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新入社員研修・新入社員向けWEBセミナー
令和４年４月４日、５日にかけて当所会館にて新入社員研修を開催いたします。

本研修では、社会人の基本とされる内容を学習・習得いただけますのでぜひご参加ください。
また、会員事業所にて研修としてご利用いただけるWEBセミナーでは、ビジネスマナーやコミュニケーション、パソコン

スキルなど様々なジャンルをご視聴・学習していただけます。当所会員様は無料でご利用いただけます。
詳細につきましては、会報P14をご覧ください。
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表紙、P2　企画／制作　アイデアバルブ株式会社

９日㈬ 金融相談(日本政策金融公庫) 10:00～12:00
15日㈫ 税務相談(記帳継続指導) 13:00～16:00
16日㈬ 消費税申告相談会 13:00～16:00
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

＜3月定例相談会＞ ※事前予約制

２日㈬ 製造業のためのSDGsセミナー 14:00～16:00
８日㈫ ものづくり補助金攻略セミナー 14:00～16:00

＜3月開催セミナー・講演会＞

目次 当所事業紹介

会員事業所訪問
・zoan
・ひとなる学舎。

10

掲示板
・「AnjoたべRing」登録事業者募集
・育児・介護休業法が改正されます

7

講習会・セミナー

（登場人物）
会議所職員
神谷 吉彦

矢野社長
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商工会議所からのおしらせ

■ とき　■ ところ　■ 講師　■ 内容　■ 対象　■ 定員　■ 受講料・入場料　■ 締切　■ 問合せ先時 場 内講 定 ¥対 問締

　本セミナーでは、仕事に対する心構えやビジネス
マナー、コミュニケーションなど、社会人の基礎に
ついて学習いただきます。ぜひこの機会にご受講
ください。
令和４年4月４日㈪・５日㈫ 9:30～16:30 
安城商工会議所 5階 大会議室
株式会社ボイスメッセンジャー 大野 カオル 氏 
50名（当所会員優先、先着順）
安城商工会議所会員：

1名 5,500円（昼食代・税込）
刈谷法人会安城支部会員・刈谷労働基準協会安城支部会員：

1名 6,600円（昼食代・税込）
一般（上記以外）：1名 11,000円（昼食代・税込）

新入社員研修＜基本コース＞

時
場
講
定
￥

新型コロナウイルスの影響で2021年11月～2022年3月のいずれかの月の売上高が2018年11月～
2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50％以上又は30％以上50％未満減少し
た事業者
登録認定機関(当所も該当)による事前確認の後、申請用のWEBページから申請いただけます。
令和4年5月31日㈫まで
事業復活支援金事業 コールセンター　TEL:0120-789-140

　現在実施されている主なコロナに対する支援金等は下記の通りとなります。対象の方は期限内の申請をお
願いいたします。
＜事業復活支援金＞
　経済産業省ではコロナの影響を受けた中小企業や個人事業主を対象に事業の継続や回復を支援するため
事業復活支援金を支給しています。

＜愛知県感染防止対策協力金＞
　愛知県では2月13日㈰まで実施予定であったまん延防止等重点措置を3月6日㈰まで延長しています。それ
に伴い「愛知県感染防止対策協力金（1/21～3/6実施分）」を実施しています。

新型コロナ対策支援金情報

　本セミナーでは製造業に従事される新入社員の
方を対象に製造業においての基礎について学習い
ただきます。ぜひこの機会にご受講ください。
令和４年4月４日㈪・５日㈫ 9:30～16:30 
安城商工会議所 5階 大会議室
株式会社ボイスメッセンジャー 大野 カオル 氏
株式会社アイリンク 照井 清一 氏 
50名（当所会員優先、先着順）
安城商工会議所会員：

1名 5,500円（昼食代・税込）
刈谷法人会安城支部会員・刈谷労働基準協会安城支部会員：

1名 6,600円（昼食代・税込）
一般（上記以外）：1名 11,000円（昼食代・税込）

新入社員研修＜製造コース＞

時
場
講

定
￥

【対　　象】

【申請方法】
【申請期間】
【お問合せ】

営業時間短縮要請を受けた飲食店等を運営する事業者
３月上旬より、愛知県新型コロナウイルス感染症対策サイト等でお知らせ予定
専用コールセンター　TEL:052-954-7453
詳細につきましては下記リンクよりご覧ください。

【対　　象】
【申請期間】
【お問合せ】

事業復活支援金 休業協力金
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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㈬

