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安城市は市制施行70周年記念事業として「安城プレミアム商品券」を
発行します。購入申込締切が6月15日㈬までとなりますので
お早めにお申込ください。詳細は会報4ページをご覧ください。

～安城プレミアム商品券購入申込受付中～
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表紙、P2　企画／制作　アイデアバルブ株式会社

８日㈬ 金融相談(日本政策金融公庫) 10:00～12:00
15日㈬ 労務相談 13:00～16:00
16日㈭ 法律相談 13:00～16:00
21日㈫ 税務相談(記帳継続指導) 13:00～16:00
24日㈮ 金融相談(愛知県信用保証協会) 13:00～16:00

＜6月定例相談会＞ ※事前予約制

３日㈮ 効率的なSNS活用で集客力アップ！
 WEBライティング術セミナー 14:00～16:00
６日㈪  カーボンニュートラルセミナー
 ～経営にカーボンニュートラルを取り入れよう～ 14:00～15:45
14日㈫ すぐに実践できる!すぐに使える!
 スマホで伝わるPR動画を作ろう! 14:00～16:00
15日㈬ ノーベル物理学賞と「朝ドラ」
 ～災害に備える気象予測技術～ 14:00～16:00

＜6月開催セミナー・講演会＞
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商工会議所からのおしらせ

　市制施行70周年記念事業として｢安城プレミアム商品券｣を18万セット(総額10億8000万円分)発行します。｢地元
応援券｣と｢共通券｣のセット販売で購入申込みが６月１日㈬より開始しておりますので購入希望の方はお早めにお
申込ください。

インターネットまたは専用ハガキ(５月19日から順次発送のチラシ)による申込み【申込方法】
【内　　容】

1セットあたり5,000円(額面6,000円)　　　　　　　
令和４年8月１日㈪～令和５年1月31日㈫
18歳以上(令和４年４月１日時点)の安城市内在住者
チラシまたは安城プレミアム商品券HPをご覧ください。

【販売価格】
【利用期間】
【対　　象】
【利用可能店】

1人につき5セット(25,000円分)まで
令和４年6月15日㈬(ハガキは必着)

【購入限度】
【申込期限】

■ 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

安城プレミアム商品券購入申込み受付中

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋

｢地元応援券｣中小の個店のみ(取扱店のうち大型店・
チェーン店・フランチャイズ店を除く店舗)で利用可能

1,000円券×3枚　　

｢共通券｣すべての取扱店で利用可能
1,000円券×3枚

受章・受賞おめでとう

市制施行70周年安城市発展祭受賞者

株式会社東祥
沓名 俊裕 氏

【産業振興功労】

株式会社合同工業
柵木 政美 氏

【産業振興功労】

株式会社アンドール
左右田 幸夫 氏

【産業振興功労】

株式会社クオリ
水野 誠 氏

【産業振興功労】

大見孝税理士事務所
大見 孝 氏

【産業振興功労】

株式会社サカキバラコーポレーション
榊原 守 氏

【民生・児童功労】

はっとり総合事務所
服部 敦 氏

【消防団功労】

　市制施行70周年の安城市発展祭において、一般功労者表彰を受賞された当所会員事業所の方及び特別感謝状被贈
呈者の方をご紹介いたします。

＜特別感謝状被贈呈者＞ 【多額の寄付】　植村産業安全協力会(植村産業株式会社)
 【永年都市計画審議会委員として尽力】　石川 博 氏(株式会社ＭＣ三河設計)

＜一般功労者＞

　内閣府より4月29日付で発令されました令和4年春の叙勲にて
㈱アイライフ石川の石川誠氏が瑞宝双光章を受章されました。

令和4年春の叙勲受章

㈱アイライフ石川
石川 誠 氏

瑞宝双光章
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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４年度無料税務相談』
　 毎月第１水曜日（１月は第２水曜日）　市役所相談室（北庁舎１階）場時
６月１日㈬ ７月６日㈬ ８月３日㈬ ９月７日㈬ 10月５日㈬ 11月２日㈭

