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安城商工会議所会員大会
　会員事業所のみなさまへ日頃の感謝の意を込めて、安城商工会議所会員大会を11月24日㈬に開催します。

詳しい内容につきましては今月号の会報に折り込まれているチラシをご覧ください。

安城商工会議所会報安城商工会議所会報
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P2　企画／制作　アイデアバルブ株式会社

13日㈬　 金融相談(日本政策金融公庫) 10:00～12:00
19日㈫　 税務相談(記帳継続指導)  13:00～16:00
20日㈬　 労務相談 13:00～16:00
21日㈭　 法律相談 13:00～16:00
22日㈮　 金融相談(愛知県信用保証協会) 13:00～16:00

＜10月定例相談会＞ ※事前予約制

13日㈬　 障がい者雇用セミナー 13:30～16:30
15日㈮　 健康経営推進体幹アップセミナー 14:00～16:00
18日㈪　 消費税インボイス制度セミナー 14:00～15:30
25日㈪　 ランチェスターセミナー 14:00～16:00
27日㈬　 フォローアップ研修　基本コース ９:30～16:30
28日㈭　 フォローアップ研修　製造コース ９:30～16:30

＜10月開催講演会・セミナー＞
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その2
令和3年度

　先月に引き続き安城市長および安城市議会議長に提出した要望事項に対する回
答を掲載します。今月号では地域振興・地域活性化の要望についてご紹介します。

商工会議所要望事項に対する回答特集1

引き続きスピード感を持って事業化に取組むよう要望

　平成30年１月に立ち上がった地元組織のまちづくり協議会が主体となって、土地活用勉強会など
が開催され、権利者の意識も高まってまいりました。
　当地区はJR安城駅に近いことから、駅周辺にふさわしいまちづくりが求められております。現在
は、コロナ禍の影響により事業開始時期が先送りとなっておりますが、今後も、まちづくり協議会に
おきまして、権利者の皆様とともにアフターコロナの時代に適応した駅周辺のあるべき姿について
研究を進めながら、事業化のタイミングを計ってまいります。

南明治第三土地区画整理事業の推進

市街化区域拡大に向け先行開発区域の早期事業化への支援と、当初計画区域全域の基盤整
備実現に向け取組むよう要望

　先行区域約18ヘクタールにおいては、現在、令和３年度末の市街化区域編入に向け法定手続きを
進めているところです。今後は、発起人会が令和４年度末に土地区画整理組合の設立認可を目指し
ておりますので、引き続き支援してまいります。
　後続区域の事業化につきましては、先行区域の整備状況や社会情勢を踏まえ、地権者が判断す
るものと考えております。

三河安城南地区の市街化区域拡大の推進

安城芸妓文化振興会の活動に対する支援を要望

　安城芸妓文化につきましては、本市の歴史に根ざした伝統文化であり、第8次安城市総合計画後
期計画においても本市における観光資源の一つとして位置づけております。引き続き、芸妓文化の
活用と継承支援につきまして、調査研究してまいります。

安城芸妓文化振興会（笑美素会）への支援

JR安城駅周辺の送迎による混雑解消や、現在の市勢に相応しいＪＲ安城駅前への一体的整備
について要望

　JR安城駅周辺につきましては、本市を支える中心的な市街地と考えております。現在は、安城南
明治土地区画整理事業や民間活力活用した複合施設の建設が進んでおり、今後は、駅南側との一
体的なまちづくり手法の検討が課題と考えています。また、地域住民や土地建物の権利者など、関
係する多くの方々のまちづくりに対する前向きな意識が醸成されることも必要であると考えており
ます。
　従いまして、JR安城駅前の一体的整備につきましては、将来的な課題と認識しており、安城南明
治土地区画整理事業の効果を見定めた上で検討してまいります。

JR安城駅周辺の混雑解消と一体的整備



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

３月２日㈬２月２日㈬10月６日㈬ 11月４日㈭ 12月１日㈬ １月７日㈬

－５－あんじょう商工会議所

早期に新安城駅北側の一体的再整備の実施及び名鉄本線の高架化を市の将来ビジョンとして
策定するよう要望

　新安城駅周辺につきましては、北部地域の住民の生活を支える中心的な市街地と考えております。
現在、橋上駅舎化を発端とした地元主導の組織が課題等を共有するべく勉強を重ねているところで
す。引き続き、本勉強会の動向を踏まえつつ、民間活力を引き出すまちづくりの手法等を検討してま
いります。
　名鉄本線の高架化につきましては、現在進む駅周辺の一体的整備の検討の先にある、将来的な
課題として認識しております。

