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特集1

令和2年度事業報告
収支決算承認される
通常議員総会開催！

特集2

緊急事態措置にともなう
県の支援について

奥田設備工業株式会社
奥田 法行 氏

〜協力金・応援金申請サポート会場〜
愛知県感染防止対策協力金と愛知県中小企業等応援金の申請サポート会場が当所にて開設中（応
援金は7月21日㈬開設）です。予約制になっていますので利用される際は予約をされたうえで来所
ください。詳しい内容につきましてはP5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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ビジモンバスターズ

（登場人物）
吉田
経営指導員

高橋社長

アイデアバルブ株式会社

＜7月定例相談会＞

＜7月開催セミナー＞

※事前予約制

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

20日㈫

税務相談(記帳継続指導)

13:00〜16:00

21日㈬

労務相談

13:00〜16:00

30日㈮

金融相談(愛知県信用保証協会)

13:00〜16:00

20日㈫

観光・サービス部会主催セミナー

14:00〜16:00

あんじょう商工会議所
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通常議員総会を６月30日㈬に開催！ 全ての議案が原案どおり可決!!
議

題】

第１号議案

令和２年度事業報告に関する件

第２号議案

令和２年度各会計収支決算承認に関する件

第３号議案

令和３年度プレミアム商品券発行事業補正予算に関する件

第４号議案

副会頭選任に関する件

第５号議案

常議員選任に関する件

第１〜５号議案について原案どおり承認・可決されました。

令和２年度 安城商工会議所収支決算
収入の部

（総額：260,953千円）
前期繰越金30,928
その他3,089

支出の部

（総額：260,953千円）
次期繰越金
38,124

会費
59,439
事業収入
106,616

その他
46,617

補助金
60,881

単位：千円

副会頭

中央精機株式会社
赤木 禎行 氏

事業費
59,565

常議員

人件費
95,365
事務費
21,282

単位：千円

※労働保険事務組合特別会計の保険料、特定退職金共済特別会計の掛金・給付金は除く

− ４−

あんじょう商工会議所

株式会社アイシン
磯貝 禎之 氏

特集
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緊急事態措置にともなう県の支援について

県からの協力金および応援金の申請サポート会場開設中
４月20日から５月31日の期間に実施された緊急事態措置等に伴う愛知県感染防止対策協力金の申請サポート会場
が７月30日㈮まで当所会館にて開設しています。また、愛知県中小企業者等応援金および大規模施設等営業時間短
縮要請枠の申請サポート会場が７月より当所会館にて開設しています。どちらのサポート会場も予約制となってお
りますのでご利用される方は事前にコールセンターへ申し込みください。

＜申請サポート会場（6/29現在)＞
サポート対象
①愛知県感染防止対策協力金

期間
8/20㈮まで

注意事項
完全予約制になります。予約が入っていない場合は会場が開設さ
れませんので必ず２日前までに事前予約をお願いいたします。

お問合せ・事前予約 協力金専用コールセンター

TEL：052-228-7310

サポート対象
期間
②愛知県中小企業者等応援金
7/21㈬〜8月末
大規模施設等営業時間短縮要請枠 ごろを予定

注意事項
予約制になります。申請をされる際は必ず事前予約をお願いいた
します。

お問合せ 応援金コールセンター

TEL：0120-100-476

①愛知県感染防止対策協力金（県） (4/20〜5/31実施分、6/1〜6/20実施分、
６/21〜7/11実施分)
対象事業者
支給要件
【営業時間短縮要請枠】
4/20〜5/11
（まん延防止等重点措置期間）
休業要請・営業時間短縮要請 6/21〜7/11
を受けた飲食店等
営業時間の短縮（午前5時〜午後9時）
（飲食店営業許可又は喫茶店営業許 5/12〜６/20
（緊急事態措置期間）
可が必要）
休業（酒類・カラオケ設備を提供する施設）