12月７日㈬ １月11日㈬ ２月１日㈬ ３月１日㈬
令和５年

会議所HP▶

　本セミナーでは主要なSNSの効果的な活用方法と
各SNSで活用できるWEBライティング術を解説しま
す。SNSのコツをつかみお金をかけずに集客・販路
拡大方法を学べますので、ぜひご参加ください。
令和４年６月３日㈮　14:00～16:00
ホームページコンサルタント
　　　永友事務所 代表　永友 一朗 氏
⒈効果的なInstagram活用
⒉効果的なTwitter活用
⒊効果的なGoogleマップ活用
⒋各SNSでも活用できるWebライティング術等
安城商工会議所 ５階大会議室 および オンライン
当所会員：無料
上記以外：1名7,000円(税込)

効率的なSNS活用で集客力アップ！
WEBライティング術セミナー

時
講

場

内

￥

　本セミナーではカーボンニュートラルへの取組を
支援するため、基礎知識や取組事例紹介、そして県
のCO2削減の取組や支援施策について解説しますの
で、ぜひご参加ください。
令和4年６月６日㈪　14:00～15:45
東京海上日動火災保険株式会社担当
愛知県環境局地球温暖化対策課担当
・カーボンニュートラルに関する基礎知識
・取組み事例紹介
・愛知県のカーボンニュートラル支援施策
・あいちCO2削減マニュフェスト2030
安城商工会議所 研修室 および オンライン
無料
共済：碧海信用金庫、名古屋銀行、安城市

カーボンニュートラルセミナー
～経営にカーボンニュートラルを取り入れよう～

時
講

場

内

￥

　安城七夕まつりについて、5月19日㈭の総会にて開
催が決定しました。まつり当日は交通規制が行われ
るエリアがございますのでご注意ください。

※今年度につきましては露店の出店はございません

開 催 日
交通規制

：
：
令和４年8月5日㈮、6日㈯、7日㈰
5日㈮10:00～7日㈰21:00まで(一部のみ)

第69回安城七夕まつり
について

HP

HP

　本セミナーでは2021年にノーベル物理学賞を受賞
した真鍋淑郎氏の気候変動予測と同年に放送された
朝ドラ「おかえりモネ」の天気予報の内容から気象
予測技術の進化を学ぶとともに気象情報の防災への
活用方法や、安城市の水害に関する防災等も学べま
す。ぜひご参加ください。
令和４年６月15日㈬　14:00～16:00
名古屋大学減災連携研究センター研究員
元・名古屋地方気象台長　高瀬 邦夫 氏
⒈真鍋淑朗博士のノーベル物理学賞と
　朝ドラ｢おかえりモネ｣
⒉防災気象情報の役割
⒊安城市の防災
安城商工会議所 研修室
および オンライン
無料

気象予測技術セミナー

時
講

場

内

￥

HP七夕エリア 交通規制エリア
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　SDGsとは持続可能な開発目標の略称で2015年9月に世界のリーダーによって国連で決められた国際
社会共通の目標です。SDGsの17の目標を複数回に分けて解説していきます。また、それぞれの目標に
対する取組例をご紹介します。貴社のひとつひとつの活動がSDGs達成につながりますので実践可能な
目標から取り組んでいきましょう。

SDGsについて知ろう! その1
特集

　全世界の子供の約6人に1人は極度の貧困で暮らしているといわれています。また貧困
問題の多くは、発展途上国で起こっていますが、先進国でも起こっており、私たち一人
ひとりが考えなければいけない問題になっています。
＜取組例＞
様々な支援団体へ寄附をする、フェアトレード商品を扱う等

貧困をなくそう目標1

　2030年までにすべての子供が平等に質の高い教育を受けられるようにすること、高等
教育にアクセスできることを目指しています。また、働きがいのある人間らしい仕事や
企業に必要な技能を備えた若者・成人の割合を大幅に増加させることもねらっています。
＜取組例＞
職場体験の受入および職業講話の実施、社内研修を充実させる、技能実習生の受入、
e-ラーニングの導入、社内資格制度導入等