新安城駅周辺の一体的整備と名鉄本線の高架化

跡地の活用が永続的に地域の活性化に資する土地活用となるよう取組んでいただくよう要望

　種鶏場跡地の土地活用につきましては、敷地面積全体の約７割がJAあいち中央の所有であり、本
市の単独所有分が約１割、その他を碧海５市等で所有しています。そのため、JAあいち中央と連携を
密にするとともに、時期を逸することのないよう、関係者間での協議を進め、今後の方向性を探って
いくことが必要であると考えております。

種鶏場跡地の有効活用

三河安城駅をはじめ駅舎周辺の再整備について計画的に取組んでいただくよう要望

　三河安城駅周辺地区では、令和３年度より新しいまちづくりのモデル事業に取り組んでいます。
計画は、まち全体で稼ごうとする意欲の向上を目指し、複数の民間団体が行った社会実験にて得ら
れたデータを共有し、必要と判断される機能等を公共空間に追加していくことで官民が連携してゆ
とりとにぎわいある都市空間の創出を目指すものです。駅舎周辺の再整備については、このように
関係団体、民間との対話を通じて、必要な機能を検討してまいります。
　三河安城駅の駅舎については、所有者であるJR東海からは再整備の予定は伺っておりません。
　なお、令和元年に発足した広域連携組織「三河地域新幹線駅利用促進期成同盟会」において、
「ひかり・こだま」の増便・停車に関する要望を実施するなど駅利用促進を産官一体となり活動し
ているところであり、今後もJR東海に対し、利便性向上のための働きかけを行ってまいりますので、
ご理解くださいますようお願い申し上げます。

三河安城駅周辺の再整備
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商工会議所からのおしらせ

　令和３年９月16日㈭に第134回日本商工会議所
通常会員総会が開催され、当所役員の方が永年
表彰を受賞されました。
20年表彰　株式会社マキタ　後藤 昌彦 氏

日本商工会議所表彰

　安城商工会議所の令和３年度後期会費につき
まして、下記のとおりご請求させていただきま
すのでよろしくお願いします。
【納付書の事業所】
　10月18日㈪までにお振込みいただくか、当所
窓口にてお支払いください。
【口座振替の事業所】
　10月18日㈪に指定の口座より振替させていた
だきます。

令和３年度後期分
安城商工会議所会費について

　発注企業と受注企業が一堂に会し、具体的な
商談や情報交換をしていただく商談会を開催し
ます。「発注ニーズ」をお持ちの企業の皆様、
新たなビジネスパートナーの発掘に、是非ご参
加ください！
対面方式：令和４年２月17日㈭　13:00～17:15
オンライン：令和４年２月18日㈮～25日㈮
刈谷市産業振興センター「あいおいホール」
無料
60社
令和３年11月５日㈮まで

地域商談会（三河・知多会場）
発注企業募集

時

場
￥
定
締

　当所では三方よしの健康経営を推進しており、
今回は健康課題を姿勢改善とストレッチで解決し
ていくセミナーを開催します。今話題のひめトレ®
を活用したセミナーですのでぜひご参加ください。
令和３年10月15日㈮　14:00～16:00
有限会社プティオ 健康教育事業部　藤野 奈緒子 氏
安城商工会議所 ５階 大会議室
無料　
⒈ 気になる姿勢と体幹
⒉ 姿勢についていま知っておきたいこと
⒊ 体力のデータ
⒋ からだの土台づくり
⒌ 地力を高める体幹トレーニング

健康経営促進事業
体幹アップセミナー

時
講
場
￥
内

　当所では障がい者雇用に関するセミナーを開
催します。雇用における様々な事例について解
説しますのでぜひご参加ください。
令和３年10月13日㈬　13:30～16:30
安城商工会議所 5階 大会議室またはオンライン
無料　

　⒈ やってみよう、障がい者雇用
⒉ 人材としての雇用の取り組み
⒊ 幸せの見える共生社会の実現
⒋ ハロワのサポートとその魅力
⒌ 障がい者雇用を通じてSDGsに取り組もう