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

中小企業:売上高に応じて4万円〜10万円
大 企 業 :売上高減少額の4割
（最大20万円）
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】4/20〜6/20
１店舗１日あたり１万円
カラオケ設備を提供している ●カラオケ設備の利用の自粛・提供の取 ※夜間営業
（午前5時〜午後8時を超えて）
休業・時短要請対象外の飲食
り止め
を行ってるカラオケボックスは【営業時間
店・カラオケボックス（飲食店営 ●酒類の提供の取り止め
（5/12〜6/20）
短縮要請枠】
と同額
業許可又は喫茶店営業許可が必要）

申請締切】4/20〜5/31実施分：7月31日㈯まで
6/1〜6/20実施分：８月20日㈮まで 6/21〜7/11実施分：未定
お問合せ】4/20〜6/20実施分：協力金専用コールセンター TEL：052-228-7310
6/21〜7/11実施分：県民総合コールセンター TEL：052-954-7453
②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
4月〜6月の売上の合計が、前年
又は前々年の4月〜6月の売上の
合計と比較して【30%以上50%未
満】減少していること

【酒類販売業者枠】
⑴5月、6月の売上が、前年又は
酒類の提供停止を伴う時短要請等に応じた飲食店と取
前々年5月、6月の売上と比較し
引がある酒類製造・販売業免許を有する中小法人・個人
て
【50%以上】減少していること
事業者

交付額
比較期間の売上高減少額
中 小 法 人：上限40万円
個人事業者：上限20万円
※１回限り

当月の売上高減少額を月
次支援金
（国）
に上乗せ交付
中 小 法 人：上限20万円
個人事業者：上限10万円

⑵5月、6月の売上が、前年又は前々 当月の売上高減少額を交付
年5月、6月の売上と比較して【30% 中 小 法 人：上限20万円
個人事業者：上限10万円
以上50%未満】減少していること
お問合せ】 応援金コールセンター

TEL：0120-100-476
あんじょう商工会議所

− ５−

おしらせ

商工会議所からの

受賞おめでとう!!
法人会全法連功労表彰・愛知県連会長表彰
６月18日㈮に名鉄ニューグランドホテルにて開催された「県連総会」にて当所の役員事業所で株式
会社東祥の沓名俊裕氏が全国法人会総連合より全法連功労表彰を、株式会社ホソイメガネの細井英
治氏が愛知県法人会連合会より愛知県連会長表彰を受賞されました。おめでとうございます。
【全法連功労表彰】

【愛知県連会長表彰】

株式会社東祥

株式会社ホソイメガネ

沓名 俊裕 氏

みんなの 願い をオンラインで届けよう

オンライン願いごと短冊募集中！
昨年に引き続き、安城七夕まつり公式ホーム
ページに願いごとを投稿できる「オンライン願
いごと短冊」専用ページ（下記QRコード参照）
を公開しました。自分の短冊が閲覧できる他、
画像データをダウンロードし、印刷することもで
きます。願いごとを投稿した人には、パソコンや
スマートフォンの壁紙に利用できる「きーぼー
オリジナル壁紙」をプレゼントします。この機会
にぜひ、願いごと短冊を投稿してください。
U R L
https://tanzaku-anjo-tanabata.site/
募集期間
８月８日㈪まで
お問合せ
安城七夕まつり協賛会事務局
（安城商工会議所内）
TEL：0566-76-5175

専用ページ▲
− ６−

あんじょう商工会議所

壁紙▲

細井 英治 氏

雇用調整助成金を
ご利用ください
雇用調整助成金とは新型コロナウイルス感染症
の影響により事業活動の縮小をした事業所で労使
協定に基づいて雇用調整（休業）を実施する事業
主に対して、休業手当などの一部を助成するもの
です。愛知県で行われている営業時間短縮要請に
も対応しているほか、短時間休業に活用しやすくな
りましたのでぜひご活用ください。
このような事例に対応しています
・都道府県知事の営業時間短縮要請に協力してい
て、時間単位の休業手当を支払っている事業所
(例：通常23時まで開店している店舗であったが、
20時に閉店し通常よりも3時間短縮して勤務し
ている場合)
・シフト制を採用している事業所で昨年同時期や
直近月のシフト等に基づいて労働日の設定を行
い、それに基づき休業日を決めて休業手当を支
払っている事業所(例：営業時間短縮によりシフ
トが減少した労働者の短時間休業)
お問合せ
雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、学校等休
業助成金・支援金コールセンター
TEL：0120-60-3999

