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※詳細につきましては、今月号の折込チラシをご覧ください。
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表紙、P2　企画／制作　アイデアバルブ株式会社

※事前予約制

12日㈬　0円で8割をリピーターにする集客術       14:00～15:30
14日㈮　小さな会社･お店のための｢DX｣超入門　  14:00～15:30
17日㈪　フォローアップ研修<基本コース>　　　  ９:30～16:30
20日㈭　フォローアップ研修<製造コース>　　　  ９:30～16:30
26日㈬　障がい者雇用セミナー　　　                 13:30～16:00

＜10月開催相談会・講演会・講習会＞
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マル経融資制度

（登場人物）
会議所職員
鈴木雄也

矢野社長

＜10月定例相談会＞
12日㈬　 金融相談(日本政策金融公庫)　 　　　　10:00～12:00
18日㈫　 税務相談(記帳継続指導) 　　　  　　　 13:00～16:00
19日㈬　 労務相談　　 　　　　　　  　　　　　13:00～16:00
20日㈭　 法律相談　　 　　　　　　  　　　　　13:00～16:00
28日㈮　 金融相談(愛知県信用保証協会) 　　　　13:00～16:00
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その2
令和4年度

　先月に引き続き安城市長および安城市議会議長に対して提出した要望書に対する回答を掲載
します。今月号では産業振興について掲載させていただきます。

商工会議所要望事項に対する回答特集1

本年は安城市の市制70周年の節目の年となるため、周年記念にふさわしい魅力ある内容で、
プレミアム商品券および建設券事業を実施することで地域経済の振興を図るよう要望。

　市制施行70周年記念事業としまして、プレミアム率20%の安城プレミアム商品券を18万セット発
行・販売するとともに、70周年を記念して、安城和牛や安城市産の有機野菜等を景品としたプレゼ
ント企画を実施してまいります。また、貴所が発行・販売を行う安城プレミアム建設券に係る経費等
の補助も実施してまいります。

プレミアム商品券の実施および建設券への支援

国や県の支援施策を受けられない市内業者が、安定して事業に取り組めるよう市独自の支援
施策の実施や既存施策においても利用しやすく改善するなど、隙間の無い経済対策に引き続
き取り組んでいただくよう要望。

　経済対策としましては、事業者の資金繰対策としての信用保証料補助事業を継続して実施すると
ともに、既存施策である、がんばる中小企業応援事業補助金の精査などを通じ、市内事業所を取り
巻く環境にあった施策を実施してまいります。

経済対策について

長年にわたり地域の経済・雇用を支えてきた市内事業者の流出防止のため、用地確保の許認
可手続きの円滑化と、北部地域工業用地の早期整備、合わせて工場拡張、新設時の支援施
策に取り組むよう要望。

　企業からの工業用地に係る相談につきましては、昨年度設置しました企業立地推進室が総合窓
口となり可能な限り許認可手続きの円滑化が図れるよう努めております。
　(仮)北山崎地区工業団地については、現在、開発検討区域を約15haと整理しており、令和９年度
頃の引き渡しを目標とし、準備を進めております。
　工場拡張、新設時の支援施策については、都市計画マスタープランにおいて工業系の用途での土
地利用を想定する区域へ新規に立地するなど一定の要件に該当する企業に対する補助金について来
年度からの支給開始を想定し、本年度以降対象事業の認定受付を開始してまいります。

工業用地の確保および整備

工事契約後の資材価格の高騰による工事契約金額について見直しを行うなど、大きな物価変
動に対応した幅広い分野での柔軟な対応を実施するよう要望。

　市としましても、資材価格の変動を注視しており、調達が厳しい資材等は納期を確認して見積も
りをとるなど、実勢価格等を反映して予定価格を設定しております。
　引き続き、適正な積算に努めてまいりますが、物価変動に基づく契約金額の変更については、安
城市工事請負契約約款の規定により対応することとなりますので、ご理解をいただけますようお願
いします。

資材価格等の高騰による工事契約の見直しについて
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市内事業者が省エネ機器の導入、省エネ設備への更新など、企業の持続可能な生産活動への
取り組みに対する新たな助成制度による支援を要望。