雇用率だけではない！
障がい者雇用のコツと魅力セミナー

時
場
￥
内

　令和５年10月１日より消費税の仕入額控除はイ
ンボイス制度が導入されます。本セミナーでは消
費税の基本からインボイス制度の概要・届け出方
法などをわかりやすく解説しますのでぜひご参加
ください。
令和３年10月18日㈪　14:00～15:30
刈谷税務署　個人課税部門担当者
安城商工会議所 ３階 研修室
無料　
消費税の基本からインボイス制度の概要・届
け出方法など。終了後、個別相談を実施しま
す(予約が必要です)
個人事業主、個人事業の経理担当者

※11月16日にも税理士によるインボイス制度の
講習会を実施します。連続してのご受講をお
すすめいたします。詳しい内容は今月号の折
込チラシをご覧ください。

消費税インボイスセミナー

時
講
場
￥
内

対
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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 ！！

コロナ関連・補助金等支援情報

消費税インボイス制度について（連載第2回）

コロナ関連情報

　先月号に引き続き、令和５年10月１日より導入される「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」について説明します。
今回はインボイスを交付するための申請について説明します。
＜インボイスを交付するためには＞　以下のような条件が必要となります。
①消費税の課税事業者であること→現在消費税の免税事業者である事業者がインボイスの交付を検討される場合は課税事

業者になる必要があります。
②税務署に登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者(登録事業者)になること
＜登録申請＞●申請方法：①e-Taxによる申請　e-Taxソフト(令和3年10月1日より利用可能)に必要事項等を入力することで申請

②郵送による申請　登録申請書を記入し、管轄地域の「インボイス登録センター」へ郵送
●申請開始：令和３年10月１日より開始　

※インボイス制度が開始される令和５年10月１日から登録を受けるためには原則として令和5年3月31日までに登録申請
書を提出する必要があります
＜お問合せ＞インボイス制度専用ダイヤル　TEL:0120-205-503

インボイス制度特設ページ▶

愛知県感染防止対策協力金
　愛知県からの営業時間短縮要請に応じた事業者
に対して支給される協力金です。

8/8～8/26実施分 8/27～9/30実施分 申請特例受付

HP

あいスタ認証制度
　愛知県内の飲食店で安全・安心に過ごしていた
だくための第三者認証による感染防止対策の認証
制度です。申請される事業者には感染防止対策資
機材が配付されます。 HP

感染防止対策資機材配布申込期限
令和３年11月30日㈫まで

各種補助金情報

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
　革新的サービスの開発・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。

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。 HP

４次公募締切
11月10日㈬　17:00まで

HP
８次公募締切
11月11日㈭　17:00まで
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「安城未来マイスター」認定制度
申請締切について

【認定対象者】

【申請方法】

【お問合せ】

次の①～③のいずれにも該当する方が対
象となります。
①中小企業に勤務する安城市内在住・在
勤の方
②国家技能検定の特級又は１級に合格し
た方
（申請年度の前期又は前年度の後期に
実施されるいずれかの検定試験におい
て合格された方が対象となります。）
③対象となる検定試験の合格発表日にお
いて４０歳未満の方
令和３年10月29日㈮までに安城市役所商
工課工業労政係へご提出ください。申請
様式及び認定要領は、安城市公式ウェブ
サイト『望遠郷』からダウンロードできます。
安城市役所商工課工業労政係
TEL：71-2235

　安城市では、優れた技能者を増やし、ものづくり企
業が技術力を高めることを目的に、未来を担う若手技
能者を認定する「安城未来マイスター」認定制度があ
ります。本年度の申請締切が10月29日㈮ですので対
象の方はぜひご申請下さい。

安城市観光協会認定土産品募集

【認定期間】
【応募資格】

【登 録 料】
【申　  込】

【お問合せ】

令和4年４月1日～令和６年3月31日
安城市内に事業所を有し、土産品を製造
販売しており、認定期間中に継続して販売
できること
1商品につき3,000円
10月29日㈮までに申請書を持参か郵送
（必着）・ファックス・Ｅメールで、安城市観
光協会事務局（市商工課）へご提出くださ
い。申請書は安城市観光協会公式ウェブ
サイトからダウンロードできます。
 （〒４４６-８５０１）安城市桜町１８番２３号
FAX : ７６-１１８４　Eメール : shoko@city.anjo.lg.jp
安城市観光協会（市商工課内）TEL：７１-２２３５