三方良しの『

健 康 経 営 』

〜従業員の健康が会社を元気にします！〜
当所では、会員企業の健康経営を推進する支援を行っています。当所の「健康宣言」にエントリーされた事業所様には、
独自の認定書を交付させていただきます。

＜エントリー事務所一覧＞
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

愛祥学院
㈱安喜
㈱安城電機
㈱鬼頭
㈱CREATIVE
畔栁自動車整備
米ぬか温酵素
三栄ポリウレタン㈱
㈱三有技建
仕掛人
松陰塾安城北部校
白谷会計事務所
㈱杉山工業所
㈱ステップバイステップ
㈱デンソーエレクトロニクス

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

＜取組事例＞

㈱東広
㈱東祥
豊臣機工㈱
㈱中島製作所
㈱ニッセイ
病気のときの託児ルームあじさい園
美容室K&Y
㈱ぼてこアンドぼてじゅう
堀章塗装
三浦電気㈱
メトロ電気工業㈱
㈲矢嶋自動車鈑金
山喜工業㈲
㈲𠮷野屋
(五十音順 4/1〜6/20)

●従業員の昼食を自社で調理(菜食中心)
●二次検査に該当しない社員に健康手当支給
(喫煙者は除く)
●オンラインを活用した運動イベントの開催
●ヨガ教室開催
●禁煙デーの導入
●滅菌ボックスの設置
●誕生日会の実施

随時募集中！
当所ホームページから
エントリー可能です！

認定書をお届けします

熱中症を防ぎましょう！
令和2年、愛知県内の就業中の熱中症は死亡4人、休業87人と過去10年間で最多の発生となり、全国ワースト1でした。
熱中症を防ぐためには関係者が熱中症に対して十分な認識を持ち、予防に取り組むことが大切ですので下記の事項な
どに注意し、熱中症を防ぎましょう。
事業所が取り組めること
・WBGT値(暑さ指数)の把握と評価
・WBGT値の低減
・作業時間の短縮・休憩
・休憩場所の整備
・水分および塩分摂取のための整備
お問合せ：愛知労働局

健康課

作業者が取り組めること

・服装の管理
・健康診断結果に基づく対応
・労働衛生教育
・作業場の管理
・熱への順化

・日々の健康管理
夜更かしをしない、朝食をとる等
・適切な休憩をとる
・水分および塩分の摂取
・異常を感じたらすぐに申し出る

TEL：052-972-0256

東海税理士会
刈谷支部 安城部会

TEL 77-3636

『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
７月７日㈬

８月４日㈬

９月１日㈬

１月７日㈬

２月２日㈬

３月２日㈬

10月６日㈬

11月４日㈭

12月１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

− ７−

活動報告ダイジェスト
版
プレミアム商品券を活用した
成果に繋げる販路開拓セミナー
商業部会主催で「プレミアム商品券を活用した成果
に繋げる販路開拓セミナー」を６月１日㈫に当所会館
およびオンラインにて開催しました。
当日はミナト経営株式会社の田内孝宜氏を講師に迎
え、ブランディングやマーケティングからコロナ禍で
も選ばれるお店作りの取組について事例を交えながら
ご教授いただきました。
受講生はどのようにして商品の「売れる」状態を作り、
どのように「売る」のか理解を深めました。

With/Afterコロナ時代の
経営戦略と事業再構築
６月16日㈬に当所会館にてコロナ対策セミナー
「With/Afterコロナ時代の経営戦略と事業再構築」
を開催しました。
当日は中小企業診断士の藤井健太郎氏を講師に迎え、
新分野展開や事業転換などの事業再構築に取り組むう
えでの補助金の活用方法などについてご教授いただき
ました。受講生は、事業転換を行っていくうえでどの
ように補助金を活用し、第一歩を踏み出していけばよ
いのか理解を深めました。