質の高い教育をみんなに目標4

　この目標は2030年までに、飢餓とあらゆる栄養不良に終止符を打ち、持続可能な食料
生産を達成することを目指しています。環境と調和した持続可能な農業を推進し、生産
者の所得を確保し、農業生産性を高めるための研究・投資を行う必要があります。
＜取組例＞
安城市が手がける｢AnjoたべRing byタベスケ｣等の食品ロスマッチングサービスを利用
する、地産地消を心がける、3010運動(食事会で最初の30分と最後の10分は自席で料理を
楽しむ)に取り組む、食品ロスを減らす等

飢餓をゼロに目標2

　この目標は、母子保健を増進し、主要な感染症の流行に終止符を打ち、非感染性疾患
と環境要因による疾患を減らすことを含めて、あらゆる年齢のすべての人々の健康と福
祉を確保することを目指しています。
＜取組例＞
共済や福利厚生健康診断や検診の奨励、健康経営を推進する、ノー残業デーなど残業を
減らす取り組み等

すべての人に健康と福祉を目標3
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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

税を味方に、強い経営を。
会 員 募 集 中 ！！

　女性が潜在能力を十分に発揮して活躍できるようにするため、教育や訓練の充実はも
とより、有害な慣行を含め、女性と女児に対するあらゆる形態の差別と暴力をなくすこ
とを目指しています。経済分野においても、あらゆるレベルの意思決定において女性の
平等な参画とリーダーシップの機会の確保が求められています。
＜取組例＞
女性が活躍できる環境づくりを行う、男性への育児休暇の推奨、多様な人材の採用等

ジェンダー平等を実現しよう目標5

　飲料水、衛生施設、衛生状態を確保するだけではなく、水源の質と持続可能性を目指
すものです。
＜取組例＞
ごみ拾いなどの自然環境保全活動、水以外のものを下水道に流さないなど
水を汚さないようにする、ポリ袋から紙袋への切替、プラスチック製品の切替等

安全な水とトイレを世界中に目標6

　国際協力の強化や、クリーンエネルギーに関するインフラと技術の拡大などを通じ、
エネルギーへのアクセス拡大と、再生可能エネルギーの使用増大を推進しようとするも
のです。
＜取組例＞
節電を行う、省エネ効果の高い設備導入、クールビズを実施する、
再生可能エネルギー(太陽光発電等)の導入

エネルギーをみんなにそしてクリーンに目標7

　継続的、包摂的かつ持続可能な経済成長は、グローバルな繁栄の前提条件です。この
目標は、すべての人々に生産的な完全雇用とディーセント・ワーク（働きがいのある人
間らしい仕事）の機会を提供しつつ、強制労働や人身取引、児童労働を根絶することを
ねらいとしています。
＜取組例＞
ワークライフバランスを考えた働き方を提案する、
正規・非正規社員の収入格差を減らす、リモートワークの導入等

働きがいも経済成長も目標8
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　令和元年度から「ソフトボールの聖地」安城市で「全日本大学女子ソフトボール選手権大会（インカレ）」を
開催しています。大会を盛り上げるため、市内でインカレにちなんだカレー味のメニュー（インカレー）の提
供をしていただける店舗を募集します。
【募集期間】令和４年６月30日㈭まで　上記ＱＲコードの応募フォームから申込
【インカレ応援強化期間】
令和４年９月１日㈭～19日㈪㈷
※大会は９月17日㈯～19日㈪㈷に開催予定です。
【参加条件】下記の①・②を満たしている市内店舗
①インカレ応援強化期間中にインカレ―を提供できる
　※曜日を決めて提供、期間外に提供可
②愛知県の「ニューあいちスタンダード（あいスタ）」の認証または
　「安全・安心宣言施設」の登録がされている

【その他】
・インカレＰＲのぼりの設置等インカレのＰＲに協力いただきます。
・安城市観光協会がＨＰ、チラシ、ＳＮＳ等によりインカレ応援店舗のＰＲを行います。

【問合せ先】
国際・全国大会推進活動実行委員会（東祥アリーナ安城内）　TEL:0566-７５-３５３５
＜ＰＲについて＞安城市観光協会（安城市商工課内）　TEL:0566-７１-２２３５