　安城市観光協会では商品名や原材料などから安城
市を連想させる安城市らしい認定土産品を募集しま
す。認定を受けると、「安城市観光協会認定土産品
シール」を貼付して販売ができ、リーフレットに掲載等
されますのでぜひお申込ください。

安城サルビアスタンプ会
ポイントが貯まる「サルビア アプリ」サービス開始

【お問合せ】 協同組合安城サルビアスタンプ会　TEL ： 72-5000

POINT① お買物でポイントが貯まる
アプリ加盟店でお買上金額100円毎に１ポイン
ト貯まります
200ポイント＝300円
400ポイント＝600円 アプリ加盟店で使えます

アプリ
ダウンロード

　安城サルビアスタンプ会では10月１日㈮からポイン
トが貯まるアプリを開始しました。ダウンロード特典と
して先着2000名様に100ポイントプレゼントキャンペー
ンを行っていますので、この機会にご利用ください。

うれしい機能が無料で利用できます！

POINT② 店舗や地図、電話番号の表示
アプリが使えるお店や地図、電話番号など簡単
検索できます

POINT③ その場でポイント確認
現在のポイントや履歴がすぐに確
認できます

POINT④ お得なチラシ情報
最新のチラシ・イベントなど情報
が見られます

赤い羽根共同募金への
ご協力をお願いします！

　今年度も10月１日から全国一斉に「赤い羽根共同募
金運動」が展開されます。
　事業所の皆さまには毎年事業所募金をお願いして
おり、担当地区の民生委員が各事業所を訪問し、募金
の協力を呼びかけます。
　なお、共同募金への寄付は、
法人税に対する税制上の優遇措
置として「全額損金」とすること
ができます。
　ご一報をいただきますと、募
金の受け取りに参ります。あたた
かいご支援、ご協力をお願いし
ます。
【お問合せ】
安城市共同募金委員会
担当　山﨑
（安城市社会福祉協議会
総務課企画財務係）
ＴＥＬ : 77-2941
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活動報告ダイジェスト版

安城企業就職フェア「ANJOB」

　雇用対策事業の一環として、刈谷公共職業安定所と
の共催、安城市の協力のもと、９月２日㈭に安城企業
就職フェア「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14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多くの方々にご来場いた
だきました。

時局講演会

　９月13日㈪に当所にて、読売新聞特別編集委員の橋
本五郎氏による時局講演会「どうなる日本の政治と経
済」を講師オンラインにて開催しました。当日は新型
コロナウイルス感染拡大予防に十分配慮し、入場制限
を行い84名の方々にご聴講いただきました。
　橋本氏には講演内で菅政権の総括を行っていただい
た後、自由民主党総裁選挙における各候補に対する見
解などについて講演いただきました。

改正食品衛生法の制度改正のポイントと
ＨＡＣＣＰ対応、食品衛生管理

　９月21日㈫に当所会館にて食品を取り扱う事業所を
対象とした「改正食品衛生法の制度改正のポイントと
HACCP対応、食品衛生管理」を開催しました。
　当日は(一社)食品経営支援協議会代表理事秋島一雄
氏を講師に迎え、今年の６月より改正された「食品衛
生法」の制度改正のポイントや「HACCP」の具体的
な内容についてご教授いただきました。

愛知県商工会議所連合会
愛知県知事へ要望書を提出

　例年、県連会頭会議において愛知県の大村知事に提
出していますが、今年度は緊急事態宣言により中止と
なったため、当所をはじめ県下22商工会議所による地
域インフラや経済対策を取りまとめた要望書を９月21
日㈫に山本県連会頭(名古屋商工会議所会頭)が代表し
て大村知事へ提出しました。

理工系大学教授等との情報交換会

　西三河地区就職情報提供事業研究会の主催で９月７
日㈫に人材確保と共同研究を目的とした理工系大学教
授等との情報交換会を、オンラインにて開催しました。
　当日は、人材確保などを目的に西三河地域企業75社
と県内外の理工系大学16大学25名にご参加いただきま
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
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  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 高棚町井荒井127
●電　　話 92-5592
●営業時間 9:00～18:00
●休　　日 日曜日（但し、必要に応じて対応可能）
●Ｈ　　Ｐ https://www.sinwa.org/