令和４年度も安城プレミアム
建設券を販売します

　令和３年分の個人事業者の消費税申告に係る相談会
を開催いたします。完全予約制となっておりますので、ぜひ
お申込みください。
令和４年３月16日㈬ 13:00～16:00

消費税申告個別相談会

会議所HP▶

日商珠算
（そろばん）

225

回数 試験日 受講料申込受付期間

226
227

1級
2級
3級

2,340円
1,730円
1,530円

161

162

163

簿記検定

6 26日（日）月 5 ９ 日（月）～月 5 26日（木）月
10 23日（日）月 9 ５ 日（月）～月 9 22日（木）月
2 12日（日）月 12 19日（月）～月 1 12日（木）月

6 12日（日）月

11 20日（日）月

4 25日（月）～月 5 13日（金）月
4 25日（月）～月 5 14日（土）月
10 4 日（火）～月 10 21日（金）月
10 4 日（火）～月 10 22日（土）月
1 10日（火）～月 1 27日（金）月
1 10日（火）～月 1 28日（土）月

2 26日（日）月

窓 口：
ネット：

窓 口：
ネット：

窓 口：
ネット：

日
本
商
工
会
議
所
主
催
検
定

1級
2級
3級

7,850円
4,720円
2,850円

●カラーコーディネーター検定試験 ●ビジネス実務法務検定試験
●福祉住環境コーディネーター検定試験 ●ＢＡＴＩＣ（国際会計検定）
●環境社会検定試験（ｅｃｏ検定） ●ビジネスマネジャー検定試験）

右記の東京商工会議所主催検定試験は
すべてIBT方式(インターネット経由方式)で実施します。

【日商主催検定お問い合わせ先】安城商工会議所　　TEL:76-5175　ＨＰ　https://www.anjo-cci.or.jp/ 
　　　　　　　　　　　　　　 窓口受付時間：平日8:30～17:30

簿記検定試験（２級・３級）ネット試験
業務委託している株式会社CBT-Solutionsの申込専用ページからお申込みください。
　https://cbt-s.com/examinee/examination/jcci.html
※初めての方は上記URLから「新規登録（初めての方）」を選んでマイページアカウントを取得後、そのまま
ID・パスワードを利用してログインし、受験のお申込みへお進みください。

【試験の申込方法や試験当日についてのお問合せ】
受験サポートセンター　TEL:03-5209-0553　サポート時間：9:30～17:30

令和４年度　安城商工会議所検定試験

③健康保険被保険者証の写し並びに年金手帳の写し
　　※写真の無いものは２種類必要

時
◎消費税確定申告書 ◎令和３年分決算書類 ◎印鑑
◎帳簿書類 ◎マイナンバー確認書 ◎本人確認書類

マイナンバー確認書類
（下記①～③より１つを提出）

本人確認書類
（下記①～③より１つを提出）

①マイナンバーカード表面写し
②運転免許証写し又は旅券写し

①マイナンバーカード裏面写し
②通知カード写し
③マイナンバー記載の住民票写し

必要書類

　３月の安城市議会にて予算成立後、４月より取扱店を
募集します。

※詳細は４月上旬発送のＤＭ及び次月会報をご覧くだ
さい。

令和４年７月１日㈮～令和５年１月31日㈫
1億8,000万円（プレミアム率20％）
今年度と同条件の者（1世帯1申請）
3,000口（1口50,000円・額面60,000円）

【利用期間】
【発行総額】
【購入対象】
【販売口数】

簿記検定インターネット申込は土日も２４時間受付可能です＊

※１級試験は行いません。

【東商主催検定申込み・お問い合わせ先】
東京商工会議所検定センター　 TEL:03-3989-0777　ＨＰ：https://www.kentei.org/
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特集
　各種補助金事業において、当所経営指導員による申請書作成支援や計画のブラッシュアップ等を活用され、見
事採択された3事業所をご紹介します。

補助金  採択者の声

事業所名：ニューセブン
担当者名：大山 湖龍
所 在 地：日の出町7-11

事業転換でファストフード店「キンパKITCHEN」。
いよいよ始動！ 事業再構築補助金

　当店は、1978年に先代の両親がクラブ「ニューセブン」を創業し、2008年に団体
客を受け入れできる広いスナックに業態転換、2017年には地域の高齢者に高い人気
のカラオケと交流を提供できる場として昼の部「カラオケ喫茶」も営業する社交場
として発展してきました。しかし新型コロナウイルスの影響により、今後の事業を
見直す必要が生じてきました。
　今回、補助金を活用して、かねてより準備を進めてきた韓国風のり巻きのお店
「キンパKITCHEN」をいよいよスタートさせ、コロナ禍に負けないテイクアウト
を中心とした韓国料理のファストフード「キンパ専門店」をコンセプトにした店舗
改装・リニューアルを進めています。今後
は、この補助金を足掛かりに気軽に韓国料
理が食べられるお店を目指していきます。

