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特集1

商工会議所再要望事項に
対する回答

有限会社両口屋菓匠
取締役会長 清水 正幸 氏

安城商工会議所 新春賀詞交歓会
新しい年のスタートにあたり、
「新春賀詞交歓会」を開催いたします。会員事業所の皆さまが親しくご歓談
いただける良い機会となりますので、ぜひお気軽にご参加ください。

【日
【場

時】 令和４年１月７日㈮ 14時00分〜15時15分【参加費】 無料
所】 安城商工会議所5階大会議室
【定 員】 100名
※詳細につきましては、今月号折込チラシをご覧ください。

安城商工会議所 E-mail▶info@anjo-cci.or.jp
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税務個別相談会

（登場人物）
会議所職員
三村 綾

アイデアバルブ株式会社

＜12月定例相談会＞

池澤社長

＜12月開催講演会・セミナー＞

※事前予約制

８日㈬

金融相談(日本政策金融公庫)

10:00〜12:00

６日㈪

人材採用強化セミナー

14:00〜16:00

15日㈬

労務相談

13:00〜16:00

９日㈭

働き方改革対応講座

14:00〜16:00

16日㈭

法律相談

13:00〜16:00

14日㈫

写真の写し方セミナー

14:00〜16:30

21日㈫

税務相談(記帳継続指導)

13:00〜16:00

15日㈬

文化講演会

14:00〜15:30

24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

− ３−

特集1

令和3年度

商工会議所再要望事項に対する回答

今月号では、9月30日に開催した安城市執行部との意見交換会の中で提出した安城市への質
疑・再要望に対する回答を掲載いたします。
安城市執行部との意見交換会における質疑・追加要望に対する回答

コロナワクチンの接種について

今後も迅速な接種に努めていただくとともに、希望する市民の2回接種が終わる見通しはいつごろか。
11月末までには接種対象者の8割が2回接種を終えられることを目標に、今後も市内医療機関の協力の
もと、接種を進めていく。
調整区域での工場立地について

調整区域に立地を検討する場合、市の許認可窓口から地元町内会配水総代の承諾書や農業委員のサ
インなどを求められることがあり、地元に許可権限があるかと誤解されている事案が複数報告され
ているため、公正・公平に判断されるよう地元に行政から指導をしていただくよう要望。
法令上、農用地区域から除外する場合には、市は農業関係団体の意見を聴かなければならないと定めら
れており、本市では、これに加えて、土地利用者が事前に地域住民との合意形成を図ることを目的に、地
元町内会の意見書をお願いしています。地元町内会には許可権限はございませんが、土地利用者である企
業と地域住民の組織である町内会との間で、操業後も良好な関係を保つためにも、協議に努めていただき
たいと考えております。
なお、地元と企業との協議におきましては、行政指導はできませんが、相互理解が図られるよう、助言
などの協力をしてまいりますので、ご理解いただきますようよろしくお願いします。
≪再質問≫許認可の窓口で要求する添付書類は、必須のものと、あくまでも任意のものと区別し、
許可要件に必須でないものはその旨を明確に説明するよう要望。
企業と地元との間で、操業後も良好な関係を保つためにも、協議に努めていただきたいと考えておりま
すので、地元町内会の意見書は法令上、必須ではございませんが、今後も必要書類としてまいります。な
お、地元町内会が意見書の主旨を理解できるよう、丁寧に説明してまいりますので、ご理解いただきます
ようよろしくお願いいたします。
安城七夕まつりについて

市民を巻き込んだ安城市の一大イベントとして当事者の市としても七夕まつりをどのように今後進
めていくのか、日通倉庫も含めた見解を質問。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続くなか、ワクチン接種は進むものの、早急にコロナ禍が終息
し、コロナ以前の状態に戻ることは難しいことから、新たな安城七夕まつりにする必要があると考えてお
ります。
そのため、安城七夕まつり協賛会実行委員会を中心に、従来の開催方法の見直しを行い、先を見越した
「持続可能な安城七夕まつり」の開催に向け、協議を進めてまいります。
また、日通倉庫につきましては、用地取得のための協議を継続しておりますが、今後の交渉の進捗に
よっては、倉庫の取り壊しや、七夕まつりの飾りを保管する倉庫を別に設ける可能性がございます。今後、
安城七夕まつり協賛会実行委員会にて、七夕まつりのあり方を検討するなか、装飾物の保管方法等につい
ても協議を進めてまいります。
交通安全施設の設置について