　今回は高棚町にある業務用、家庭用エアコン・水まわり・ガス機器等の取替修理工事をメイン
に行う「株式会社シンワサービス」をご紹介します。
　同社では、商品の提案から施工までを一貫して一人の担当が行うため、施工のプロの目線から
よりよい提案をしてくれます。そのほかにも40名近くの社員が一人一人、電気・水・ガスなど設備
の知識を有しているため、様々なお悩みに対して同じ担当が最後まで対応できます。そのため安
心して設備の悩みに対して依頼をすることが可能になります。これらのことからシンワサービ
スはお客様から「安心する。話が早くて良い。」と高い信頼と評価をうけています。
　また、10月１日より大西利明氏に世代交代をされました。新社長は「創業33年をむかえ、これからも信頼と実績を大切にみなさ
まが必要にされる会社であり続けたい。」と抱負を語ってくれました。
　おもてなしの心をもって真摯な対応をしてくれるシンワサービスで様々な設備の悩みを解決しませんか？

住宅設備のお悩みはシンワサービスにおまかせ！

（松浦）

株式会社 シンワサービス

高棚
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★

●所 在 地 桜井町西町上29
●電　　話 95-9695
●営業時間 7:30～19:00
●休　　日 日曜日（但し、相談に応じて対応可能）

　今回は、桜井町にて今年１月に開業された、住宅及び店舗の設計から施工管理までを行い、建
具1本から注文できる便利さとフットワークの軽さが売りの「N-Styles」をご紹介します。
　同社は、住宅や店舗の新築と増改築に伴う設計から施工までを手掛け、現場監督として工事現
場にも係わっています。また、雨漏り診断士の資格を活かした雨漏り工事や、親子で遊べるDIY
を行っています。DIYは、子どもと一緒に作りたい木製のモノを相談いただければ、簡単な設計
から材料調達、運搬、道具レンタルまで行っていただけるとのこと。
　「自然素材を使用したナチュラルスタイルを得意とし、これまで数多くの部材や施工に携わってきた経験から、顧客の要望に
近づける設計を目指したい。どんなことでも相談に乗りたい。」と笑顔で話してくれた代表の岡田さん。
　新築、増改築、雨漏り工事、 DIYで相談したい方は、一度お電話してみてはいかがでしょうか。また、外注の現場監督を探して
いる企業様から施工管理の依頼も受けているそうですので、是非ご連絡ください。

顧客に寄り添う建築設計！

（柴田真）

N-Styles

桜井町阿原
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城山
公園 ★

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

安城商工会議所
事業所訪問先募集中

事業所のPRをしませんか？
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2021.10 神無月
商工会議所 女性会

12/5開催予定元気フェスタ2021
『今こそ元気に！ここから始ま
る安城の未来』をテーマにス
ポーツ大会、特別イベントな
どを開催予定。女性会ブース
はありませんが、協力して盛
り上げたいと思います。皆様
のご協力をお願い致します。

第53回全国商工会議所女性会連合会 オンライン総会 開催 

会員事業所紹介 Vol.3

桜井で塗装業を営んでいます。大変厳しい折
ですが、住宅の塗り替え等お待ちしています。

(有)太田塗装店 太田 憲子

心癒される和の空間と美味しい料理、極上の
おもてなしで、お客様をお出迎えいたします。

㈱ラ・カーサ・デリ(茶寮 花の宴) 加藤 雅子

家庭電化製品、エアコン、温水器、防犯カメ
ラ等、安心安全・快適生活を応援致します。

かとう電器㈱ 加藤 よし子

お陰様で創業60年。小中高校制服（安城南、安城東、
安城女子）取扱店。PayPay､サルビアスタンプ可。

金田洋品店 金田 和代

板ガラス、アルミサッシ、建窓部品等
扱っております。修繕のご用命承ります。

太田硝子㈱ 太田 美智代

寿司、テイクアウト、各種宴会を中心に素
材を吟味してお料理をご用意しております。

(有)初寿司 岡田 嘉子

創業57年の機械装置設計製作メーカーです。
ものづくりを楽しめる会社を目指しています。

オノダ工業(有) 小野田 佳代子

早50年を越え、書道教室（幼児から年齢性別
不問）、門表札などの依頼もお待ちしています。

書道研究 芳墨會 神谷 幸子

　当所では日頃より思いやり運転の活動を安城市、
安城警察署と協力して推進しています。ご賛同いた
だける事業所にはのぼり旗とマグネットをお渡しし
ますのでぜひご参加ください。