企業
DATA

販路
開拓
内容

店舗改装

事業所名：玉木屋
担当者名：山本 孝
所 在 地：御幸本町7-12

ホームページと当店キャラクター「玉やん」で
販売促進！
　昭和8年創業の当店は、自然をテーマに化学調味料、防腐剤、保存料を使用せず、旬
の野菜にこだわり、心ときめくお惣菜のグラム売り販売等をしています。
　当店は、当時ホームページがなくネット販売もできない状況にあり、名物どて煮や弁
当の注文や問い合わせは、すべて電話での対応となり時間を取られていました。また長
年、営業中に店頭に設置してある「玉やん」は、あまり目を引かない状況にあり当店の
キャラクターとして認知度に貢献できていませんでした。
　今回、補助金を活用してホームページを開設して情報発信やネット販売が可能となり
ました。当店のキャラクター「玉やん」は、今ではご家族連れのお子さんなどが立ち止
まり、キャラクターに興味を示したり、多くのお年寄りも足を運んで頂きお賽銭をお供
えしたりするお年寄りも見えたりと当店の地
域密着と認知度向上に繋がりました。 企業

DATA
販路
開拓
内容

ECサイトと
キャラクター人形作成

小規模事業者持続化補助金

事業所名：Cavani 5a（カヴァーニクインタ）
担当者名：河合正紀
所 在 地：三河安城町1丁目16-5東祥ビル1F

大型看板でコロナ禍を乗り越える！ 販売促進補助金

　当店は、2020年2月にJR三河安城駅南口付近に移転オープンしたイタリアンレストラ
ンです。ワインを提供するディナーがメインの店舗であったが、移転オープン直後に新
型コロナウイルスの影響を受け、また予想以上に長引いており、集客に苦戦しておりま
した。
　そこで今回、安城市の販売促進補助金を利用し、ランチ時の店舗前の通行人に対し、
店舗のコンセプトや主力メニュー・価格帯を載せた大型看板の設置を行い、集客や店舗
の認知を向上する取り組みを行いました。
　看板設置後は予想以上に看板を見て来店する方やテイクアウトを利用する方が多く、
とても効果がありました。この看板でコロナを乗り越えたいと思っております。そして、
安全安心に食を楽しめる日が早く来ることを
願っています。 企業

DATA
導入
設備 看板設置

HP▶
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　市内の食料品販売店や飲食店等から発生する食品ロスを少しでも削減するため、４月１日㈮から食品ロス
削減マッチングサービスの運用を開始します。店舗で余った消費（賞味）期限間近の食品などを安価で販売
する情報を提供することで、これまで捨てていた食品などを販売し利益に変えることができ、食品ロス問題
に取り組んでいることのＰＲにもなりますのでぜひ登録ください。

食品ロス削減マッチングサービス「AnjoたべRing」登録事業者募集

　令和4年4月1日よりすべての企業において育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるようにするための措置
及び個別での育児休業制度等に関する事項周知と休業の取得意向の確認が義務化されます。

＜児休業制度等に関する事項周知と休業の取得意向の確認＞
　下記①～④のすべてを妊娠・出産を申し出た労働者に対して原則１か月前までに面談・書面・FAX・電子メール等
(FAX・電子メール等については労働者が希望した場合のみ)にて通知する。
※取得を控えさせるような形での周知・意向確認はこの措置の実施とは認められません。
①育児休業・産後パパ育休に関する制度　　　②育児休業・産後パパ育休の申し出先(例：「人事課」、「総務課」など)
③育児休業給付に関すること(例：制度の内容など)
④労働者が育児休業・産後パパ育休期間において負担すべき社会保険料の取扱い

【お問合せ】愛知労働局雇用環境・均等部　指導課　TEL:052-857-0312

4/1より育児休業を取得しやすい雇用環境作りと個別の周知・意向確認が義務化されます

①食品を取り扱う事業所であること　②食品を販売できる店舗などが安城市内にあること
③市民税の滞納がないことなど
登録料、販売手数料など、協力店の負担一切なし!
令和4年3月1日㈫　※詳細等につきましては安城市ＨＰをご覧ください