カーブミラーの様な交通安全施設は地元町内会の要望で設置されていくようですが、我々事業者サイド
からの視点で危険と思われる個所での設置要望などはどこの窓口にその情報を提供すればいいのか質問。
カーブミラーなど交通安全施設のご要望については、維持管理課地域整備係に、ご相談をいただければ、
関係する町内会と情報を共有し設置を検討してまいりますのでよろしくお願いします。
ザ･モールの跡地について

昨年の５月末をもって閉店した大東町のザ・モールの跡地について市で把握している情報の提供を
要望。
現時点では、民間開発のため、市としてお伝えできる情報はありませんので、よろしくお願いいたします。
− ４−

あんじょう商工会議所

あいスタ認証について

利用者も安心して飲食ができ、経済振興にもつながることから、あいスタ認証取得を促進するため
にも、ぜひ市から何らかの助成をするよう要望。
本市では、長引くコロナ禍により、厳しい経営状況にある飲食店等への支援及び地域経済の活性化を図
るため、プレミアム商品券発行事業を行うとともに、商店街振興組合に対しプレミアム商品券活用販促事
業による支援及び、新製品の開発や新サービス展開に対しての支援を行っております。
そのため、今のところ、「あいスタ」認証を取得するための助成は考えていませんが、感染防止対策項
目の基本項目および条件付き項目におきましては、費用をあまりかけず行うことができると思われます。
また、今後、飲食店の協力金申請には「あいスタ認証」を受けていることが必須となることから、積極
的に申請をお願いします。
なお、申請に関して安城ビジネスコンシェルジュにおいてもお手伝いいたしますので、ご相談ください。
来年度のプレミアム商品券事業について

来年度は市制施行70周年でもあるため、記念事業として今年度に増して魅力あるプレミアム商品券
事業を実施していただくよう要望。
来年度のプレミアム商品券の発行につきましては、引き続き、市内の経済状況を注視するとともに、市
制70周年にあたりますことから、実施について検討をしてまいりたいと考えております。
プレミアム建設券について

市制70周年記念事業として商品券同様にプレミアム建設券事業を来年度も実施するよう要望。
プレミアム建設券の発行につきましても、プレミアム商品券と同様、市内の経済状況を注視し、実施に
ついて検討をしてまいりたいと考えております。
公共工事の発注について

公共工事の発注見通しについて、今後も公表された時期に適切に発注されることをお願いするとと
もに、正確な発注業務を行っていただくよう要望。
発注見通しの公表については、施工時期の平準化や安定的・計画的な受注に資するものでありますので、
今後とも適切な発注に努めてまいります。
また、設計図書の誤りにより入札中止になることがあり、ご迷惑をお掛けしております。今後とも正確
な発注を心掛けるよう努めてまいります。
SDGs、脱炭素社会の促進について

SDGs、カーボンニュートラル、省エネなどに積極的に取組む事業者に対し行政としてもその背中
を押すべく何か支援策を考えているか質問。
SDGsに取り組む事業者と本市が、パートナーとして共に啓発活動などを行うことで、企業イメージの
向上や登録団体同士の交流、事業連携につなげ、新たなビジネスモデルの構築に発展させることを目指し、
「あんじょうSDGs共創パートナー制度」の導入を検討しております。また、従業員の健康増進は企業の
業績向上にもつながるため、市内事業者の健康経営優良法人取得を積極的に推進してまいります。
なお、商工会議所と共催しております安城ものづくりネットにおきまして、中小事業者間での意見交換
を通してカーボンニュートラルに取り組む意識啓発、中小製造業に向けた情報提供を行い、事業者のカー
ボンニュートラルに向けた行動を促してまいりたいと考えております。

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
12月１日㈬

１月７日㈬

２月２日㈬

３月２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−

おしらせ

商工会議所からの

受賞おめでとう！

人材採用強化セミナー

令和３年度納税表彰】

令和３年度納税表彰にて当所会員事業所の

２名の方が表彰されました。おめでとうござ
います。

＜税務推進協議会長表彰＞

当所では仕事探しサイト「Indeed」や採用
管理サービス「AirWORK」の仕組みや活用
術を学ぶセミナーを開催します。人材募集で
困っている企業や、今後求人募集をしたいと
考えられている企業の担当者様はぜひご参加
ください。
時 令和３年12月6日㈪

