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新年のごあいさつ

安城商工会議所 会頭 沓 名 俊 裕

新年明けましておめでとうございます。皆様には、新たな希望を胸に
健やかな年をお迎えになられたこととお慶びを申し上げます。
日頃から安城商工会議所の運営と事業活動に対し、深いご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げ
ます。
昨年は年初めから新型コロナウイルス感染症が猛威をふるい帰省も初詣もできない「巣籠り」状態
で幕を開けました。しかし、ワクチン接種効果と国民の感染予防努力によって、緊急事態宣言が解除
されて以来、
「アフターコロナ」へと人々の意識が移行しつつあり、日常生活回復への動きが加速して
います。
こうした状況の中、当所は安城市長に緊急要望を行い、総額16億円余に上る経済対策として安城市と共同でプレミアム商品
券・建設券事業を実施しました。さらに、その事業の効果を高めるべく、会員事業所への支援策としての「地元 得得 キャン
ペーン」を実施し、後の経済回復に繋がるよう景気刺激策を展開してまいりました。また、年初より賀詞交歓会をはじめ、事業主
が講師となり、専門知識やコツを教える「まちゼミ」、中途採用者を求めている企業の為の「ANJOB」、婚活イベントなど、一年
を通じて精力的に事業展開をしてまいります。
新たなビジネススタイル・ライフスタイルにより、当地域にも大きな波が押し寄せてきていますが、地域経済が縮小することな
く、継続的に成長を遂げることが重要であると考えております。
「経済の発展なくして地域の発展なし」を合言葉に、唯一の地
域総合経済団体として、会議所に課せられた使命と役割を十分に認識し、会員の皆様と共に活動する商工会議所を目指すこと
で、地域経済の発展に寄与していく所存でございます。
令和4年の干支は壬寅（みずのえとら）です。陰陽五行説によりますと壬寅は、
「陽気を孕(はら）み、春の胎動を助く」とあり、
冬が厳しいほど春の芽吹きは生命力に溢れ、華々しく生まれることを表しています。この一年がその様な年になりますよう、会
員の皆様のご健勝と事業のご繁栄を心より祈念いたしまして年頭の挨拶とさせていただきます。

沓名会頭からの新年のごあいさつを動画にて公開していますのでぜひご覧ください。
（１月23日まで）
URL】https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=B2seQDhgp1U&feature=youtu.be

新年のごあいさつ

安城市長 神 谷

学

安城商工会議所会員の皆様、明けましておめでとうございます。
皆様におかれましては、日ごろから市政に対し温かいご支援ご理解を賜り、厚くお礼申し上げます。
新型コロナウイルス感染症拡大は、一旦の収束が見られ、小康状態でありましたが、新たな変異株
への対応など、予断は許されない状況が続いております。
新型コロナウイルス感染症の影響から、景気の持ち直しの動きもみられるものの、依然として厳し
い状況に置かれた事業者が数多くおいでの中、貴会議所におかれましては、地域の総合経済団体とし
て、経営、起業、金融などの相談事業、講演会や講習会の開催、雇用対策など多岐にわたり、安城市
の経済発展にご尽力くださっており、あらためて厚くお礼を申し上げます。
本市としましても、市民の皆様の安心感を得られるよう、感染拡大防止と社会経済活動の両立を図
るための施策を精力的に進めています。経済対策としましては、プレミアム商品券発行事業において、プレミアム商品券に加え
て、プレミアム建設券の発行、そして、子育て世帯への生活支援として、地元応援券の無償配付を行い、その実施を安城商工会
議所にお願い申し上げております。今後も様々な形で、市民生活や地域経済を守り支えてまいります。
さて、今年は、安城市制施行70年を迎えます。SDGsの「誰一人取り残さない」という理念のもと、誰もが活躍できる機会の場
を創りたいとの思いから、
「ともに、かなえる」をテーマとして、様々な事業を計画しています。現在、SDGsの達成、持続可能な
まちの実現に向けて、SDGsに取り組む企業・団体等の裾野を広げることを目的とした「あんじょうSDGs共創パートナー」制度
を立ち上げております。本市の産業、まち、暮らす人々、全ての元気を引き出し、さらなる健幸（ケンサチ）の推進を図ってまいり
ます。
最後になりますが、更なる魅力的なまちづくりの推進と今後の地域社会の発展にお力添えを賜りますようお願い申し上げます
とともに、貴会議所の一層のご発展と会員の皆様のご健勝とご多幸を心からお祈り申し上げます。