【登録条件】

【費用負担】
【登録開始】

安城市HP
【サービス概要】

本サービスは、市民（ユーザー）と店舗（協力店）を
食品ロス削減をメインテーマとしてマッチングさせるサービスです。

＜育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるようにするための措置＞
内　　　容

①～④のうちいずれかを実施する
詳　　　細

①育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
②育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の
整備(相談窓口や相談対応車の設置) 
③自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取
得事例の収集・提供 
④自社の労働者の育児休業・産後パパ育休制
度と育児休業取得促進に関する方針の周知

全従業員が望ましいが、少なくとも管理者への研修の実施

実質的な対応が可能な窓口の設置

書類の配布やイントラネット等へ掲載し、労働者が閲覧できるようにする。また、特
定のものの育児休業の申し出を控えさせるようにつながらないように配慮する
育児休業に関する制度と育児休業の取得促進に関する事業主の方針を示
したものを事業所内やイントラネットに掲載する
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新入会員ミニ交流会

　平成30年度以降に当所へご入会いただいた事業所を
対象に、2月18日㈮に「新入会員ミニ交流会」を開催
しました。
　当日は16事業所18名の方々にご参加いただき、参加
事業所による自社PRや会議所事業紹介、交流講座の正
しい姿勢と歩き方についての講座および交流会を実施
しました。
　参加者は交流会などを通じて新たな人脈を構築する
とともに、和やかにご歓談いただきました。

婚活パーティーin安城

　当所主催、当所女性会主管、安城市後援のもと、2
月20日㈰に婚活パーティーin安城をホテルグランド
ティアラ南名古屋にて開催しました。
　当日は男性19名、女性13名にご出席いただきました。
参加者には自己紹介タイムやフリータイムを通じて親
睦を深めていただきました。
　今回のパーティーでは合計6組のカップルが誕生し、
誕生したカップルには女性会会員事業所の飲食店で利
用可能な食事券がプレゼントされました。

経済講演会

　日本銀行名古屋支店長の林新一郎氏を講師にお招き
し、２月２日㈬に経済講演会「最近の金融経済情勢と
今後の展望」を開催し、50名の方々にご聴講いただき
ました。
　林支店長は、「各国に比べると日本は新型コロナウ
イルス感染を抑えてはいるものの、経済の回復が遅れ
ている。ただGDPに占める研究開発投資については高
い水準である」と世界経済との比較などについて講演
いただきました。

第１回　安城まちゼミ

　令和４年１月29日㈯～２月28日㈰の期間、当所会員
事業所を対象にお店の方が講師となって専門店ならで
はのコツや知識を教えてもらえる「得する街のゼミ
ナール（まちゼミ）」を開催しました。
　24事業所がグルメ、健康、きれい、つくる、まなぶ、
親子、オンラインの７つのカテゴリーに分かれ、各店
舗の特徴を生かした57講座を開講しました。
　受講生とのコミュニケーションを通じて、各店舗の
PRや新たな顧客開拓に活用していただきました。

活動報告ダイジェスト版
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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 ！！

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お
よび安城市の協力のもと、２月15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22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。
　正社員やパート等を希望する求職者や転職を考えて
いる多くの方にご来場いただきました。

事業承継セミナー

　安城市内の金融機関および東海税理士会刈谷支部安
城部会協力のもと、2月10日㈭に事業承継セミナーを
開催しました。
　当日は株式会社ユサワフードシステムの湯澤剛氏を
お招きし、「あきらめなければ道は拓ける朝の来ない
夜はない～負債40億円からの挑戦～」をテーマに自身
の経験を基に事業承継についてご講演いただきました。
　受講者は困難を乗り越え、もがき苦しんだ先に見つけ
た自社の真価や這い上がるためにどう行動するのか、経
営者・リーダーに求められる決断力について学びました。

青色決算・所得税申告相談会

　青色申告を行う個人事業主を対象に、2月21日㈪、
22日㈫、24日㈭、25日㈮に青色決算・所得税申告個別
相談会を事前予約制にて開催しました。
　当日は委託税理士ならびに当所経営指導員が、個々
に作成された決算書や確定申告書の確認および記載方
法や計算方法などについて指導を行いました。
　会員事業所をはじめとした多くの事業所の方々にご
利用いただき、青色決算・所得税申告に関する様々な
悩みを解消いただきました。