株式会社浅賀井製作所
加賀 昭成氏

株式会社ホソイメガネ
細井 英治氏

当所ではテレワークやリモートに関するセ

ミナーを開催します。疫病、自然災害による
出社不能時や活動自粛を乗り切る働き方など
について学ぶことができますのでぜひご参加
ください。
講 G-word

代表

14:00〜16:00

杉山 貴思 氏

場 安城商工会議所３階研修室またはオンライン
￥ 無料

内 ⒈働き方改革関連法等、労働法制の概要

⒉テレワーク、リモートワークの現状

⒊スマートフォンを利用した説明と実演

⒋テレワーク、リモートワークの事例の紹介
⒌今後役立つ緊急時の活用方法

⒍新型コロナウイルスに伴う事業所向け施
策・制度概要について

− ６−

あんじょう商工会議所

時 とき ■
場 ところ ■
講
■

地域商談会
（三河・知多会場）
受注企業募集
独自の技術や自社製品をお持ちの中小企業を
対象に新たなビジネスパートナーを発掘できる
商談会を開催します。発注企業と直接商談でき
る絶好の機会ですので、是非ご参加ください！

働き方改革対応講座

時 令和３年12月９日㈭

14:00〜16:00
講 株式会社AP plus one 取締役 塚田 一 氏
場 安城商工会議所３階研修室またはオンライン
￥ 会員：無料 非会員：1名 2,200円(税込)
内 ⒈採用環境の変化とオウンドメディアの必
要性について
⒉「Indeed」の仕組みと活用方法について
⒊「AirWORK」の仕組みと活用方法について

講師

時 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㈮
場 刈谷市産業振興センター｢あいおいホール」
￥ 無料
定 150社
締 令和３年12月17日㈮まで
※「名刺交換タイム」、「発注企業へのPR資料
送付ボックスの設置を予定しています。

安城商工会議所
年末年始業務のご案内
年末：令和３年12月28日㈫ 16:30まで
年始：令和４年１月４日㈫ ９:00から
ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いい
たします。
内 内容 ■
対 対象 ■
定 定員 ■
¥ 受講料・入場料 ■
締 締切 ■
問 問合せ先
■

三河安城駅連絡通路広告物掲示場への広告物掲出者募集中!
安城市では三河安城駅連絡通路の広告物掲示場の広告物掲出者を募集しています。興味をお持ちの方は
ぜひお申込ください。
【掲出期間】 令和４年４月１日㈮〜令和５年３月31日㈮（１年間。更新可）
【掲出場所】 安城市三河安城町１丁目 三河安城駅連絡通路
【規
定】
寸法
（m たて×よこ） 面積
（㎡） 年 間 使 用 料

募集広告数

区分A

1.050×1.210

約1.27

年 78,680円

1箇所

区分B

1.050×1.665〜1.666

約1.75

年１09,100円

12箇所

区分D

１.050×1.835

約1.93

年119,590円

1箇所

※掲載位置は後日調整。
また、広告物の作成及び掲出に係る費用は、掲出者の負担になります。

▲掲載例

【申込期間】 令和３年12月１日㈬〜令和４年１月１４日㈮まで
で商工課
【申込方法】 市HPに掲載する募集要領をご確認の上、必要書類を持参か郵送（必着）
（〒４４６−８５０１住所不要）
へ。
提出書類等詳細につきましては市HPをご確認ください。
【お問合せ】 安城市商工課商業観光係 TEL:７１-２２３５

詳細

豊田上郷スマートインターチェンジをぜひご利用ください
東名高速道路の豊田上郷サービスエリアに、令和３年３月に新しくスマートインターチェンジが
開通しました。全方向への利用が可能な上下線分離型のインターチェンジで、全車種24時間利
用可能です。名古屋インターチェンジ方面の高速道路利用がより便利になりましたので、ぜひご
利用ください。詳細はＱＲコードをご参照ください。
【場