− ４−

あんじょう商工会議所

令和４年(2022年) 三村会頭年頭所感
日本商工会議所 会頭 三村明夫
明けましておめでとうございます。
2022年の新春を迎え、謹んでお慶び申しあげます。
昨秋以降、国内では新型コロナ新規感染者数が著しく減少し、本格的な日常生活回復に向けた
動きが加速化する中で新年を迎えられたことを皆さまと共に喜びたいと思います。
海外での感染再拡大などもあり、先行きの見通しは予断を許さないものの、商工会議所は、本年
を感染防止と社会経済活動をより高い次元で両立させる年と位置付け、地域経済ならびにそれを支
える事業者の皆さまの発展のため、引き続き全力を尽くしてまいります。
さて、コロナ禍で急激に落ち込んだ経済もようやく回復基調に転じましたが、依然力強さを欠き、業種や規模により回復度合
いが異なる「Ｋ字型回復」の状況が続いています。国民全体を覆う閉塞感を真に打開するためにも、昨年政府が決定した「新た
な経済対策」の着実な実行はもとより、国民が日本の将来について明るい希望を抱けるような、新たな成長と発展への道筋を
明確に示す必要があります。
第２次岸田内閣の発足以降、政府は「新しい資本主義」を掲げ、
「成長と分配の好循環」
「コロナ後の新しい社会の開拓」に
向けて議論を重ねてきました。私はコロナ禍を通じて、
「強く豊かな国でなければ有事の際に国民を守ることができない」と改
めて認識しましたが、日本を危機に対するレジリエンスを備えた強い豊かな国にするためには、コロナ禍で明らかになった社会
課題の解決と経済成長を車の両輪として同時に実現することが必要です。
少子高齢化に向かう人口動態等、様々な構造的課題を抱えるわが国が、社会課題を解決すると同時に経済成長を図るために
は、一国の豊かさを示す総合的な指標である「１人当たりGDP」の引き上げを国全体の目標として掲げ、あらゆる分野での生産
性向上と潜在成長率の底上げを図る必要があります。特に、雇用の約７割を占める中小企業の生産性を引き上げることは、ひい
てはわが国全体の生産性の向上につながる重要な課題です。他にも、経済・医療安全保障、成長を支える基盤である人材育成
や科学技術研究への投資、デジタル化の推進、
「S＋３E」の原則を踏まえたバランスの取れたエネルギー政策と技術革新等が不
可欠です。通商面では、TPPやRCEPの成果を踏まえ、同じ考えを持つ国々との連携を深めつつ、引き続き日本が自由貿易体制
推進において主導的な役割を果たすべきです。
こうした課題認識を踏まえ、われわれ商工会議所は本年、特に以下３点について重点的な取り組みを実行してまいります。
第一は「デジタル活用による中小企業の生産性向上」です。これまでも幾多の困難を乗り越えてきた日本の中小企業は、様々
な変化に柔軟かつ迅速に対応できる潜在的な変革力を有しています。中小企業経営へのデジタル活用は、生き残りをかけた自
己変革の有力な手段であり、コロナ禍で加速したデジタル化の流れを、業務効率化に留まらず、越境ＥＣ等を通じた販路拡大、
さらには業態転換などのビジネス変革にまで広げる経営力向上の柱として強力に支援してまいります。
第二は「事業再構築、取引適正化等を通じた付加価値の向上」です。商工会議所による伴走型の経営相談体制の強化により、
事業承継や事業の再生・再構築を後押しし、経営の効率化や付加価値創出力の向上を強力に支援してまいります。また、大企業
と中小企業で構成されるサプライチェーン全体で、創出した付加価値やコストをフェアに分かち合う取引適正化も不可欠です。
登録企業が４千社を超えた「パートナーシップ構築宣言」は、官民連携でこれを実現するための有力なプラットフォームであり、
今後は宣言の実効性をより高め、中小企業の付加価値向上、ひいては日本全体の成長力の底上げに寄与してまいります。
第三は「地域ぐるみの地方創生の推進」です。東京一極集中と言われますが、実際には一次産業の成長産業化、インフラ整備
を通じた製造業の集積、インバウンド需要の取り込みなどを進めてきた地方圏の方が、東京圏よりも高い経済成長率を実現して
おります。コロナ禍を契機としたさらなる地方分散化の動きもみられる中、政府の「デジタル田園都市国家構想」も踏まえ、こう
したモメンタムを地方創生の加速化につなげていくことは、レジリエントな日本の国土形成のためにも不可欠です。商工会議所
は、地域総合経済団体として地域の多様な主体との連携を深め、地域ぐるみの地方創生をさらに後押ししてまいります。
最後に、日本商工会議所は今年で創立100周年を迎えます。
「地域とともに、未来を創る」をスローガンに、次の100年に向け
て、中小企業の活力強化と地域活性化による日本経済の持続的な成長の実現を目指し、515商工会議所と連合会、青年部、女性
会、海外の商工会議所とのネットワーク力を最大限活用し、新しい時代を皆さまと切り拓いてまいりたいと思います。引き続き
のご支援、ご協力をお願いして、私の年頭のあいさつとさせていただきます。