横断中の歩行者、横断しようとして
いる歩行者がいる場合、車を停止さ
せ歩行者を優先。
当所ホームページより申込用紙をダ
ウンロードしていただき、FAXまた
は当所窓口にてお申込ください。
安城商工会議所
TEL：0566-76-5175　

思いやり運転賛同事業所募集中！

　就労が認められていない外国人を雇った場合、事
業主も処罰の対象になります。

●不法就労させたり、不法就労をあっせんした人(不
法就労助長罪)
　→3年以下の懲役・300万円以下の罰金
●不法就労させたり不法就労をあっせんした外国人事業主
　→退去強制の対象
●外国人の雇入れ又は離職について、ハローワークへ
の届出をしなかったり、虚偽の届出をした人
　→30万円以下の罰金

※不明な点があれば、安城警察署にお問合せ下さい
安城警察署　TEL：76-0110

～安城警察署からのお知らせ～

外国人を雇用する際には
『在留カード』を確認してください！

【取組内容】

【申込方法】

【お問合せ】

当所ホームページ▶

日 程

配信場所

：

：

10月22日㈮
13:00～15：15　オープニング・式典
15:40～17：00　記念プログラム
丸の内　ＫＩＴＴＥ
※Vimeoによるライブ配信

※記念プログラムについては、当日、安城商工会議所
（中会議室）にて、視聴会を開催します。詳細は、FAX
　または、LINEでお知らせいたします。また、個人自宅、
事業所でも視聴できます。

オンライン総会　記念プログラム
女性起業家大賞20周年記念　受賞者講演
演題：女性起業家大賞最優秀賞受賞から得た自信と使命
講師：株式会社クック・チャム　代表取締役社長　藤田 敏子 氏

15:40～16:00

渋沢栄一に学ぶ
「渋沢が取り組んだ社会貢献・女子教育を今の時代だからこそ考える｣
一橋大学 大学院経営管理研究科教授 クリスチーナ・アメージャン 氏

16:00～16:45

女性活躍を考える・推進する
「『女性活躍・男女共同参画の重点方針2021』と各地女性会への期待｣16:45～17:00

教養サロン『己書講座』
1１月（初旬）開催予定。「おの
れしょ」と読みます。自らが思
うままに自由に筆を走らせ表
現する新感覚の書です。簡単
なコツを教えていただき、自
分だけの書を描いてみませ
んか。

掲 示 板
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　安城商工会議所HP、安城商工会議所青年部HPや会報誌へ下記のとおり、協賛企業を掲載させていただきます。

　平素は安城商工会議所青年部の活動にご理解とご協力を頂き心より感謝申し上
げます。
　さて来る令和3年12月5日に第23回安城元気フェスタ2021を開催する運びと
なりました。毎年、子ども達を対象にスポーツやイベントを通じて地域の活性
化や将来を担う子供たちの健全育成を目的に開催をしております。昨年の2020
年は、新型コロナウイルスの影響を考慮し、中止という決断となりましたが、
この1年で我々も感染対策に徐々に対応ができるようになり、議論を重ねた結果、感染予防に細心の注意をはら
いつつ2021年は開催をする決断に至りました。
　今回の安城元気フェスタは、例年とは違った形式での開催となります。不要な接触を避けるため、参加者が特
定できるイベントとしてスポーツ大会、コロナ禍で行われなかった職場体験に協力するため、市内小中学校の生
徒に楽しんでもらう職場体験動画の配信、またサプライズではありますが打ち上げ花火を企画しております。
　我々青年部は、安城七夕まつりの中止により、市民の方への恩返しや地域貢献する場が少なくなってしまいまし
た。安城市という素晴らしい地域のおかげで商売を続けられてきた私たちが、今回恩返しをするチャンスと捉え、
安城市民の方達への贈り物となればと考えています。
趣旨にご理解・ご賛同いただき、ぜひともご支援を賜りますよう、ご検討の程よろしくお願い申し上げます。

※新型コロナや雨天によるスポーツ大会の中止の場合でも、
　協賛金は打ち上げ花火で大切に活用させていただきます。

安城元気フェスタ2021協賛企業募集！

 ー臨時総会・10月例会『みんなで温モルック体験』ー ー臨時総会・10月例会『みんなで温モルック体験』ー

○
○
○

日 時
場　所
内 容

令和３年10月28日㈭19：00～
安城商工会議所 ５階大会議室
臨時総会では、令和４年度の役員予定者並びに出向

予定者を選出する。10月例会では、室内でモルックを行い、メン
バー間のコミュニケーションや絆を深めることを目的に開催い
たします。※新型コロナウイルスの影響によっては、オンライン
配信へ変更の可能性あり