所】

【お問合せ】 豊田市役所建設部幹線道路推進課

利用方法

TEL：０５６５‐３４‐６６７３

“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−

活動報告ダイジェスト
版
新入社員若手社員向けフォローアップ研修
新入社員や若手社員を対象としたフォローアップ
研修の基本コースを10月27日㈬に、製造コースを10
月28日㈭に開催しました。
基本コースでは、ビジネスマナーなどの振り返り
とレジデンス力を高める方法について学び、また製
造コースでは、製造現場における基礎知識や身につ
けておきたいスキルなどについて改めて学びました。
受講者は入社して約半年を振り返り、仕事に対す
る姿勢を見つめ直しました。

地元 得得 キャンペーン抽選会
安城プレミアム商品券の利用開始に合わせて当所
主催で開催した地元 得得 キャンペーンの抽選会を
実施し、32,605通のご応募の中から、総勢1,005名の
当選者が決まりました。
当選者は発送をもってかえさせていただきます。
また、賞品としてキャンペーン参加店舗で使える
ギフトカードを発送していますのでキャンペーン参
加店舗様は引き続きご協力をお願いします。

− ８−

あんじょう商工会議所

インスタ×ＬＩＮＥ集客できる仕組みを作ろう
観光サービス部会では11月2日㈫に「インスタ×
LINE集客できる仕組みを作ろう」を当所会館にて
開催しました。
当日はリンクアンドサポート㈱の鈴木夏香氏をお
招きし、インスタグラムやLINEといったSNSを活
用した集客の方法についてご教授いただきました。
受講者はSNSを有効に活用した集客方法などにつ
いて理解を深めました。

税に関する「習字・作文」表彰式
小中学生の税に関する正しい理解と意識の高揚を
図る目的で小学生に「税に関する習字」、中学生に
「税についての作文」を募集し、優秀な成績を修め
た方に対する表彰式を11月11日㈭に開催しました。
当日は刈谷税務署長をはじめ安城市長、安城市議
会議長、東海税理士会刈谷支部副支部長、刈谷納税
貯蓄組合連合会会長をお迎えし、表彰状や副賞の授
与を行い、受賞者の保護者の皆様とともに受賞を祝
福しました。

令和３年度 税を考える週間事業
消費税インボイス制度セミナー

安城市議会議員との意見交換会

11月16日㈫に税を考える週間事業の一環として経
営者と経理担当者などを対象とした「消費税インボ
イス制度セミナー」を開催しました。
当日は、講師に堀川晃税理士事務所の堀川晃氏を
お招きし、インボイスとは何かといった基本から今
すべき対応策などを受講者の質問や疑問点を踏まえ
ながらご教授いただきました。

安城市議会議員との意見交換会を11月22日㈪に開
催しました。
当日は、保守系会派所属の安城市議会議員26名に
お集まりいただき、商工会議所の活動について説明
するとともに、当所より提出しました令和３年度の
要望事項に対して意見交換をおこなうなど、当市の
産業振興について情報共有するとともに相互の理解
を深めました。

11月24日㈬にアンフォーレにて会員大会を開催しました。
第一部では在籍50年・30年の永年会員事業所に感謝状およびプレミアム会員証を贈
呈したほか、会員事業所より推薦いただいた優良従業員へ従業員表彰を行いました。
第二部では中国大黄河雑技団をお招きし、中国雑技・変面ショーを行い、第三部では健康グッズ等が当た
るお楽しみ抽選会を開催し、会場は大いに盛り上がりました。今回、会員大会内で表彰した在籍50年・30年
を迎える事業所および従業員表彰特別表彰受賞者は下記の通りとなります。