“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
− ８−

あんじょう商工会議所

高校進路指導担当者との情報交換会
当所雇用対策事業の一環として高校進路指導担当者
との情報交換会を6月9日㈬に開催しました。
当日は高校生の採用を予定している会員事業所や、
高校の進路状況を把握したい会員事業所の人事担当者
など25社35名と近隣高校の進路指導担当教諭27校27名
が参加し、名刺交換や就職情報の交換などを行い、採
用に関する積極的な意見交換を行いました。
人事担当者には高校生採用に関する情報収集の場と
して役立てていただきました。

常議員会
当所正副会頭・筆頭常議員・常議員・監事計26名の
出席を得て、６月17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「令和2年度事業報
告」や「令和2年度各会計収支決算」、「令和3年度
プレミアム商品券発行事業補正予算」など６つの議案
について承認がされました。
また、議員の職務を行う者の変更について報告され
ました。

会員事業 所 訪 問
ホームページにも掲載中

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

本格インドネシア料理Pelangi
バリ人シェフが作る本場の味をお楽しみください
今回ご紹介するのは、住吉町にあります本格インドネシア料理「Pelangi」です。
「Pelangi（プ
ランギ）」とはインドネシア語で『虹』という意味で、お客様に明るい未来が訪れる事を願い名付
けられました。店内はインドネシアのバリの雰囲気が漂います。
シェフはバリ人で、バリで10年、
日本で14年インドネシア料理を作り続けてきた大ベテラン。そんなシェフ自慢の料理は、アメ
リカのニュースメディアCNNで年に1度発表される「世界一おいしい料理」トップ50で2020年
版1位に輝いた「ルンダン」。ルンダンとは牛の塊肉を香辛料とココナッツミルクでじっくり煮込んだ料理。お祝いの席でも振舞
われる料理で、濃厚でリッチな味わいです。また、インドネシア定番のアボカドジュースもおすすめ。アボカドの青臭さは感じら
れず、チョコレートシロップの甘さが癖になり、リピートされるお客様も多いよう。全メニューテイクアウト可能で、細かい辛さ
調整もできますのでお好みに合わせてアレンジできます。金額に合わせてお弁当やオードブルも対応可能です。
本格インドネシア料理とバリの雰囲気で、安城にいながらプチ旅行気分を味わいませんか。クーポンもつけていただきましたの
で合わせてご利用下さい。
名

鉄

所 在 地
電
話
営業時間
休

日

住吉町3丁目-2-3
95-6365
11:00〜15:00（L.O.14:30）
17:30〜23:00（L.O.22:30）
月
（丸山）

八千代
病院

新安城駅

名

古

屋

本

新安城駅

線

イトー
ヨーカドー

★

伊與田塾
子どもたちの未来を創る教室!!
安城市南町にあります伊與田塾をご紹介いたします。伊與田塾では、小学校3年生から

中学生を対象とした塾で、子どもたちが勉強を本格化させる前・社会へ出る前の成長する

力をのばすことを目的とした塾です。一般的な教科の授業や受験対策などの勉強を教え

るのではなく、パズルやボードゲーム、ロボットプログラミングを教材に使用し、思考力

や発想力・コミュニケーション能力を鍛え、社会に出たときに必要となるスキルを身に付

けることができます。

現代の社会は、技術の進歩や経済の成長にともない、求められる能力も高度化・多様化しております。計画や物事に対す

る考え方、コミュニケーションスキルを身に付け、現代社会に負けない子どもにすることが大事と代表の伊與田さんは

語っておりました。また相乗効果で勉強の成績が上がったという生徒さんもいるそうです。

体験講座の無料クーポンが付いております。気になる親御さんは是非お問い合わせください。
所 在 地

南町5-60 第17東海ビル２F-B

電

93-3596

話

H

https://iyodajyuku.jp/

安城商工会議所会員限定クーポン券

本格インドネシア料理
Pelangi

伊與田塾

TEL 95-6365

ソフトドリンク
１杯サービス

Coupon
TEL 93-3596

※他券、他サービス併用不可
※入店時提示

体験講座
無料

◯有効期限：2021年8月末日まで

◯有効期限：2021年8月末日まで

★
秋葉
公園

48

フランテ

（鈴木雄）

南町

名鉄西尾線

月〜金／15:30 〜 21:20

安城商工会議所会員限定クーポン券

Coupon

錦町東

営業時間
P

南安城駅
南安城駅

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
あんじょう商工会議所
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女性会だより