臨時総会・１０月例会を下記のとおり開催します。

＜広告募集＞

●ホームページ　＜掲載期間:令和4年3月31日まで＞

・安城商工会議所会報誌1月号（令和4年1月発行）に安城元気フェスタの報告と全協賛企業名を記載予定
●会報誌

1.大枠(広告料:50,000円）

・ロゴ掲載
・企業HPへリンク

3.小枠(広告料:10,000円）
・企業名(小)掲載
・企業HPへリンク

・企業名掲載のみ
4.準小枠(広告料:5,000円）2.中枠(広告料:20,000円）

・企業名(中)掲載
・企業HPへリンク

右記より広告枠の見本が閲覧可能です。
広告枠の検討にご活用ください。

＜お問合せ＞安城商工会議所青年部事務局 担当：鈴木　TEL:76-5175　メール:y-suzuki@anjo-cci.or.jp

広告枠見本
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安城商工会議所青年部
会長　　鈴木　彩　

元気フェスタ特別委員長　　太田　崇　
七夕まつり特別委員長　　神園　明孝
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当所会員事業所限定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！

視聴無料 START!

当所ホームページバナーを
クリック！

セミナー視聴ランキング

専用ページ

IDとパスワード

「テレワーク不調を防止するために」

　コロナ禍において、テレワークを導入しているところも増え、さまざまな問題が起きており、それが不調につな
がっています。今回は、その不調を増長させることなくモチベーションアップにつながるようなヒントを伝えたい
と思います。　
　まず、テレワークにより起こる不調について相談が増えている原因は、孤立感です。テレワーク導入時は、通勤
時間が無くなって身体的に楽、嫌な上司と顔を合わせずに済む、自由な時間が増えたなど、メリットの方に目が向
くことが多かったのに、テレワークが長期化していくとともに、孤立感を訴えるケースが増えています。
　次に、上司とのコミュニケーション問題です。オンラインになり、文字ツールでのやりとりが増え、雑談レベル
の会話や細かなニュアンスをやり取りすることが少なくなって、行き違いや誤解が生じています。例えば、資料に
ついて質問しても「書いてあるから、よく読んで」などの応答をされると、極端な場合、パワハラと捉えられてし
まうことがあります。齟齬（そご）のリカバリーがしづらく、ニュアンスも伝わりにくい、また自分自身のメンタ
ルも弱くなっている中で、ちょっとしたやり取りの影響を強く受けてしまうのです。
　では、どのように部下のマネジメントをしていけばよいのでしょうか。管理者であれば担うことになる安全配慮
義務は、予防措置で、未然に防ぐ対応が重要です。テレワーク不調にさせないためには、孤立させないことです。
定期的なミーティングを実施しているところも多いとは思いますが、効率重視で連絡、報告だけにとどまってしま
うと、部下の変化に気付きにくくなります。対面であれば顔色や様子もある程度分かりますが、画面を通じてです
と、そこまで判断することは不可能です。いわゆる雑談が必須で、それを通じて生活の状況や体調などを把握する
ことが可能になります。些細（ささい）な日常会話ができてこそ、ちょっとした相談ができるのは対面でも同じな
のですが、その日常会話がしにくい状況のため、あえて時間をつくることが大切です。チャットなどの文字ツール
でも、事務連絡だけでなく、労（ねぎら）いの言葉などがあると安心するといった声も聞かれますので、ぜひ心掛
けてみてください。 

日本メンタルアップ支援機構　代表理事
大野　萌子

一般経営 負債40億円からの挑戦
～そして、今、理念経営の実現へ～ 83分

一般経営 どこにも負けない!ものづくりへの挑戦
～情熱と行動力を持つ経営者から学ぶ～

84分

一般経営 渋沢栄一の「論語と算盤」に学ぶ企業経営 55分

1
「親子で語る事業継承」 第1回

これからの時代に求められる社長交代の心得と考え方
35分

3
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

19分

2 《願う力》57秒の元気術
4分

10月配信予定　おすすめセミナー
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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
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－16－ あんじょう商工会議所

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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