会員大会

永年会員事業所
在籍50年
・愛三工業㈱安城工場

・㈱東海石油

・近藤農場

・柴田石材店

・㈲スギヤマカーサービス

・㈱はちどり

・松喜

・丸八重整備㈱安城工場

・㈱AOKI安城店

・㈲ウッド工芸

・㈲大重工業

・㈱大林テクノ

・㈱杉浦機械

・損害保険ジャパン㈱愛知東支店安城支社

・㈲ダイショウテック

・馬場産業㈱

・㈲ピッカピカ

・㈱丸伸木型製作所

在籍30年

・河野工業

・都築保温工業

・山中土木㈲

・衣浦部品工業㈱

・鶴林古

・木村製作所

・㈱テクノフォームジャパン
・ブティックイケダ

・知立工業㈱

・㈱カワセー工業

・後藤建築

・㈲城山断熱

・㈲テシマボディー

・野村工業

・(医)都築医院

・ミカテック㈱

従業員表彰
市長特別表彰
・植村建設工業㈱

会頭特別表彰
・メトロ電気工業㈱

市川 功二 氏

杉浦 誠 氏

永年勤続40年
・倉敷紡績㈱安城工場

宮本 伸二

氏

・㈲山本モータース工場

伊藤 敬 氏

永年勤続35年
・㈱浅賀井製作所
・オノウチ精工㈱
・㈱亀山製作所

是枝 博幸 氏

・オノウチ精工㈱

阪野 勉 氏

・㈱桂川製作所 小林 和智 氏

杉浦 智浩 氏

冨満 祐七 氏

・倉敷紡績㈱安城工場

松澤 武彦 氏
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

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

猫専門ペットシッターさっち
留守中の猫ちゃんのお世話はお任せください
今回は、猫専門ペットシッターさっちの影山さんをご紹介します。出張・帰省・旅行などで
留守にする時、猫の世話はどうしていますか？ペットホテルに預けたり、親戚に頼んだりして
いませんか？
愛玩動物飼養管理士2級とペットシッター士の資格を保有する影山さんは留守宅を訪問し、
猫のごはん・水の交換、トイレの掃除などのお世話をします。LINEやEメールで訪問時の状況
を教えてもらえ、日誌等でも報告されるので、留守中の猫の心配がありません。
自宅に来てもらうメリットは、①いつもと同じ場所で生活でき、猫のストレスが少ない②外
出先で留守中の猫の様子がわかる③ペットホテルより安価④帰宅したらすぐに猫に会える⑤トイレも水も清潔で快適などです。
初回は、打ち合わせのために事前に訪問しますので、猫との相性、影山さんの人となりを確認することができます。依頼事項
を決め契約書が発行されるので、安心して利用できそうです。料金は猫の数と訪問回数によって明確に決められています。
家族の一員である大切な猫のために、ペットシッターを利用してみてはいかがでしょうか？

電

話

営 業 日
H
P
インスタグラム

050-3628-2221（10:00〜18:00）
【着信があれば折り返します】
HPをご確認ください
https://cssuch.wixsite.com/cssuch/
@catsittersuch

●対応地域●
安城市・知立市・高浜
市全域、刈谷市一部、
岡崎市一部
クレジットカード利用可

（矢嶋）

CAFE&BAR Vene
沖縄とカフェの融合♩沖縄出身シェフ2人がお届けするOkinawanカフェ♪
今回ご紹介するのは、今年4月にOPENしたCAFE&BAR Vene。白を基調とした店舗は水色
のドアが印象的で、店内のBGMと明るい雰囲気がオシャレでランチやデート、ディナーなど
様々なシーンで使えそう。
沖縄出身の2人が提供するメニューは、イタリアンで修業し沖縄の名物素材を取り入れた沖
縄料理とイタリアンの融合。とくに自家製タコミートが絶品の「タコライス」は人気No.1なん
だとか。ランチタイムには、ドリンクが付いたセットがオススメで、チャンプルーのウチナ〜
プレートや沖縄そばセットなど5種類、ドリンクには沖縄みかん（タンカン）のジュースで、さらに沖縄を満喫したいところ。
一方、お酒が好きな方にはディナーを。定番アルコールメニューをはじめ、オリオンビールや泡盛のほかにもイタリアンに
あうワインや沖縄をイメージしたオリジナルカクテルなど新しい発見が。そして、お酒にあわせたグランドメニューはゴーヤ
やスーチカーを使ったパスタやフリッターに近い触感が特徴の沖縄てんぷら、あぐー豚のステーキなど、ここでしか味わえな
いマリアージュが堪能でき、話も弾み楽しいひと時が。
「沖縄×イタリアン」。安城で沖縄料理を楽しめるCAFE&BAR Veneに気軽に足を運んでみてはいかが。
JR安

城駅

安城商工会議所クーポン券

初回1,000円
割引
※他クーポンとの併用不可

◯有効期限：2022年12月末日まで

猫専門ペットシッターさっち
TEL 050-3628-2221
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所 在 地