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

安城プレミアム商品券・地元 得得
キャンペーンギフトカードの
利用期限は１月末までです！

受賞おめでとう！
メトロ電気工業㈱
＜気候変動アクション大賞＞
環境省では、気候変動対策推進の一環として、顕著
な功績のあった個人・団体をたたえる｢気候変動アク
ション環境大臣表彰｣を実施しており、｢メトロ電気工
業㈱｣様が気候変動アクション大賞を受賞されました。

安城プレミアム商品券(共通券・地元応援券)および
地元 得得 キャンペーンギフトカードの利用期限は令
和４年１月31日㈪までとなります。必ず期限内にご利
用ください。また使用済み券の換金期限は令和4年２
月15日㈫までで、ギフトカードは当所にて換金となり
ますのでお忘れないようよろしくお願いいたします。

第１回安城まちゼミ
お店の人が講師となって、専門店ならではの知識
や情報、コツなどを無料で教えてくれる少人数制の
講座「得する街のゼミナール(略してまちゼミ)」を
開催します。
市内の魅力的なお店を再発見する機会ですので、
受講希望のお店に直接連絡をしてお申込みください。
時 令和４年１月29日㈯〜令和４年２月27日㈰
場 各お店やオンライン(57講座開催)
￥ 無料（材料費がかかる場合のみ実費）

申 右記HPよりご確認ください。

＜優良100年企業表彰＞
100年経営の会では創業100年を超える長寿企業の
経営理念に注目し、地域の他企業の範となる優れた
企業を顕彰する｢100年企業顕彰｣に実施しており、
「メトロ電気工業㈱」様が優良100年企業表彰を受賞
されました。
㈲D-WEBER
＜German Design Awards 2022特別賞＞
＜ICONIC AWARDS 2022:Innovation Interiorセレクション＞
㈲D-WEBERがドイツデザイン評議会主催の国際デ
ザインコンテストのGerman Design Awards 2022に
おいて特別賞を2作品、同じくICONIC AWARDS 2022:
Innovation Interiorにおいてセレクションを2作品受
賞しました。

HP

年末調整個別相談会のご案内

持続化補助金申請
ポイントセミナー
当所では持続化補助金(低感染リスク型)の採択に
むけたポイントを解説するセミナーを開催しますの
でぜひご参加ください。
時 令和４年1月13日㈭ 14:00〜15:30
講 当所経営指導員

個人事業主を対象に令和３年分源泉所得税に係る個
別相談会(年末調整)を開催します。完全予約制となって
おりますのでご利用される方はお早めにご予約ください。
日

時

会

場

令和４年1月11日㈫ ９:00〜12:00 ※1 安城商工会議所
3階 研修室
令和４年1月12日㈬ 13:00〜16:00
※1 当所会員限定の時間帯(予約優先)となります。
午後からは、青色申告会と合同開催になります。

場 安城商工会議所３階研修室またはオンライン
￥ 無料

対 商業・サービス業：常時使用する従業員5名以下

宿泊・娯楽業、製造業その他：常時使用する従業員20名以下

税務研修会
令和3年度の税制改正や決算書・確定申告書の作成
ポイントについて解説する研修会を開催します。希
望者には電子申告に係るマイナンバーカードの初期
設定やID・パスワードの発行を行います。

健康起因事故防止と
リスクマネジメント
当所では健康起因事故に関するセミナーを開催し
ます。健康起因事故の現状と原因、新型コロナウイ
ルス等の感染症禍におけるリスクマネジメント、代
表者・従業員の健康の確保の方法、健康経営への取
り組みについて学べますのでぜひご参加ください。
時 令和４年1月20日㈭ 14:00〜16:00