　各企業がカーボンニュートラルを自社の重要課題と捉え、積極的な情報収集や事業者間での情
報交換などを行うことが必要であると考えております。
　そのうえで、エネルギー消費量や二酸化炭素排出量を継続的に把握、可視化し、エネルギーロス
の削減や二酸化炭素排出量の削減に向けた企業の活動を支援できるよう、施策の検討をしてまい
ります。

企業の持続可能な生産活動に対する支援について

安城商工会議所は令和５年度に創立70周年を迎え、地域総合経済団体として「EXPO 
ANJO(産業フェア)」を始めとした地域経済を盛り上げるための記念事業の開催を今後計画
してまいりますので記念事業に対する支援を要望。

　令和５年度に創立70周年事業として開催が予定されています「EXPO ANJO」につきましては、
前向きに支援の検討をしてまいります。

安城商工会議所創立70周年事業への支援について

企業の健康経営活動の支援策として、健康経営優良認定法人に対する入札時の加点や健康診
断受診時の助成、また建設業が週休２日制を導入しやすくなるように工事期間に余裕をもった
発注に努めるなど、取り組み企業への支援施策を要望。

　全国的にも、建設業の働き方改革、生産性の向上、持続可能な事業環境の確保が求められる状況
にありますので、これらに資する健康経営優良認定法人の加点につきましては、総合評価の基準見
直しに合わせて検討してまいります。健康診断への助成につきましては、企業に直接的には行ってお
りませんが、企業において健康診断を受ける機会がない場合、市において各健康診断がありますの
でご活用ください。また、出前健康講話や健康相談、健康測定資材の貸出等を行っておりますので
是非ご活用ください。
　また、工事期間につきましては、原則として週休２日を見込み、余裕を持った工期を確保して発注
してまいります。

健康経営推進企業への支援について

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

３月１日㈬１月11日㈬
令和５年

10月５日㈬ 11月２日㈭ 12月７日㈬ ２月１日㈬
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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 ■ 持ち物 ■ 問合せ先時 場 内講 定 ¥対 持 問締

　新型コロナウイルス感染症関連の政府等支援策
の活用、｢デジタル化推進｣｢DX｣についての話題を
挙げながら、その活用とお客様への対応、今日から
すぐに活用可能なWeb集客についてもわかりやす
く学んでいただき、併せて個別相談会を開催します
ので、ぜひご参加ください。

令和4年10月14日㈮　14:00～15:30
※個別相談会は15:30～16:30　　　
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
安城商工会議所 3階 研修室またはオンライン
無料

今日から取り組めるデジタル戦略！
小さな会社・お店のための 「ＤＸ」超入門

時

講

場
￥

　新入社員、若手社員を対象に、入社して約半年を振
り返り、社会人としての基本を学びなおし、仕事の向
上、職場全体に活力を与えられる社員を目指す研修
を開催しますのでぜひご参加ください。

令和4年10月17日㈪　9:30～16:30　　
㈱ボイスメッセンジャー 大野 カオル 氏
安城商工会議所 5階 大会議室
当所会員：1名　3,840円（税込）
刈谷市労働基準協会安城支部会員・
刈谷法人会安城支部会員：1名　4,940円（税込）
上記以外：1名　7,140円（税込）

新入社員・若手社員向け
フォローアップ研修＜基本コース＞

時
講
場
￥

　製造業の新入社員を対象に、モノづくりの基礎を
振り返り「安全作業の基本」「品質管理の基礎」「業務
改善に必要な視点」「仕事のミスを減らすポイント」を
学び、自ら考え、前向きに取り組む姿勢を身につける
ことができますのでぜひご参加ください。

令和4年10月20日㈭　9:30～16:30　　
㈱アイリンク 代表取締役 照井 清一 氏
安城商工会議所 5階 大会議室
当所会員：1名　3,840円（税込）
刈谷市労働基準協会安城支部会員・
刈谷法人会安城支部会員：1名　4,940円（税込）
上記以外：1名　7,140円（税込）