御幸本町17-2

電

080-5666-1348

話

御幸本町西

営業時間

11:30〜22:00（L.O.21:30）

休

月曜日

日

安城商工会議所
事業所訪問先募集中
当所会報と
ホームページに無料で
掲載できます。
クーポンでの集客も
可能です。

御幸本町
朝日町西

（吉田）

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

三菱UFJ銀行

末広町北

★

2021.12 師走
商工会議所 女性会

元気フェスタ委員会『棒ビクス』特別講座＆意見交換会
11月2日に佐藤恵美子様をご講師にお招きし、
専用の棒を使った健康体操
「棒
ビクス」
を教えていただきました。
ひとりひとりに合わせた運動で各関節機能改善やリラクゼーション効果なども
期待できるそうです。終了後は、
身体もほぐれ、
『 体が軽くなった』
『
、肩や腰の痛み
が軽減した』
『
、気持ちも元気になった』
などの声が聞かれ、
大盛況となりました。
また、
特別講座後には意見交換会が開かれ、
心と体の健康維持のための講座も
継続事業として次年度からの計画に入れてはどうかなどの意見が出ました。
掲

会員事業所紹介 Vol.5
㈲近藤仏壇店

近藤あつ子

祖父の代から息子で三代目。教員を辞め仏壇

ハッカハウス

杉山京子

桜井駅東で小さいながらアパート経営させ

業に入り早20年、頑張って従事しております。

て頂いています。ご縁に感謝しております。

堀章塗装

精文堂印刷

桜井靖子

創業50年、地域の皆様の信頼と実績で頑張っ

てきました。これからも宜しくお願い致します。

居酒屋仕掛人

迫間よし子

コロナ禍が早く収束して以前の活気を取り戻

アイディアと技術力でサポートいたします。

鈴木ヨシ江

目に引き継ぎ、頑張って活動しております。

白谷会計事務所

千賀落花生店

女性会に加入してお世話になり20年になり

ました。今後ともご指導をお願い致します。

春日井商工会議所

11/ 女性会40周年記念式典
12 参加
11/ 三河商工会議所女性会
26 サミットオンライン参加
12/ 第３回教養サロン
13 『寄せ植え講座』
1/

臨時総会、
後継者育成講演会、
31
チャリティバザー

開業して早60年。熱絶縁業を二代目と三代

したいものです。これからも頑張っていきます。

白谷隆子

板

杉山三弥子

お客様とその先へ想いを届ける印刷を、

㈱三河保温

示

千賀良子

創業60年の豆菓子専門店です。プロの焙煎

によるこだわりの豆をぜひご賞味ください。
春日井商工会議所女性会40周年記念式典

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。
配布先 当所会員事業所、行政機関、主要交通機関など
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
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：76-5175
− 12−
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〜安城警察署からのお知らせ〜
パソコンにウイルスが感染?
それ詐欺かも！
パソコンでサイトを閲覧していたら、突然警告音がなり、
「ウイルスに感染しました。050-××××-××××に電話し
てください」との警告画面に。
記載の電話番号に電話すると、外国人が電話に出て、
「サポートセンターです。ウイルスに感染しているので、
今すぐ対策が必要です。」といって、パソコン修理代金、
セキュリティ代金の名目で、クレジットカードの支払いや、
コンビニで電子マネーを購入するよう要求されますが、
これは詐欺の手口です！
警告画面を閉じるだけで解消する場合がありますので、
家族や友人、警察に相談し、表示の電話番号に連絡した
り、お金の支払をしたりしないようにしましょう。

お問合せ

安城警察署

TEL：76-0110(内線227)

臨時総会・１０月例会「みんなで温モルック体験」
令和３年10月28日㈭に「臨時総会・10月例会

み

んなで温モルック体験」が開催されました。10月例
会では、近年、日本でもブームが起こりつつあるモ
ルックによるスポーツ交流会が開かれました。地面
に立て並べられた複数の木のピンめがけてモルック
という木の棒を投げ、獲得した点数で競います。未
経験の方も多かったですが、歓声が上がるなど会場
内も盛り上がりを見せておりました。設営して頂き
ました築山智幸総務委員長、総務委員会の皆様貴重
な体験をありがとうございました。
また10月例会の開催前には臨時総会が開催され、令和4年度の役員予定者並びに出向者の承認が行わ
れました。約1年半ぶりの対面での総会であり、43名の方にご出席いただきました。多くの出席者の前
で「安城YEG会員が何かを持ち帰ることのできる団体にしたい」と令和４年度役員予定者を代表して
深津会長予定者より熱い抱負をいただきました。