「カレーでインカレを盛り上げよう！インカレ応援店舗募集」

応募QR

カレー味のメニュー
例：カレーライス・カ
レーパン・カレーお
にぎり・カレーうど
んなど

　今年で設立20周年を迎える安城芸妓文化振興会(笑美
素会)は明治から続く安城の伝統ある芸妓文化を維持保
存するための支援に取組んでいます。ぜひご入会いただ
き安城芸妓文化へご支援、ご協力くださいますようよろし
くお願いします。
【年 会 費】　一口　5,000円（税込）～
　　　　　  個人会員 1口以上　法人会員 2口以上
※総会および芸妓発表・懇親会(7月24日㈰開催)へのご
案内。また今年度につきましては20周年記念事業とし
て開催する芸妓披露会へのご案内および記念誌の配
布を予定しています。

【申込方法】
　当所へご連絡いただくか、HPより入会申込書をダウン
ロードし、必要事項をご記入の上、当所へご提出ください。
【問合せ先】
安城芸妓文化振興会事務局（安城商工会議所内）
TEL:0566-76-5175　FAX:0566-76-4322

安城芸妓文化振興会
(笑美素会)会員募集中

インカレーとは

HP　安城市では毎年、油の流出事故が発生しています。そ
の多くが人為的ミスによるものです。油事故が発生する
と、河川の下流域に大きな被害をもたらすだけでなく、流
出した油の除去や損害の賠償を全て原因者が負うことに
なります。今一度、油水分離槽などの排水処理設備や油
タンクなどを確認し、事故発生防止にご協力をお願いし
ます。

●次のことを定期的に実施しましょう。
・油タンクや配管等の劣化を確認
・油水分離槽などの浄化設備の点検・清掃
・敷地周辺の側溝の定期的な巡視（特に、大雨時）
・油流出事故が起きた際の体制の確認、資材の整備

●油事故を起こしてしまった場合
　次のことをなるべく速やかに実施してください。
・安城市へ連絡（閉庁日の場合、担当者が折り返し
電話をします）
・公共用水や下流域への流出を止める
・油回収資材等で流出物を回収する
・流出元を探り、流出を止める
※油事故を目撃した場合も、速やかなご連絡にご協
力をお願いします。

【問合せ先】
安城市環境都市推進課　TEL:0566-71-2206（直通）

油の流出事故を防止しましょう

イメージ:
お米をソフトボール型にした
カレーライス
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ホームページにも掲載中　https://anjo-cci.or.jp/

会員事業所訪問

  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

美肌追究専門店　お肌も心もリセットしたい大人のサロン

Private Esthetic Salon Elsa

（矢嶋）

プライベートエステティックサロン エルサ

●所 在 地 上条町千度27-1パビリオンリッシュＡ
●電　　話 070-1621-5353
●営業時間 月～金　13:00～22:00

土　日　9:00～22:00（最終受付20:00)
●定 休 日 不定休

◯有効期限：2022年7月末日まで

安城商工会議所クーポン券

Private Esthetic Salon Elsa(エルサ)
TEL 070-1621-5353

¥5,500→¥5,000
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？

サイト LINE ID @elsa21

　今回は、上条町にありますPrivate Esthetic Salon Elsa（エルサ）をご紹介します。
　日本のエステティックサロン・美容クリニック、アメリカのエステティックサロンで15
年間以上美容に携わってきたオーナーの藤川さんは、自身も長く肌トラブルを患った経験
があり、お一人おひとりのお肌にしっかり向き合う時間をとり、最新の肌理論に基づき細
胞からの根本改善に特化した美肌追究ケアをご提案しています。
　メニューはフェイシャルコースのほか、特殊な木を使い深い筋肉をグイグイほぐすボ
ディーマッサージ、リフトUP!眼精疲労回復効果の高い!炭酸ヘッドマッサージがあり、女性だけでなく男性のお客様も多
くご来店されているそうです。
　また、衛生管理には特に気を配っており、直接お顔に触れるタオル・ガウン・スリッパなどは使い捨てにし、ベッドも使
い捨てシーツ・UV消毒器を使用していますので、安心して通っていただけます。一軒家のプライベートサロン。ゆったり
とした空間でお肌と心をリセットしてみてはいかがでしょうか。お気軽にご予約ください。