Anjo創業スクール

　新たに安城市内で創業を予定している方や、創業後
３年以内の方を対象として１月16日㈰から２月13日㈰ま
での計５日間、「Anjo創業スクール」を開催しました。
　受講者は創業における心構えや基礎知識、実施事業
の方向性や顧客ターゲットの設定、開業時における税
務知識、公的機関の活用や創業者向け融資、補助金制
度の利用方法について学び、最終日には受講者が作成
した創業計画書の発表を行い、創業に対する意識向上
を図りました。



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

◯有効期限：2022年3月末日まで

安城商工会議所クーポン券

zoan（ゾアン）
TEL 45-6776

野菜天
１品無料

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？

　今回は2021年８月にオープンした赤松町の安城高校すぐそばにある「zoan（ゾアン）」をご紹
介します。
　代表はお父さん、料理長は息子さんの親子が営んでいる和食屋さん。代表は「うどん屋」、料理長
は「旅館」で修業を積まれた経験をもち、そんな二人が提供する料理は一度食べたら虜になってし
まうほど。かつお節からとったダシのうどんは麺のコシが強く歯ごたえ抜群。柔らかめが好きな
方は変更も可能。また土日限定のお刺身は料理長が仕入れからこだわり、さばいて「お刺身定食」や「海鮮丼」として提供している。
　おススメは「zoanド定番」。かけうどん、天むす、いなり、漬物、野菜天３種、えび天１本がついたセットメニュー。他にも白だし
唐揚げなどの定食、丼ぶりや小鉢など組合せが選べるセット、平日ランチ限定ドリンク付きや予約限定のメニューもあり季節に
よってかわる「かわりうどん」も楽しみの一つ。
　価格もリーズナブルでメニューも豊富なため思わず選ぶのに迷ってしまうかもしれませんが、何度もリピートして違う組合
せの料理を選ぶのも楽しみになる。そんな「zoan」で美味しい料理を堪能してみてはいかがでしょうか。一緒に働いてくれる
パートさんも募集中です！

親子が作り出す和食屋さん

zoan（ゾアン）

●所 在 地 赤松町大北90-2
●電　　話 45-6776
●営業時間 ランチ/11:30～14:30　ディナー/17:00～19:30

居酒屋/19:30～23:00（月・火・水曜日は居酒屋休み）

●休　　日 火 （三村）
※新型コロナウイルス感染拡大により、営業時間・定休日が記載と異なる場合がございます。

百石町2丁目

安城高校前

45

★

昭林
公園

HP

ひとなる学舎。

●所 在 地 日の出町7-1 サンライト91 2F-A　
●電　　話 45-7797
●営業時間 7:30～21:00(預かり時間)
　　　　　　 9:00～18:00(受付時間)
●休　　日 土・日

　今回は日の出町にある民間学童の「ひとなる学舎。」をご紹介します。
　同事業所はお子様にたくさんの経験をしてほしいがお仕事も大切にしたい親御さんをサポートするため
に産まれた次世代民間学童です。学長が元教師ということもあり子供について熟知しているほか、セキュリ
ティや感染症対策も徹底されており、安心して子供を預けることができます。そして勉強面ですが、宿題等
のサポートはもちろんのこと、学習塾も併設しており予習や復習、苦手の克服のサポートも行っています。
また事業所内の厨房で手作りの食事も提供しております。健康面を配慮した大豆や野菜中心のメニューで、ここでの食事で野菜
嫌いを克服した子もいるとか。
　特に力を入れているのが「アクティビティ」。こちらは「徳育」の一環として毎日開催しており通常の期間では季節の行事や
ボードゲーム大会などを開催しています。春夏冬休みにはスペシャルアクティビティとして様々な分野のプロを招いたイベン
トなどを毎日開催し、様々な経験を積めるようにしています。また、事業所の福利厚生として学童保育所を利用いただけるよう
学童保育サービス連携も行っていますのでぜひ一度ご連絡ください！

次世代型学習プログラム付き民間学童

松浦

HP インスタグラム

名
鉄
西
尾
線

南安城駅

南安城駅北

朝日町東

朝日町

日の出町南

日の出
公園

★
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2022.3 弥生
商工会議所 女性会

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。

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

　安全運転管理者の新たな業務として、令和4年4月1日
より「目視等」による酒気帯びチェックが義務化され、そ
の半年後の動燃10月1日に「アルコール検知器」を用い
た酒気帯びチェックなどが義務化されます。
＜令和4年4月1日～＞
・運転前後の運転者の状態を目視等で確認することに
より、運転者の酒気帯びの有無を確認すること
・酒気帯びの有無について記録し、その記録を1年間保
存すること
＜令和4年10月1日～＞
・運転者の酒気帯びの有無の確認を「アルコール検知
器」を用いて確認すること
・「アルコール検知器」を常時有効に保持すること

～安城警察署からのお知らせ～
安全運転管理者『酒気帯びチェック』が

『義務化』されます!!