◆令和４年度役員予定者
会
長
【副会長

トーク

元気ノ助のメールで投句

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

令和４年度役員予定者

深津貴弘（中部土地開発㈱）
菊地玲滋（㈱RCJ西三河店）
川合孝司（㈱旬彩会席田和）
太田明仁（㈱アサヒ企画）
神谷啓介（㈲シンケン）
鈴木雅裕（㈲スズキタイヤセンター）
【専務理事】神園明孝（㈲花井電機）
【総務委員長】富田晋介（㈱南山園）
【広報委員長】杉山哲一（精文堂印刷）
【研修委員長】生駒智彦（寧々）
【交流委員長】都築孝治（㈱AREABACK）
【七夕まつり委員長】田ノ上大和（㈱田ノ上塗装）
【元気フェスタ特別委員長】竹中大輔（トータルエクステリアタケナカ）
【出向者支援委員長】笠原昇悟（司法書士法人笠原事務所）
【出向理事】近藤実（㈱近藤電工社）
【監
事 】畔柳直道（不乗森神社）、
大見礼恵（アオミライフプランコンサルタント）
【直前会長】鈴木彩（ドゥエペルソーネ）
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

12月配信予定
一般経営

おすすめセミナー

改正食品衛生法のポイント

〜HACCP
（ハサップ）
に沿った衛生管理〜

36分

一般経営

中小企業のSDGs経営入門

49分

一般経営

ランチェスター サクセス・プログラム 入門編
第２回 利益性の原則と市場占有率

68分

負債40億円からの挑戦
〜そして、今、理念経営の実現へ〜

1

83分

ウィズコロナ時代でも好かれて
信頼される人のコミュニケーション力

2

75分

渋沢栄一の「論語と算盤」に学ぶ企業経営

3

55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

「部下の自主性を育てる声掛け」
「自ら考え、行動できる部下を育てたい」というのは、どこの現場でも上に立つ人の重要な目標の一つです。そ

のために、「あえて突き放して考えてもらう」「とにかく自信を持ってもらうために一任する、褒める」をしがち
ですが、実はどちらも逆効果になっていることが多いのです。

例えば、部下が何かを尋ねてきたときに「自分で考えろ」との答えは、部下にしてみたら門前払いのような印象

を受けます。小さなことでも相談できることが仕事のモチベーションにもつながるからです。本人に考えさせると
しても、どこまで把握できているのか、問題は何なのかを相互理解するためのプロセスを大切にしましょう。回答
が必要な場合でも、それを明示する前に、部下がどう考えて行動しようとしているのかを確認してからにすること
です。緊急案件でなければ、その上でヒントを与えましょう。面倒なやり取りに思えるかもしれませんが、これを

繰り返すことによって自主性は育まれます。それを端折って方法だけを教えてしまうと、指示待ち人間が出来上
がってしまいます。また、褒めることも大切なのですが、具体性のない賞賛はかえって自信を無くさせてしまいま
す。よく新人から相談を受けるのは、アドバイスを仰ぎたくて上司に相談しても「今のままでいいよ」と言われた
り、自分の作成したものや、行ったプレゼンなどに対して「いいね」「良かったよ」と言われたりするだけでは、
かえって不安になるという事例です。何を認めてくれているのか分からないと、本当は自分にきちんと向き合って
もらえていないのではという不安が生まれてしまうのです。「○○の部分が良かったよ」「言葉の選び方が分かり
やすくていいね」など、どの部分を評価したのかを明確に伝える必要があります。

また、自信を付けてもらうつもりで「任せたよ」も危険です。経験値と自信がある部下には効果的ですが、そう

した人材はほんのわずかです。そうでない部下にとってはプレッシャー以外の何ものでもなく、かえってやる気を
失うという声が多く聞かれます。何をどう任せるのかを明確にして、さらにフォローアップの体制があることを伝
えましょう。いずれにしても、部下の現状を聞くという場を通して、把握と相互理解を深めるステップがあること
が自主性を育てるためには不可欠です。

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︶

12

第

ホリデイは

820

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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