286

47

★

大岡町荒古

東海道本線

安城東
公園

コロナ
ワールド

朝スッキリ！眼精疲労改善・リフトアップ

炭酸ヘッドマッサージ60分

花や木に囲まれたオシャレで落ち着いた空間を！

HANATOKI CAFE

（亀岡）

●所 在 地 末広町8-4 エルグランデ安城駅南1F
●電　　話 0566-87-4438
●営業時間 11:00～22:00
●定 休 日 月曜日 (祝日の場合は営業 、翌火休み)
●駐 車 場 50台あり

　今回は、末広町のDENCITY１階に４月12日にオープンした「HANATOKI CAFE」をご紹
介します。店名にもありますように、「花と木」をテーマした店内は、壁面に花や木のディス
プレイが多くあり、とてもオシャレで落ち着いた雰囲気です。
　ランチメニューは、店名のついた「HANATOKI CAFEランチ」がおすすめです。前菜盛り
合わせ・ドレスオムライス・ドリンクがセットとなっています。料理には、エディブルフラ
ワーを添えて彩鮮やかな料理になっています。その他にもHANATOKIパスタランチ・ビジ
ネスランチと誰もが来店できるランチメニューになっています。
　近隣のコーヒーショップは、早い時間にクローズしてしまう中、22時まで「夜CAFE」としオープンしています。コー
ヒーもこだわり有機栽培コーヒーの豆の良さを引き出すため、自家焙煎した焙煎ドリップコーヒーを提供しています。
　ランチ・カフェ・ディナーと時間帯によって、多様な空間を感じることのできるCAFEですので、是非一度ご来店くださ
い。

末広町北

朝日町西

御幸本町

★

アンフォーレ 御幸本西

ハナトキカフェ

サイトInstagram

代表取締役　滝 亜矢子
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　日本政策金融公庫主催、碧海信用金庫、安城商工会
議所、中小企業基盤整備機構共催で海外取引に関する
セミナーを開催します。オンラインにて受講可能なもの
になりますのでぜひご受講ください。
令和４年７月13日㈬　15:00～16:15
中小企業基盤整備機構　中部本部　
　　　　アドバイザー　大槻 恭久 氏
碧海信用金庫　バンコク駐在員事務所
　　　　所長　井上 拓 氏
日本政策金融公庫　岡崎支店職員
・海外取引先とのオンライン商談スキルアップ
・最近のバンコク情勢について
・公庫海外展開融資制度説明
「Teams」によるオンライン
無料

海外展開ＷＥＢセミナー

■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

時

内

講

場
料 申込フォーム

オンライン

　安城市及び安城市観光協会は、令和４年５月20日㈮
に市制施行70周年を記念して、安城市出身の人気プロレ
スラー、オカダ・カズチカ氏に「安城市ＰＲアンバサダー」
を委嘱しました。　
【委嘱内容】「安城市ＰＲアンバサダー」としてＳＮＳ等を
活用し、観光名所や地域特産品等、安城市の魅力を広く
発信する
オカダ・カズチカ氏就任コメント
「今後、様々な活動を通
じて、自分が生まれ育っ
た安城市の良いところを
広めていきたいと思いま
す。安城市にカネの雨が
降るぞ！」