2021.7 文月

チャリティーバザー事業報告〜安城市社会福祉協議会への寄付〜
新型コロナウイルス感染拡大の影響で困窮する市民への支援に役立てて

ほしいと畔栁会長、白谷隆子、神谷美砂両副会長が社会福祉会館を訪れ、安

城善意銀行に預託する形で杉本修総務課長に手渡しました。これは4月の定

時総会にて同時開催したチャリティーバザーの収益金を、末広米穀店のご協

力のもと100kgのコシヒカリ（1kgずつ小分けにし、100袋用意）にしたもの
です。一袋ずつ「コロナに負けるな！ずっーと元気でいてください♥」と書い
たシールを貼り、女性会の思いを伝えています。

皆様の温かいご協力により素晴らしい活動ができましたこと、お礼申し上

げます。

教養サロン『スマホ入門講座〜LINEをつかいこなそう〜（全3回）』開催
OK
Google！

（6/14）

●スマホに替え、
使い方わから
ず息子に何度も聞いていたが、
今回LINEの使い方が分かっ
て良かった
●LINEを使っ
て繋がる
こ
とが、
と
ても楽しいと思った
Hey
●久しぶりに講座に参加でき、
皆さんに会え
て楽しかった
Siri!
●和やかな雰囲気がと
ても良かった
●便利に使え
る
ようになりたいので、
次の講座も参加したい

会員募集!

｢コロナ禍でも繋がりを大切に｣女性会商品券を発行！
この商品券は、女性会の会員様のみに配布しています。女性

お問合せ先

会会員事業所にて、期限までにご利用ください。

安城商工会議所

ご利用方法などは、配布の書類をご確認ください。

お知らせ

TEL:0566-76-5175

８月号より、女性会会員の事業所紹介を行います。
会員手帳の順に皆様の魅力を読者にお伝えする予定です。

安城商工会議所会報誌
チラシ折込サービス
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 33,000円（1回利用毎）
サイズ 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。
申込期限 折込前月の10日までにチラシもあわせて
指定書式にて申し込みください。
指定書式 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。
お問合せ 安城商工会議所
広報担当 TEL：0566-76-5175
− 12−

あんじょう商工会議所

参加者
の声

担当：杉山

〜安城警察署からのお知らせ〜
〜飲酒運転をしないさせない〜
過去五年間の統計によると、7月の愛知県内における
飲酒運転を原因とした死亡事故件数は8件となり、年間
最多月となります。
車両を運転するおそれのある者に対して酒類を提供
することは、重たい罰則・行政処分が科されますので酒
類を提供するお店につきましてはご注意していただけれ
ばと思います。
また従業員のみなさまへも、飲酒運転は絶対にしない、
させないという強い意識を持っていただいて、交通事故
で 悲しむ方が一人でも少
なくなるよう、交通安全意
識の向上に努めていただ
きますようお願いします。

5月例会「スポーツ例会 常に諦めず仲間と共に!!」
コロナ禍の影響で毎月行われる例会のスタイルが変
化していく中、5月15日㈯に『常に諦めずに仲間と共
に！！』をテーマとした５月例会が開催されました。
28人が参加し、安城市運動公園のソフトボール場A
（ブライトペガサススタジアム）にてスポーツ例会と称
しソフトボールの練習試合を行いました。県連事業の
ソフトボール大会へモチベーションを上げるため、また
青年部内の交流を図る事を目的に開催しました。
新型コロナウイルス感染症の予防対策とし、グラウンドに入る前の除菌とマスクの着用を必ず行い、設営担当
の佐藤忍交流委員長を先頭に交流委員会のメンバーによる徹底した予防対策が行われました。
マスクを着用しながらスポーツを行うことに慣れていないメンバーもいましたが、久しぶりの体を動かす例会に、
参加者の「マスク越しからでもわかる笑顔」が非常に印象的な例会となりました。練習試合は接戦となりサヨナ
ラ勝ちをしたチームはソーシャルディスタンスを意識しながらも互いに少年少女のように喜ぶ姿も見られました。
コロナ禍といわれる中、例会の在り方が小規模で行うものやオンライン・ハイブリッド配信が多くなる傾向でし
たが、久しぶりにメンバー同士が顔を合わせたり、今回のような予防対策を徹底した屋外で行われる例会は新鮮
さを感じることができました。交流委員会の皆様、楽しい例会をありがとうございました。

