイ

ルはそのままに、新しく店舗をオープンしました。

自家繁殖のメリットは、輸入に頼らないことで比較的安価に提供できる、国内で卵から

ふ化させて飼育しているので病気の心配が少なく安心して飼ってもらえる、
等が挙げられます。

店内にはたくさんの種類のトカゲ・ヤモリ・カメだけでなく、ミニウサギ・ハリネズミも居て、かわいらしい姿に思わず

見入ってしまいます。

長年ブリーダーとして培ってきた豊富な飼育スキルで、お買い上げいただいた生体はしっかりサポートいたします。

仕入れ生体、餌、ゲージも多数ありますので、豊富なラインナップでお待ちしております。
所 在 地
電
話
営業時間
日
P

事業所のPRをしませんか？
安城商工会議所
事業所訪問先募集中
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

− 10−

あんじょう商工会議所

総合運動
公園西

★

大池
公園

（矢嶋）

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

安城市総合
運動公園

76

大東橋西

安城北中
76
大東町北

線
名鉄西尾

休
H

新田町小山西65-3
090-7583-4794
月・木・金 13:00〜20:00
土・日 11:00〜20:00
火・水
http://pekkoya.com

池浦町大
山田上

女性会だより

2021.6 水無月

令和３年度女性会定時総会およびチャリティーバザー開催

会長

畔栁 多美

令和３年４月26日に安城商工会議所の大会議室にて、女性会定時総会が開催されまし
た。当日は出席者28名、委任状提出16名、合計44名となり、女性会所属55名の過半数を
超えることが認められたため、
「令和２年度事業報告並びに収支決算」、
「令和３年度事
業計画並びに収支予算」について上程し、多数決の結果承認されました。
令和３年度の事業としては、新事業である女性会商品券の発行や婚活パーティー等の
会長あいさつ
既存事業を実施していくこととなりました。
定時総会後には、チャリティーバザーが行われました。会員の皆様が持ち寄ったバザー品の収益29,746円は、全額を安城市
社会福祉協議会へ寄付させていただく予定です。皆様のご協力ありがとうございました。
皆様にお願いしました折り
鶴も多くの方にご協力をい
ただいています。安城七夕
まつりは中止となりました
が、コロナ収束の願いを込
めた折り鶴は、別の形で活
かせますよう七夕元気特別
委員会で検討中です。

▲出席者集合写真

▲チャリティーバザーの様子

女性会 商 品 券 発 行事 業

「コロナの影響により、
苦労している皆様に少しでも明るい話題を提供し、
会員の中から活性化を！」と女性会会員の事業所
で使用できる独自の商品券を発行する予定です。
内
容】 一人あたり3,000円分の商品券配布
利用期間】 令和３年７月１日〜９月30日
現在企画中ですので、詳細につきましては決定次
第お知らせいたします。お楽しみに！！

安城商工会議所

メルマガ会員募集中！
■無料でカンタンに登録！
■最新のコロナ対策支援策や
補助金、セミナー、イベント
などの情報を定期的にお届け！

登録ページ

右上の登録ページを読み取る、または当所ホー
ムページのメルマガ登録バナーからご登録いた
だけます。
− 12−

あんじょう商工会議所

教養サロン

スマホ入門
〜LINE をつかいこなそう〜
第１回 ６月14日㈪ 14:30〜16:30
第２回 ６月28日㈪ 10:00〜12:00

新入会員紹介
事業所

永谷貴美子
カラオケ喫茶シモン

事業内容

カラオケ喫茶

氏名

(安城町）

第３回 ７月10日㈯ 13:00〜15:00

お知らせ

【講師】板山 美里 氏（WONder）

８月に開催予定でありま
した安城七夕まつりは中
止となりました。

第２･３回は前回の復習をしながら進みます。

〜安城警察署からのお知らせ〜
〜時短や休業等で不在にする際には防犯対策を!〜
新型コロナウイルス感染症にともなう緊急事態宣言等
により休業や時短営業をされ、不在となった店舗の現金
等が狙われる可能性があります。防犯対策などをしっか
りと行い、不在の店舗が狙われないように気を付けま
しょう。
＜主な対策＞
●管理者が不在の際には、店舗に
現金をできる限り置かないよう
にする。
●現金を保管していないことを知
らせるために「防犯宣言」をしま
しょう。
「防犯宣言」は愛知県警のホーム
ページからダウンロードできます
ので印刷して店舗や事務所の出入
口等の目立つ所に掲示するなどご
活用ください。