時 令和４年1月18日㈫ 14:00〜15:00

講 SOMPOリスクマネジメント㈱モビリティコンサ

場 安城商工会議所３階研修室またはオンライン
￥ 無料

場 安城商工会議所３階研修室またはオンライン

ルティング部

講 刈谷税務署個人課税部門担当者

− ６−

あんじょう商工会議所

時 とき ■
場 ところ ■
講
■

シニアコンサルタント 石倉 宏 氏

￥ 無料
講師

内 内容 ■
対 対象 ■
定 定員 ■
¥ 受講料・入場料 ■
締 締切 ■
問 問合せ先
■

ディズニーランド・USJで学んだ
『一流のサービス・ホスピタリティ』
日本の二大テーマパークで経験を積んだ講師によ
るサービスやホスピタリティに関するセミナーを開
催します。様々な場面で必要とされるスキルのため、
経営力向上や後継者育成に役立ちますので、ぜひご
参加ください。
時 令和４年1月31日㈪ 14:00〜15:30
講 ㈱スマイルガーディアン

安城商工会議所SDGs行動宣言
当所は安城市で実施している「あんじょうSDGs共
創パートナー」に登録しており、SDGs行動宣言をし
ています。また地域総合経済団体として、SDGsへの
取組みを通じて、よりよい経済・社会・環境を未来
に残し、持続可能な地域づくりに貢献します。
主な取組項目

代表取締役 清水 群 氏

地域経済・社会の
発展

場 安城商工会議所５階大会議室
￥ 無料

定 80名
内 ・一流と二流の違い

・一流のサービス、ホスピタリティを発揮するには
・テーマパーク流のトレーニング

愛知県特定最低賃金が
改定されました！

地域の振興

環境の保全

特定最低賃金は、都道府県ごとに特定の産業につ
いて設定されていますが、愛知県では令和３年12月
16日から下記業種の改定があります。

特定最低賃金名

(協組)アンジョウハーツが
感謝状をいただきました

最低賃金額(1時間）

製鉄業
製鋼・製鋼圧延業

当所の外郭団体である(協組)アンジョウハーツは、
11月20日㈯に開催された知立市市制50周年記念式典
内にて簡易フェイスシールドの寄附によって感染症
対策に大きく寄与したことが認められ、感謝状をい
ただきました。

996円

鋼材製造業
はん用機械器具製造業
生産用機器具製造業

関連するSDGsのゴール

968円

業務用機械器具製造業
輸送用機械器具製造業

955円

また、令和３年10月1日から愛知県最低賃金は時間
額955円に改定されています。詳しくは、愛知労働局
労働基準部賃金課(TEL; 052-972-0257)または最寄り
の労働基準監督署にお尋ねください。

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
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

− ７−

ガンバル事業所、応援します!!

特集
2

本気でお肌を変えたい方へ〜プライベートサロンがオープン
オシャレなカジュアル割烹
「ゆめぼん」
は、本気でお肌を変
えたいと思う全ての女性の
「キレイ」
を応援するフェイシャ
ルエステサロン
「Salon de Beaute Ravissante」
を11月12
日にオープン。
フェイシャルやボディを美容液でトリートメントする同店
では、
フェイシャルメニューのBIBLEコース
（40分9,350円）
を
初回お試し5,500円で提供。ヒト脂肪細胞順化培養液エキス
配合美容液で血行促進＆リラックス効果が抜群だとか。
その他にもV.O.SシリーズやV3ファンデーションなど厳
選した化粧品や、Grant E One sの商品を取り扱っている。
今お持ちの化粧品を最大限に活かしつつ、日々のスキンケ
アを丁寧に提案するRavissanteでお肌がキレイになってい
く感動を実感してみては。

Salon de Beaute Ravissante（㈲ゆめぼん）
東栄町1-5-3

TEL／080-8108-4988
公式ラインアカウント→

自宅敷地内に新たな事務所兼モデルハウスが完成！
住宅・店舗の設計から施工管理まで手掛け、建具１本
から注文可能な便利さとフットワークの軽さを持つ
「N-Styles」は、令和３年10月に新しく事務所を構えま
した。
同事務所は、自分への挑戦として長年蓄積してきた技
術とノウハウを活かし、大半の工事を代表の岡田さん一
人で施工されました。また、モデルハウスとして使用し
たい、お客様に身近に感じて欲しいとの想いから、ホー
ムセンター等で誰でも購入できる材料を主に使用されて
います。
落ち着く空間の中で打合せできる事務所は、作業着の
汚れを気にして訪問しにくいと感じている方でも気軽に
お越しいただけますので、新築、増改築、雨漏り工事、
DIYのことならどんなことでもお気軽にご相談ください。