トーク

元気ノ助のメールで投句

コロナ禍に 希望の光 金メダル
ガンバレ日本︵ 才・朝日町︶

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

40

ー7月例会『安城の職人から学べ！』ー

７月例会を下記のとおり開催します。
○日

時 令和３年７月22日㈭㈷ １４
：
００〜

○場

所 神杉酒造株式会社

○内

容 安城の地酒である神杉酒造さんの工場見学を

通じて米の大切さ、水の大切さを学び、そして職人の「妥
協したらあかん！」という技術へのこだわりの精神を学ん
でいただきます。
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

7月配信予定
政治経済
一般経営
一般経営

おすすめセミナー

渋沢栄一の
「論語と算盤」
で未来を拓く

45分

買いやすい店、いろいろ買いたくなる店
7つのポイント
コロナ禍の新しい生活に対応した
経営戦略！

79分
87分

業務のデジタル化で売上を
アップさせる方法

1

82分

渋沢栄一に学ぶ「論語と算盤」

2

77分

小規模事業者持続化補助金セミナー

3

83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

「相手の話を聞くときに大切な態度」
企業内のカウンセリングを担当して20年余りになりますが、メンタル不調の原因となる悩みの９割は、身近な人
間関係によるものです。その対象の多くは上司、次いで同僚や部下、取引先などが挙げられます。日常のちょっと
した行き違いの積み重ねが、トラブルに発展しているケースが散見されます。このことから、身近な人間関係にお
いては、日常から丁寧に関係をつくっていくことが、心の安定には大切だと分かります。実際、メンタルヘルス研
修では、 うつに関する知識 をテーマにした研修よりも、コミュニケーションがテーマの方が、心の不調をきたす
職員の発生率が減っているのです。
今回は、「話を聞くときの態度」についてお伝えします。相手の話を聞くときに自分がどんな表情で関わってい
るのか意識したことはありますか？ もちろん、言葉は大切なのですが、面と向かっているときに相手に影響を与
えるのは、非言語情報です。表情・体の動き・声のトーンや速度などが、実に９割以上を占めています。例えば、
すごいけんまくで「怒ってない！」と言われたところで「怒ってない」とは到底思えません。このように、罵声は
もとより、冷ややか、ばかにしたような態度は、どんなに素敵な言葉遣いであっても、相手を傷つけます。
その中でも、一番相手を不安にさせるのが「無表情」です。何を考えているのか分からないという点で、感情を
ぶつけられるよりも、相手に威圧感を与えてしまうのです。社会人生活が長くなると、多少のことで動じなくなっ
たり、自分の気持ちを抑え込むすべが身に付いてしまったりします。立場上威厳を示そうという意識がある人は、
特に表情が乏しくなりがちです。また、真剣になり過ぎて微動だにしない人もいると思います。
いきなり、「いつも笑顔で」は難しいでしょう。まず表情を動かすことを試みてください。慣れない人にはそれ
も難しいかもしれません。コロナ禍ではマスクで口元が見えないため、少し表情を変えたくらいでは分かりづらい
のが現状です。その場合は上半身を前傾させてうなずく、手を動かすなど、ジェスチャーを加えて動きを出してく
ださい。
そして、要所要所で視線を合わせること。日本人は、とかく「じっと見つめられる」ことが苦手な人が多いの
で、ずっと凝視する必要はありません。相づちなど必要な折にきちんと目を合わせて、承認のサインを伝えましょ
う。まずは、相手を受け入れる態度を示すことが大切です。

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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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

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︶

7

第

ホリデイは

815

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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