新入社員・若手社員向け
フォローアップ研修＜製造コース＞

時
講
場
￥

　リピーターがもたらす利益と今やるべきことを
明確にし、その日からできるコストのかからない
具体的なノウハウを紹介しますのでぜひご参加く
ださい。

令和4年10月12日㈬　14:00～15:30
顧客リピート総合研究所㈱ 
代表取締役  一圓  克彦 氏
安城商工会議所 3階 研修室またはオンライン
無料

0円で８割をリピーターにする集客術 
すべてのビジネスにリピート客を！

時
講

場
￥

【納付書の事業所】
10月18日㈫までにお振込みいただくか、もしくは、当
所窓口にてお支払ください。
【口座振替の事業所】
10月18日㈫に指定口座より振替させていただきます。
　なお、役議員会費につきましては、議員改選が行わ
れるため臨時議員総会が行われる10月31日㈪以降に
26期の議員企業へご請求いたしますので、よろしくお
願いいたします。

令和４年度後期分
安城商工会議所会費について

　障がい者の戦力化に成功した企業の取組みや、実
際に働く障がい者の生の声をお伝えします。また、安
城市が包括連携協定を締結した安城市障害者雇用連
携協定の概要や、導入企業の事例も紹介します。障が
い者の採用を迷っている企業や戦力化に悩んでいる
企業は、ぜひご受講ください。

令和4年10月26日㈬　13:30～16:00
㈱浅井製作所 代表取締役 浅井 順一 氏
㈱D&I HRソリューション事業部 部長 米田 尚泰 氏
新英ホールディングス㈱ 総務部 次長 住山 正 氏
安城商工会議所 5階 大会議室またはオンライン
無料　

障がい者雇用セミナー
障がい特性を理解した採用で人材不足を解消

時
講

場
￥
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三方良しの『 健 康 経 営 』『 健 康 経 営 』
　担当者の設置などの当所の「健康経営宣言」をエントリーされた事業所様には独自
の認定書を交付させていただきます。健康経営の取り組みを社内外にPRしませんか？

随時募集中!
当所ホームページから
エントリー可能です！

認定書をお届けします

明知開発㈱
㈱アムト
安城織物㈱
㈱エイエスピー
㈱大林テクノ
神谷コンクリート㈱
㈲神谷自動車鈑金塗装
神谷秀司税理士事務所
㈱金魚屋
桜井屋
㈲柴田興業
新英運輸㈱
㈲新栄化学

新英金属㈱
新英ホールディングス㈱
杉浦武雄事務所
寿司処かいぬま
精文堂印刷
㈱東海石油
東洋理工㈱
パティスリーしあわせのえき
㈱ビデオハウス
㈱兵藤モータース 
㈲フロムワン
㈲三浦工業所
森田工業㈱　　
 

＜エントリー一覧＞  (五十音順 3/19～9/20)

＜主な取組例＞

　当所が指定する10項目のうち3項
目以上の取組にてエントリーでき
ます。
　例・担当者の設置　　　　　　
　・受診勧奨の取組
   　・受動喫煙対策に関する取組
　　・感染予防に関する取組
　※これから取組むことでもエント
リー可能です！

・事務所の換気
・従業員間のコミュニケーション
の場の提供
・非喫煙者に健康手当支給

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 ！！

受賞おめでとう！
　健康経営について他の模範となる優れた取組を
実践している企業を表彰する「あいち健康経営ア
ワード」を受賞されました。

「健康経営優良法人」の
申請が始まっています！

　健康経営優良法人2023の申請が始まっていま
す。今回より申請が有料になるなど変更点もござ
いますので取得を検討されておみえの事業所はお
早めに申請ください。
＜大規模法人部門＞
【申請期限】令和４年10月14日㈮
【申請料金】88,000円/件(税込)
＜中小規模法人部門＞
【申請期限】令和４年10月21日㈮
【申請料金】16,500円/件(税込)

＜大規模法人部門＞株式会社愛知銀行
・運動機会の促進・禁煙対策
・健康増進過重労働防止に向けた具体的な目標の設定

主な
取組例

＜中小規模法人部門＞株式会社中島製作所
・運動機会の促進・適切な働き方の実現
・管理職及び一般職員それぞれに対する教育

主な
取組例

<HP>
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世界初!コントローラー一体型の新しい
サーボモーター｢ディーサ｣の開発に成功!