N-Styles
桜井町西町上29

TEL／95-9695

電気的熱源「オレンジヒート」開発で環境省から表彰されました！
横山町のメトロ電気工業㈱は、赤外線カーボンランプヒー
ター「オレンジヒート」を開発し、気候変動の緩和、適応に貢
献したとして環境省の「気候変動アクション大賞」を受賞し、
表彰されました。オレンジヒートは「ガス燃焼式から電気加熱
へ」「環境負荷低減」をキーワードに開発されました。今まで
他社ではできなかった「高出力での電気加熱」「利用時の温度
制御の機能性向上」を可能とし、さらには運転性と保全性も確
保しています。気候変動アクション大賞を受賞した理由として
「産業部門の熱の需要について電化の道を開拓」「高熱をいか
に電化するかが難関であるが、これを乗り越えた」点が高く評
価されました。オレンジヒートを活用できる主な産業分野とし
て金型加熱、塗装乾燥、工場暖房製造、業務用調理機器製造、
食品加工設備製造等がありますが、今後はこれらの分野だけで
なく、家電製品も含め多様な分野でオレンジヒートの活躍が期
待されます。

− ８−

あんじょう商工会議所

▲オレンジヒート
▲環境大臣賞状

メトロ電気工業株式会社
横山町寺田11-1 TEL／75-8811
URL http://www.metro-co.com

活動報告ダイジェスト
版
安城警察署激励訪問
当所の沓名会頭をはじめ、福田・丸山・富田・赤木副
会頭・細井筆頭常議員は、12月９日㈭に年末特別警戒を
実施している安城警察署に激励訪問を行いました。
森秀章安城署長に慰問品としてカップ麺（署員数相
当）を寄贈し、「年末年始は様々な事故や事件が増加傾
向にあるため、市民の方々が安全・安心に過ごせるよう
警察の方々に取組んでいただきたい」と激励しました。
この活動は、警察官友の会として毎年開催しています。

安城ものづくりコネクション
2021オンライン
当所では11月15日㈪から12月9日㈭の期間でもの
づくりオンライン展示会「安城ものづくりコネク
ション2021オンライン」を開催し、技術とノウハ
ウの相互交流の機会をオンライン上にて創出いたし
ました。
開催期間中はオンライン交流会や課題解決マッチ
ング、基調講演やSDGsの取組事例の紹介などを行
い54企業・団体の出展いただき、PV数21,573回と数
多く閲覧されました。

文化講演会
信州大学特任教授・ニューヨーク州弁護士の山口真由
氏を講師にお招きし、12月15日㈬に文化講演会「世界の
潮流 日本の選択〜アフターコロナの日本〜」を開催し、
90名の方々にご聴講いただきました。
日米の家族法を研究された山口氏は「家」と「個」が
相克している現在の日本において、多様性の時代を相違
ではなく家族の普遍とすることがポイントであるとお話
しされました。

働き方改革講座 災害や疫病による緊急事態にも
役立つ!支援施策の活用とテレワーク、リモートの推進
当所では12月９日㈭に働き方改革とテレワーク、
リモートに関するセミナーを当所会館にて開催しま
した。
当日はグッドワーク代表・杉山貴思氏をお招きし、
テレワークやリモートワークを活用した疫病、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
についてご教授いただきました。
受講生はテレワークやリモートワークの様々な活
用方法等について理解を深めました。

“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
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/