安城市ＰＲアンバサダーにプロレスラーの
オカダ・カズチカ氏が就任！

マップ

安城建築（株）

会 員 事 業 所 紹 介

浅井 正枝

Vol.
2

 訪問介護 あいわ
安仲 信子

ら・むーる

カラオケ喫茶
発生練習・歌謡指
導もやっておりま
す。

今年度も「女性会商品
券」を行います。
お一人あたり3,000円
分の商品券を配布い
たしましたので、使用
期間内にご利用くださ
いませ。

（有）石川土建
石川 康子 伊藤 時子

　令和4年4月25日に安城商工会議所の大会議室にて、女性会定時総会が開催
されました。当日の出席者26名、委任状提出19名、合計45名となり、女性会所属
59名の過半数を超えることが認められたため「令和3年度事業報告ならびに収
支決算」、「令和4年度事業計画ならびに収支予算」について上程し、拍手をもって承認されました。
　令和4年度の事業としましては、SNSを活用し会員相互の交流を一層深めながら、流動的な状況に応じて有意義な
事業を実施していく方向となりました。
　定時総会後には、沓名会頭、荻須専務理事、深津青年部会長を交えての懇話会を行いました。懇話会では、安城市の
今後の展望や女性会の役割、今からできる事は何かなどについて和やかな雰囲気で話し合いができました。

【使用期間】
令和4年5月1日～6月30日

女性会会員内事業所相生町 1-3

76-7846

女性会商品券
発行事業

1.解体・造成
2.外構・ﾛｰﾗｰｽﾄｰﾝ
3.不動産

HP

海外リゾートの様
な暮らし 実現しま
す。

Instagram

住み慣れたご自宅
で、自立できる暮ら
しのお手伝い。

【使用場所】

令和4年度　安城商工会議所女性会定時総会および懇話会開催 会長　神谷 美砂

商工会議所 女性会
2022.6 水無月
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 ー６月例会「社会を変える企業から学ぶ」ー ー６月例会「社会を変える企業から学ぶ」ー

○
○
○

日 時
場　所
内 容

令和4年6月23日㈭ 19：00～

安城商工会議所　5階　大会議室

テクノロジーを駆使して新たな社会を創出する会社からその

仕組みや、価値を理解することで自社の発展につなげてもらうことを目的

に、㈱CAMPFIREの照井翔登氏よりクラウドファンディングを中心に新し

い社会や経済の創出に関しての内容で講演をしていただく。

６月例会を下記のとおり開催します。

　4月28日㈭安城商工会議所青年部（安城YEG）の通常総会・4月例会が開催されました。来賓としまして、安城商工会議所
会頭沓名俊裕様、副会頭福田雅美様、副会頭丸山光夫様、副会頭富田清治様、副会頭赤木禎行様、筆頭常議員細井英治様、女
性会会長神谷美砂様、専務理事荻須篤様のご臨席を賜りました。
　通常総会冒頭の会長挨拶並びに所信表明では、深津貴弘会長から「YEGには可能性があると信じている。YEG活動に
は、時間的な負担、金銭的な負担、心理的な負担、色々な負担がありますが、私はそれらの負担に見合った事業、得られるも
のがある事業を展開したい。YEG活動から得られる色々なものすべてが、YEG綱領・指針に謳われる“豊かな郷土づくり”
に繋がるのだと信じています。この地域で、この地域とともに、YEG運動をひろげていきましょう」と、スタート例会にふ
さわしい想いのつまった発信がありました。
　また、通常総会では令和3年度の事業報告並びに会計報告に係る議案が滞りなく審議され、可決承認されました。通常総
会後には久しく開催されていませんでした懇親会が開催されました。メンバー
にとって親睦交流を図る絶好の機会になりました。富田晋介委員長率いる総務
委員会の設営によって、緊張感のある中スムーズに挙行することができまし
た。ひろげる！地域とともに。（広報委員会委員長　杉山哲一）

令和4年度安城商工会議所青年部、いよいよ発進!!