　モーターの設計・販売などを手掛ける名古屋モーションコント
ロール㈱は、新たなサーボモーター｢ディーサ｣を開発しました。
　こちらのモーターは従来のサーボモーターで採用される制御方
法や結線方法とは異なり、モーター本体にコントローラーなどを
組み込むことにより、高精度なのに複雑な配線が不要、省スペー
ス化・軽量化を実現するとともに、モーターシステムの構築をシ
ンプル化した世界初の商品になります。そのほかにも従来のサー
ボモーターと比べメンテナンスなども簡易化されるなどトータル
コストの削減も可能なものになっています。
　今後はロボット産業やAGV(無人搬送車)、 介護・福祉業界な
どに幅広く提案をしていくとともに、中国市場を視野に生産販売
規模を拡大していくとのことです。

名古屋モーションコントロール㈱
篠目町4丁目11-5　TEL／72－4272
URL https://www.nagoyamotion.com/

行政では対象外になってしまう木造住宅の
耐震診断を、無料実施！

　末広町で住宅のリフォームや太陽光発電設計施工など行ってい
る㈱アルシスは、行政の無料耐震診断では対象外になってしまう、
1981年6月着工～2000年5月までに建築された木造住宅の耐震診
断を無料で行っています。
　このサービスのきっかけをお聞きすると、2016年に起きた熊本
地震では、1981年以降に建築された｢新耐震基準｣の建物の中でも
1981年～2000年の建物は大きく被害を受け、｢新耐震基準｣だから
安全ということではない事実が、明らかになったからだそうです。
　1981年6月着工～2000年5月までに建築された建物を所有で気
になる方は、是非この機会に耐震に特化したスタッフが在籍して
いる同社で、無料の耐震診断を行ってみてはいかがでしょうか。

うな丼＆ひつまぶし専門店「大衆うなぎ うなまる」
オープン！

　池浦町の｢天下鳥ます安城店｣が、８月よりうな丼＆ひつまぶし専
門店｢大衆うなぎ　うなまる｣としてリニューアルオープンしました。
　｢日頃からお値打ちに鰻を味わってほしい｣という思いから、唐揚
げ専門店をリニューアルしました。同店では鰻の身は厚みもあって
ふわっと仕上がり、脂も乗っている｢うな丼｣を1,500円(税込)、｢ひ
つまぶし｣を1,600円(税込)から提供し、お値打ちに鰻を味わえます。
ご利用いただいたお客様より「ウナギはプリプリで脂が乗り、コス
トパフォーマンスが高い」という声もいただいています。
　また、外食はちょっと…という方にはお弁当の注文も承っていま
す。お弁当の鰻は受け取りの直前に焼き、焼きたての鰻をお召し上
がり頂けますのでぜひご利用下さい。

大衆うなぎ うなまる
池浦町池東2-1 池浦ビル104　TEL／93-2983

㈱アルシス
末広町3-1　TEL／91-1688
URL https://www.allucis.jp/



－９－あんじょう商工会議所

活動報告ダイジェスト版

　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。
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

赤い羽根共同募金への
ご協力をお願いします！

　安城市では未来を担う若手技能者を
「安城未来マイスター」として認定しま
す。認定者には認定書及び認定品を寄
贈します。ぜひご申請ください。

　次のいずれにも該当する人が対象
　①中小企業に勤務する安城市内在住・在勤者
　②国家技能検定の特級または１級の合格者
（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ける合格者が対象。）
③対象の検定試験で合格発表日において40歳未満