お問合せ　安城警察署　TEL：76-0110

令和3年度 安城商工会議所女性会臨時総会開催

後継者育成事業講演会およびチャリティーバザー開催

会員事業所紹介 Vol.8

安城特産「和泉手延長そうめん」をはじめ、手延
うどん・きしめん・ひやむぎの製造直売店です。

間杉手延製麺所 間杉升結

自動車部品の製造をしています。息子
に代替わりをして頑張ってくれています。

 ㈲マサヤス鉄工所 山本洋子

皆様に愛される店を目指し太っ腹的に頑張っ
ています。応援よろしくお願いいたします。

師崎茶屋 太っ腹（㈱ステップバイステップ）弓場てる子

喫茶 司 創業40年。香り高いコーヒーと
アットホームな雰囲気のカフェです。

司興業 山本ミトヤ

会員募集中!

　1月31日に㈱スマイルカーディアンの清水群氏を講師にお招
きし、『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』をテーマにご講演いただきました。講演では、一
流の考え方、サービスを提供するためのノウハウ、等しく行う
サービスと一人一人に対して行うホスピタリティ等、有意義な
お話を聞くことができました。

　また、講演会に続き、第2回目のチャリティーバザーを開催しました。会員の皆様が持ち寄った品物により、￥74,000の収益をあげ
ることができました。

１月31日臨時総会において、令和4年度役員及び監事が選任されました。
役　職

会　長 神谷 美砂（愛祥学院）
副会長 太田 尚子（㈲吉野屋）、岡田 嘉子（㈲初寿司）
総務・広報委員長　　 板山 美里（㈱ＷＯＮｄｅｒ）
交流・研修委員長 白谷 隆子（白谷会計事務所）
七夕まつり特別委員長 杉山 京子（ハッカハウス）
元気フェスタ特別委員長 深田 智子（cobaco ne cobaco）
監　事 稲垣 三枝子（スナックるいびとん）、畔栁 多美（畔栁自動車整備）

氏名（事業所）

安城警察署より感謝状を
いただきました！



－13－あんじょう商工会議所

【
宛
先
】Ｅ
メ
ー
ル atsuya

＠katch.

　
　
　
　
　
　
　

ne.jp

　
　
　

Ｆ
Ａ
Ｘ
９
９
ー
２
７
７
６

元
気
ノ
助
の
メ
ー
ル
で
投
句
ト
ー
ク

　令和4年1月28日㈮に「1月例会 令和3年度 愛知県YEG DAY　愛知がつながる笑タイム　～考動し
てチャンスをつかみ取れ～」が蒲郡市にて開催されました。
　基調講演では落語家でタレントの瀧川鯉斗氏による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。
　また、第１分科会では蒲郡YEG出身の鈴木寿明蒲郡市長の講演が
行われ「街の魅力づくりから地方創生を学ぶ」をタイトルとし非常
に学びのあるお話を聞くことができました。
　今回のYEG DAYはコロナ禍の影響で密を避けるために、会場を蒲
郡市内(５カ所)に 分散させて開催されました。徹底したコロナ感染
対策が施されており、今後の例会やイベントを開催する当たり非常
に勉強になる会場づくりでした。
　YEG DAYの設営・運営をして頂きました愛知県商工会議所青年部
連合会の皆様、安城YEGから出向し活躍をした皆様、そしてバスの
手配やバス車内でのイベント、YEG DAYアテンドをして頂きました
松井拓磨広報委員長、広報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。

１月例会　愛知県ＹＥＧ ＤＡＹ

 ー臨時総会・３月例会「卒業式」ー ー臨時総会・３月例会「卒業式」ー

○
○

○

日 時
場　所

内 容

令和４年３月23日㈬　18：00～21：30
料亭すず岡または昭林公民館
※新型コロナの感染状況により変更の可能性があります。
臨時総会は、令和４年度事業計画書並びに収支予算を

審議いたします。令和３年度の集大成として、３月例会では卒業式
を行い、６名の卒業予定者の方をお祝いし、送り出します。

臨時総会・３月例会を下記のとおり開催します。

第2分科会（竹島散策）

基調講演の様子 第3分科会（カジノ体験） 第6分科会（ SDGs体験）
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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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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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