株式会社オフィスエンカレッジ
ふらっと寄ることができるカジュアルなミュージックバー
今回は、御幸本町にある株式会社オフィスエンカレッジをご紹介します。株式会社オフィスエ
ンカレッジはミュージックバー、レンタルスタジオ、ボランティア活動など様々な事業を展開し
ています。事業所名の「エンカレッジ」とは「勇気づける」
「励ます」という意味で、音楽を通じて
ミュージシャンの支援、笑顔と勇気を届けるボランティア活動に取り組んでいます。
ミュージックバーエンカレッジは音楽で気分転換したい時や、いつもと違う雰囲気を味わい
たいときにおすすめ。程よい広さの店内はお洒落で落ち着いた空間で、お客様の好きな曲をリクエストして流すことも可能。高
音質の音響と100インチの大型スクリーンにお好みのミュージックビデオも楽しめます。カラオケや、自由に触って弾ける楽器
も多数用意。また、月に１回オープンマイクを開催しており、お客様が店のマイクを使い、音楽の演奏や歌唱はもちろん、詩の朗
読、お笑いのネタ披露、手品など音楽に縛られない様々なパフォーマンスを楽しむ事ができます。学生や女性、おひとりさまはも
ちろん、お客様同士も気軽に話し合える空間になっておりますのでぜひ一度覗いてみてください。10名以上のご予約で貸し切り
が可能で、二次会や各種発表会、映画鑑賞会など様々なシーンでのご利用もできますのでお気軽にご相談ください。

所 在 地
電
話
営業時間
休
日

JR安

城駅

御幸本町18-3エンカレッジビル1F
55-3300
17:00〜24:00(LO23:30)
不定休

(随時ホームページに記載致します)

御幸本町西

三菱UFJ銀行
御幸本町

HP

（丸山）

Instagram、Twitter、公式lineあります!!

末広町北

★

朝日町西

Harriss（ハリス）
まつ毛と眉毛の専門店！NEW OPEN！
住吉町に昨年10月オープンしました「Harriss」をご紹介いたします。まつ毛と眉毛専門の完全
個室プライベートサロンです。1人ずつの予約を受けているため、他のお客さんとは会わずに
ゆっくりくつろぎいただけます。
店主の竹内さんは、アイリストとして9年、美容カウンセラーとして５年の経験を持っており、
自身の持つ技術や経験を地元の方に提供してみたいという想いから昨年10月に新規オープンし
インスタグラム▶harriss.salon
ました。
昨今のコロナ禍によるマスク生活でまつ毛や眉毛など目元に対する美意識は高まっています。先月12月は年末ということも
あり、予約でいっぱいの状態でした。主力サービスである美眉スタイリングやまつ毛カールはもちろん人気であるが、カウンセ
リングやケア・メイクのやり方まで丁寧に教えていただける点も好評です。また、営業の仕事をしている男性客の利用も増えて
いるそうです。
ご新規様限定の30％OFFクーポンが付いております。新年、目元から気分一新にスタートしてみてはいかがでしょうか。

所 在 地
電
話
営業時間
休
日
Ｈ
Ｐ

安城商工会議所クーポン券

1ドリンク
サービス

住吉町荒曽根1-244 2F
91-0606
9:00〜18:00
日曜日
https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000561832/

（ホットペッパービューティー内）

安城商工会議所クーポン券

ご新規様限定！

※他クーポンとの併用不可

全メニュー
30％OFF

◯有効期限：2022年12月末日まで

◯有効期限：2022年1月31日まで

株式会社オフィスエンカレッジ

Harriss（ハリス）

TEL 55-3300

− 10−

あんじょう商工会議所

※他クーポンとの併用不可

TEL 91-0606

住吉町

★
住吉町荒曽根

（鈴木雄）

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

荒曽根
公園

2022.1 睦月
商工会議所 女性会

年頭のごあいさつ

会長

畔栁 多美

明けましておめでとうございます。
日頃は、女性会活動に深いご理解とご協力を賜り心より御礼申し上げます。2年継続して新型
ウィルス感染症の影響を受け、多くの行事の制限や中止の障害がありましたが、今できることを
重視し又皆様のお力添えのおかげで苦戦しながらも事業活動の継続ができました。まだ安心で
きる状況ではありませんが、一日一生のスローガンを下に次年度につなげていきたいと思って
おります。
結びに本年が皆様にとりまして幸多き年であります様ご祈念申し上げ、年頭のご挨拶とさせ
て頂きます。