HP▶

4月例会講演会「中学生社長から学ぶ、社員能力を120％伸ばすコツ」
安城商工会議所青年部の令和3年度が始動致
しました。
前年は新型コロナウイルス感染症によって、青
年部活動を行いにくい状態でしたが、コロナ禍で
もスムーズに例会等を行っていけるようにオンラ
イン等を活用しながら、令和3年度の安城商工会
議所青年部は動いていきます。
その取り組みとして、4月例会は安城商工会議
所5階大会議室とYouTube Liveを利用したLIVE
配信のハイブリッド方式で講演会を行いました。
講師は「株式会社やくにたつもの、つくろう」代表取締役専務の神谷豊明様にお越しいただき、
「中学生社長か
ら学ぶ、社員能力を120％伸ばすコツ」について講演して頂きました。
メンバーには事前に配布した工作キットを用意してもらい、パソコンやTVの前で講演を聞き、自分の会社にも
使えそうなノウハウを学ばせて頂きました。
今回例会を設営した築山智幸総務委員長は初めての委員長で、会場のウイルス感染防止対策やLIVE配信の取
り組みで今まで以上に配慮する箇所が多く大変だったと思いますが、スムーズな例会で今後行われるコロナ禍の
良い例になったと感じております。

トーク

元気ノ助のメールで投句

アオサギは すっく前方 ５メートル
安城サバンナ︵ 才・村高町︶

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

37

ー６月例会『圧倒的体感してみませんか？』ー
６月例会を下記のとおり開催します。

○日

時 令和３年６月２４日
（木）
１８
：
００〜

○場

所 幸田サーキット

○ 内 容 自動車の自動運転化やＥＶ化が進む近未来に
おいて、自動車の原点であるガソリン車を知るため、自動
車の最も原型に近いカートを実際に体感する。これから
の時代の乗り物に敏感に対応できる青年経済人になる事
を目的に開催いたします。
あんじょう商工会議所
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視聴無料

当所会員事業所限定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パソコンなど約500種の様々なコンテンツから学びたい・学ばせたい
内容にあった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

6月配信予定
一般経営
人材育成
労

務

おすすめセミナー

事例に学ぶ 中小企業が生き残るための
DX推進のポイント
新しい生活様式で求められ続ける
新・接客対応と事例紹介
コロナ禍で求められる労務の備え

19分
61分
80分

1

電話応対マナーパート1
36分

2

困難を乗り越える
非常事態時のリーダー

3

これだけは知っておきたい
ビジネスマナー

53分

34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

「コロナ禍での効果的なストレス解消」
この一年、思うようにストレス解消ができないと感じている人も多いのではないでしょうか。気の合う仲
間同士でワイワイ騒いだり、旅行にも気軽に出掛けたりできず、今まで何の制限もなくできていたことがで
きなくなって久しいです。実際に、どうやってストレス解消してよいのか分からず、鬱々(うつうつ）として
しまうという話もよく耳にします。とはいえ、いつまで続くか分からない現状では、できる範囲で効果的な
ストレス解消を取り入れていく必要があります。そのポイントについて、お伝えしたいと思います。
まず、大切なのは、強制リセットの時間を確保することです。嫌なことや気掛かりなことがあると、その
ことばかり考えてしまうことは誰にでもありますが、「忘れよう」「考えないようにしよう」と思えば思う
ほど、実は「強化」が起こり、かえってそれにとらわれてしまう現象が起きます。ですから、強制的にそこ
から離れるための物理的な方法を取り入れる必要があります。
一つ目は「香り」を有効利用しましょう。嗅覚は、五感の中で、情動と記憶に直接結びつく感覚器官で
す。気分転換やリラクセーションに有効利用できるよう、日常生活に好きな香りを取り込んでいきましょ
う。コーヒーの香りなどは、鎮静の効果もあります。インスタントでもおいしいコーヒーはたくさんありま
すが、自分で豆をひけば香りの立ち方は断然違います。紅茶なども今はさまざまなフレーバーのものが出
回っているので、いろいろと試してみてください。また、アロマやお香などをたくのもいいでしょう。ただ
し、これは、プライベート空間に限って行うこと。職場だと、香りの好き嫌いでトラブルに発展することが
あります。自宅では、入浴剤やシャンプ―を、香りの良いものに変えるのも手軽な方法です。
二つ目は、無心、夢中になれることを取り入れましょう。ぼーっとする、もしくは集中できることが大切
です。自分が好きなことであれば何でも構いません。手芸やDIY、ゲームなども効果的です。
三つ目は、気持ちを動かす時間をつくることです。お笑いを見て笑う、ドラマや映画を見て泣く、スポー
ツ観戦で熱くなるといった具合に自分の気持ちを動かすようにしましょう。日々の生活の中で、できる範囲
のことを少しずつ取り入れていくことが有効です。
日本メンタルアップ支援機構
代表理事 大野 萌子
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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

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︶

6

第

ホリデイは

814

号

全国に

広くて開放的なジム

快適な浴場施設

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。

詳しくはこちら

安城市桜町

〒446-0056
安城市三河安城町1-16-5

446

ー８５１２

透き通ったプール

【経営支援クラウドサービス】

〒

全国
展開中！

多彩なプログラム

発行所／安城商工会議所

101店舗！

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
サルビア事務所

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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