令和4年10月31日㈪までに安城市へ申請書類をご
提出ください。申請様式および認定要項は上記二
次元コードをご覧ください。
安城市　TEL:71-2235

『安城未来マイスター』
認定制度

プレスリリースセミナー
　当所では「プレスリリースセミナー～プレスリリースに
ついて基礎から学ぶ～」を９月６日㈫に開催しました。
　当日は愛知県よろず支援拠点コーディネーター・オ
フィスおむすび代表の二宮佳代氏をお招きし、広報とは
どういうものかという点から、プレスリリースの基礎、より
取り上げられるための書き方などについて、事例を元に
わかりやすく解説いただきました。
　受講者は自社PRとしてより効果が見込めるプレスリ
リースの方法について理解を深めました。

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主催で9月8日㈭
に理工系大学生の人材確保と産学連携を目的とした「理
工系大学教授等との情報交換会」をオンライン上にて開
催しました。
　当日は西三河地区の企業78社と県内外の理工系大学
14大学18名にご参加いただき、情報交換や担当者同士の
個別面談を実施しました。
　参加した企業は理工系大学生が企業に求めていること
や大学のサポート体制など採用活動に関する情報を得る
ことができました。

問

■ 対象 ■締切 ■問合せ先　　　　　対 締 問

締

対

問



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

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、高棚町にあります旗元企画をご紹介します。
　旗元企画は主に東海地方を中心にイベント等での和楽器演奏や和太鼓や篠笛などの演奏を行う「まと
いの会」の主催や学校、教育機関などで和太鼓の体験会や演奏指導など和楽器演奏に関する様々な活動
を行っています。代表の神谷さんは18歳に大分県の「TAO」、21歳で新潟県佐渡島の「鼓童」に入団し、2017
年に独立し旗元企画を設立しました。今まで世界15か国を含む全国の劇場で約1,200回公演をされており、
市内でも毎年サルビアホールで公演をされるなど多くの方を魅了しています。演奏の相談をする際もこ
の業界では珍しい、企画から演奏までを一括して行ってくれるため、気軽に相談をすることができます。
　演奏活動以外にも、和太鼓はもともとメンテナンスなどをあまりしない楽器でしたが、生き物を使っ
て作られるものであるためできるだけ大切に扱ってあげたいという思いから、複合資材㈱とタッグを組み世界初の太鼓の
洗浄剤「TAIKOCARE」を開発し、販売も行っています。
　イベントをさらに盛り上げたい等お考えの方はぜひ旗元企画にご相談ください。

和楽器演奏ならなんでもお任せ！

旗元企画

●所 在 地 高棚町郷68-1

●電　　話 050-3131-8542

●営業時間 9:00～18:00
（松浦）

　今回は、2022年4月にオープンした東町にあるオシャレな外観が目印の燻製されたお惣菜や
お弁当がいただけるお店「kitchen joie」をご紹介します。
　燻製うずらや、チキン、サーモン、チーズといった定番のほか、燻製マヨネーズや、燻製卵焼き
といった珍しい商品も販売されています。日替わり弁当、オードブル（3～7種類）、惣菜、単品か
ら購入できます。
　代表の稲垣さんのオススメは「燻製ささみの梅しそマヨ和え（税抜550円）」だそうです。燻製
ささみと燻製マヨネーズを梅しそで和えた1品で、口の中で燻製の香りが広がり、燻製マヨのコクを加えたことで、一度
食べたらヤミツキになる味になっていますよ。また「燻製うずら（10個入り税抜350円）」もオススメで、オリジナルのタレ
に漬け込み、燻製させた1品。いぶされた香りをまとい、また1つと手が伸びてしまいますよ。
　メニュー情報は「kitchen joie」のインスタをご覧ください。オードブルは、事前予約いただくとメニューを選べるので
オススメです。今回は、稲垣さんオススメの「燻製ささみの梅しそマヨ和え」のクーポンを出していただきましたので、ぜ
ひご利用してみてはいかがでしょうか。

燻製と野菜のテイクアウト専門店！

kitchen joie

●所 在 地 東町屋敷160
●電　　話 090-4254-0226
●営業時間 11:00～18:00
●定 休 日 日・月 ※イベント等で臨時休業あり（インスタ告知）