会員事業所紹介 Vol.6
竹之内かご店

竹之内芳美

新入会員紹介

サラダ館桜井店・呉服のつゞき 都築みち

かごのお店として皆様に親しまれてきました。

冠婚葬祭ギフトの他、スイーツ・雑貨・衣料

築山さん家のたこやき屋さん 築山生美

ハワイアン雑貨のお店 T s gallery 鶴田香也乃

迷路のような住宅街の赤い小さな店。イート

安城で ハワイ を感じて下さい。お待ちし

使い良いかごを作れるよう頑張っています。

インでは皆さんの憩いの場となっています。

第２回教養サロン「己書幸座」

品等で楽しいお店づくりを心掛けています。

てます♪https://shop.ts-aloha.com/

三河商工会議所女性会サミット

『 上手に書
11/26に三河商
こうと思 わ
工会議所女性会
ず気持ちを
サ ミットが オン
込めて
ラインで開催さ
1 1 / 2 9に龍
れ、10市の活動
眼道場内田
発表がありました。Zoom会議やSNS発
様を講師にお迎えし、事業所で使えるお
信も取り入れ会員増強されたお話等、他
礼や年賀状などの書き方を勉強しました。 市女性会より多くの刺激を受けました。

県立岡崎高等技術専門校訓練生募集
県立岡崎高等技術専門校では就職・転職時に必要
な知識と技能を学びたい職業訓練生の募集を行って
おります。
入校日 令和4年4月6日㈬
募集科 ①機械技術科(2年）②電気工事科(1年)
③総合造園科(1年）④3Dモデリング科(半年）
対象者 ①高校卒業程度の学力を有する30歳以下
の方
②③④転職しようとしている人
費 用 ①入校検定料4,400円、入校料5,650円、
授業料6万円（年額）
②③④入校料・授業料無料

※別途教科書代、作業着代、資格試験受験料等がかかります。

申込期限 ①2月4日㈮まで ②③④2月14日㈪まで
お問合せ 愛知県立岡崎高等技術専門校
TEL：0564-51-0775
− 12−

あんじょう商工会議所

冨岡 亜希子
株式会社オフィスエンカレッジ

ミュージックバー・レンタルスタジオ

掲

示

板

12/5
元気フェスタ・サプライズ花火
が開催されました。ご協賛、
ご
協力ありがとうございました。
1/31
１3:00〜 臨時総会
１4:00〜 後継者育成講演会
１5:30〜 チャリティバザー

〜安城警察署からのお知らせ〜
事件・事故

緊急事案は110番

1月10日は「110番の日」です。110番をかけるときは警
察本部の通信指令室につながりますので焦らず慌てず
簡潔明瞭にお話しください。
＜以下のようなときはすぐに110番＞
・強盗の被害にあった・目撃した
・泥棒に入られた・逃げるのを目撃した
・指名手配犯によく似た人物を目撃した 等
また、緊急性のない相談やお問い合わせなどは「#9110」
などをご利用ください。
＜緊急性のない通報とは＞
・警察署、他官庁、店舗、飲食店等の住所が知りたい
・落とし物の問い合わせ、遺失届を受けてほしい
・場所が分からないので教えてほしい 等

お問合せ

安城警察署

TEL：76-0110(内線227)

11月例会

東海ブロック大会豊田大会

令和３年11月12日㈮に「11月例会 東海ブロック大会豊田大会」が豊田市にて開
催されました。
記念講演では木村祐一氏（吉本興業所属）、たかまつなな氏によるSDGsを学
ぶ講演が行われ笑いある貴重なお話を聞くことができました。
今回の東海ブロック大会では６つの分科会が開催されました。第１分科会では
トヨタ会館にてトヨタ自動車㈱によるＳＤＧｓを学ぶ講演会や、第２分科会では
「No,1 SDGs 活用 YEG は誰だ！ミチトーーク！！」が開催され各分科会にて
SDGsを学びながら普段感じることのできない体験をする事ができました。そし
て大交流会では例年のような人が入り混じる交流会ではなく、食品ロスや新型コロナウイルス感染防止の観点から、お
弁当を事前に購入し間隔が空いた席に着座し開催されました。大交流会では豊田大谷高校ダンス部の皆様によるエネル
ギッシュなダンスや、豊田市出身シンガーソングライターの加藤ミリヤさんの登場で大いに盛り上がりました。
東海ブロック大会豊田大会の設営・運営をして頂きました東海ブロック大会商工会議所青年部連合会、日本商工会議所
青年部の皆様、安城YEGから出向して頂いた富田晋介くん、そしてバスの手配やバス車内でのイベント、東海ブロック
大会アテンドをして頂きました岩井謙治渉外委員長、渉外委員会の皆様貴重な体験と感動をありがとうございました。

安城元気フェスタ2021
12月5日㈰に開催しました安城元気フェスタ2021は、無事に開催することができました。ご協賛いただきました企業様、
ご協力いただきました団体様、ありがとうございました。今月号に号外を入れさせていただきました。ぜひご覧ください。