　安城商工会議所青年部では随時新入
会員を募集しています。
　異業種交流による仲間づくり、地域
貢献、自己研鑽等々に興味のある方は、
QRコードにて入会案内を
ご確認お願いいたします。
まずはQRをチェック！
ひろげる！地域とともに。

青年部会員募集中！

入会案内

加藤 智（写真左） 
事業所：TIERRA
配属委員会：渉外委員会

西脇 謙太郎（写真右） 
事業所：㈱昭和建材
配属委員会：七夕まつり委員会

新入会員紹介

ひろげる！地域とともに令和4年度
スローガン
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　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

1
信頼を得るクレーム応対のコツ

～多様性の時代背景からお客様心理を理解する！～
53分

3
人事労務 基礎講座

98分

2
ハラスメント講座

67分

会員事業所限定WEBセミナー視聴無料 START!

一般経営 本当のウリがわかればもっと売れる！
キャッチコピー作成講座　（前編） 71分

研修・
人材育成

新規開拓営業力強化セミナー
～売り込まない営業力を強化する～ 40分

研修・
人材育成

結果を出せる営業力研修
～営業力は「思考力」と「行動力」～ 88分

6月配信予定　おすすめセミナー

当所ホームページ
バナーを
クリック！

専用ページ

IDと
パスワード

「対人ストレスに強い人・弱い人の違い」

　同じような状況や環境に置かれても、それをストレスと感じてしまう人と、感じない人がいます。日々の細かなことにイライ
ラ、クヨクヨせず「ストレスに強い人」になることができれば、心も体も健康でいられます。違いを知ることで、ストレスコン
トロールを可能にする方法をお伝えしたいと思います。
　まず、対人ストレスに弱い人の特徴を三つあげます。
⑴常に人の顔色をうかがってしまう
　相手に遠慮して、自分の思いや考えをのみ込んでしまうことの多い人は、「悪いかな」という気持ちが先に立ち、結果的に
人の意見に振り回されがちになります。

⑵「～べき」で頑張りすぎる
　人から頼られたとき、相談を受けた際などに、自分が何とかしようと人一倍頑張ってしまうなど、自分に余裕がなくても断
れず、自分で自分を追い詰めやすい傾向があります。

⑶相手の負のパワーに敏感
　人の気持ちや状況を繊細に感じ取ってしまう敏感さを持っています。故に他人のマイナスな感情やパワーも自分のことのよ
うに受け止めてしまいがちです。

　次に、対人ストレスに強い人の特徴を三つご紹介したいと思います。
⑴私は私、あなたはあなた」
「I’m OK, You’re OK（私は私、あなたはあなた）」ということを、感覚的に実践しています。余計なストレスを感じない
ためには、「自分の問題と相手の問題は別」と、割り切って考えられることが大切です。

⑵プロセスを楽しめる
　例えば、山登りをして登頂できなかったとしても、道中の景色や仲間との時間を楽しんだことを、有意義な経験ができたと
ポジティブに受け止めることができます。結果だけにこだわらず、そのプロセスを楽しむようにすることで、物事を前向きに
考えられるようになり、ストレスにも強くなります。
⑶一人の時間を大切にできる
　他の人と過ごす時間は楽しい反面、何かと気を使うもの。誰ともつながらない自分だけの時間を意識的に持つことは心身の
リフレッシュにつながり、心の疲れもリセットできます。一人の時間を大切にすることは、自分自身としっかり向き合うこと
にもなります。自分の心を心地よい状態に保つことが、ストレスコントロールには最適です。

 　ストレスに強くなるには、自分軸をしっかりと持ち、人との適度な距離感を保つことが重要です。

日本メンタルアップ支援機構　代表理事
大野　萌子



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

〒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

安城印刷は持続可能な開発目標（SDG s）の
実現に向けて取り組んでまいります。

チラシ・ポスター・冊子・名刺
伝票・封筒・DM・シール・HP制作
動画制作・イラスト制作　etc

～ホテルライクな空間で心のこもった健診を提供します～

　JA 愛知厚生連安城更生病院
予防医療センター
TEL 0566 -75 -3020

安城市安城町東広畔 28番地
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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

〒446-0056
安城市三河安城町1-16-5
TEL:0566-79-3111

とう しょう

東京証券取引所 証券コード：8920

「健康で元気をつくる東祥」

広くて開放的なジム

全国
展開中！

多彩なプログラム

透き通ったプール 快適な浴場施設
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