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

試合毎の消毒の徹底

花火後の掃除の様子

ー１月例会『令和３年度愛知県YEGDAY』ー

１月例会を下記のとおり開催します。
○日

時 令和４年１月28日㈮

○場

所 蒲郡クラシックホテル、蒲郡市内各所

○内

容

13：00〜

愛知県商工会議所青年部連合会の一大イベントに参加すること
で、今後の青年部活動や社業に活かして頂く事を目的とする。ま
た、
県連出向している安城のメンバー４名の応援も行う。
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
１月配信予定

セミナー視聴ランキング

おすすめセミナー

一般経営

時代と共に変化する中小企業経営

政治経済

新型コロナウイルス感染症と
日本の危機管理

82分

岸田政権は日本経済を救えるか
アフターコロナの展望

60分

政治経済

〜働き方改革と利益の両立〜

82分

当所ホームページ
バナーを

投 稿コラム

専用ページ

アフターコロナの売り方

1

〜巣ごもり消費客に買ってもらう100の販促ワザ〜
83分

2

〜新型コロナウイルス環境下でのストレス対策〜

3

クリック！

START!

メンタルヘルス対策
36分

社長業入門セミナー
24分

第4回

IDと
パスワード

「問い続けながら、生き残る！」

人類は群れることにより、進化を重ねて発達してきた。一人ではできないことでも多数が力を合わせればできる
ようになり、猛獣に対座しても集団として戦えば生き残ることができた。そして、それぞれが分業をして寄ればさ
まざまな産物を手に入れることができる。新型コロナウイルスに対しても、人類は組織的なワクチン開発とその接
種の定着により、やがて打ち勝つことができるだろう。
そう こく
つまり、人類、いや人は社会性動物であり、必然的に組織を構成する動物となったが、反面、個人と組織の相克
が生じることが予想され、組織を優先しがちになってしまう。
みんながバラバラになれば集団としての力が発揮できないし、互いに助け合ってこそ大きな仕事につながるのだ
から、勝手な行動を自粛しまう。自分としては反対の気持ちを持って、なぜ？どうして？それでいいの？と疑問を
感じても言葉にしなくなる。足を引っ張ると誤解されたくないからだ。
やがて、多くの人が揃って行動していると、その目的や理由を考えることなく集団の動きに従うのが習慣になっ
ていく。これが悩ましい「同調本能」である。
21世紀初めの世界史的事件である2001年の「９・11の同時多発テロ」事件の際、世界貿易センタービルのノース
タワーに航空機が突入した。そしてその16分後にサウスタワーに２機目が突っ込んだ。
このとき、サウスタワーの88階と89階で大きな差異が生じたという。88階で働いていた人は16分の間に、89階に
避難の説得に行った一人を除く全員が避難して助かったが、89階の人は職場に留まったまま全員が死亡したのであ
る。
おそらく88階では誰かの「逃げろ」との叫び声に全員が同調して避難し、89階では誰かが「このまま救助の指示
を待とう」と言ったために全員が同調して犠牲になったのだろう。個人が集団の動きに同調しようという無意識の
行動が結果に大きな違いをもたらしたのであろう（シャンカール・ヴェンダム著、『隠れた脳』より）。
私たちは、会社や様々な集まりにおいて同調本能で生きていないだろうか。
たとえば、東日本大震災までの原発の安全神話である。世界有数の地震大国であるにもかかわらず、原発が一旦
事故を起こしたときの恐ろしさをうすうす知りながら、政府も電力会社もマスコミも専門家も揃って安全だと言う
のだから、自分だけ敢えて異を唱えることもない、同調しておこうと。みんなに同調しておけば責任を問われるこ
ともないし、自分としても気楽である。この風潮が原発の安全神話を生み出したと言えるのではないだろうか。
日本人の体質で「KY（空気が読めない）」を排除する雰囲気があるが、これは明らかにみんなに合わせることを
強要する同調圧力であり、神話を生み出す日本文化の最も恐ろしい一面である。
いや
KYを評価してもいいと思う。人に厭がられようと、疑問に思ったことは口に出して議論することこそ、同調本
能・同調圧力に屈しない健全な生き方だと思う。
会社も、あらゆる組織も、急激な進歩は望めないかもしれないが、異端者を排斥しては生き残れない時代を迎え
ていると思う。
司法書士サルビア事務所 矢田良一
− 14−

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4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︶

1

第

ホリデイは

821

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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