（柴田）

◯有効期限：2022年10月31日まで
※本券のご利用は、1回1枚に限ります。
※売切れの場合もございますので、
　予めご了承ください。

安城商工会議所クーポン券

kitchen joie
TEL  090-4254-0226

燻製ささみの梅しそマヨ和え

50円引き

高棚宮西
公園

喜平公園 交番

★

299

★

鹿
乗
川

44

桜井町阿原

城山
公園

HP
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　当所では会員事業所向けにコロナワールドの厚
生優待券を配布していましたが10月末有効期限の
クーポンをもって終了となります。今後は会員限定
で電子コード型チケットを割引価格で購入可能な
サービスに移行されますのでぜひご利用ください。

一般1,900円→1,400円
小人(幼児～高校生)1,000円→900円
クレジット決済のみ

二次元コードからアクセスすることで購入できま
す。初回購入時には会員登録が必要です。その際
に下記企業コードとパスワードが必
要になります。

【割引 額 】

【支払方法】
【購入方法】

コロナワールド厚生優待券の取扱い終了について

　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5年2月16日㈭ 
　　　　 13:05～17:15
オンライン：令和5年2月17日㈮～24日㈮
刈谷市産業振興センター「あいおいホール」
無料
対面方式 60社　オンライン 30社
令和4年10月20日㈭
　～令和4年11月17日㈭

【開催日時】

【場　　所】
【参 加 料】
【定　　員】
【募集期間】

地域商談会（三河・知多会場)
発注企業募集

企業コード:350939
パスワード:901840

LINE電話講座のお知らせ 

交流研修会のお知らせ 

参加資格は女性会会員であること。申込み詳細は
LINEもしくはFAXでお知らせします。

会
員
事
業
所
紹

介
Vol.
6

千賀落花生店

千賀 良子

創業64年。各種
豆菓子を取揃え
ています。

米ぬか温酵素

佐藤 志保
米ぬか100%の酵
素風呂のお店で
す。

HP

居酒屋　仕掛人

迫間 よし子
PM3:00～10:00
営業中。よろしく
ね～。
朝日町
27-3
74-2737

居酒屋ロンシャン

電解水素水、手
作りおつまみが
好評。14時から。
日の出町
2-25

清水 由紀子

73-0002

精文堂印刷

杉山 三弥子

紙～デジタルま
で。確かな技術で
誠実対応。

HP

黒川 真由美
今は1人ですが
芸子置き屋を営
んでおります。

由美乃家寮

HP

オノダ工業（有）

小野田 佳代子

自動車部品製造
の装置・機械製
作。

75-2836

池浦町
曲尺手45-2

鈴木 ヨシ江
熱絶縁工事を
やってます。

（株）三河保温

小川町
御林50
99-0212

女性会
会員募集中!

お問い合わせ
安城商工会議所
0566-76-5175
（鈴木雄）　

川合 幸江
旬魚旬彩　旬の
彩に会える店　
田和。

（株）旬菜会席田和

HP

商工会議所 女性会商工会議所 女性会

2022.10 神無月2022.10 神無月

10月23日㈰に『お茶しながらスマホで遊ぼ♪LINE電話活用』を企画し
ました。ご家族とのビデオ通話やオンラインミーティングに活用で
きる講座です。是非ご参加下さい(^ ^)

11月21日㈪春日井女性会との交流研修会があります。詳細は来月号
をご覧ください。

日　時：10月23日㈰ 10：30～11：30
参加費：無料(コーヒー、お菓子付き)
会　場：安城市民交流センター
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ひろげる！地域とともに令和4年度
スローガン

入会員募集！新

 　8月5日㈮6日㈯7日㈰の3日間、田ノ上大和委員長
率いる七夕まつり委員会による８月例会が開催され
ました。
　安城七夕まつりとともに3年ぶりの例会となり、初
めて七夕まつりでの例会に参加するメンバーもおり
ました。また今年は、新型コロナウイルス感染症対
策に配慮をした設営となり、既存メンバーにとって
も新しいスタイルでの例会経験となりました。

　当日の会場は、例年通り碧海信用金庫本店駐車場を
お借りした天の川テラスとし、出入口を1ヶ所にして
入場者数を制限することで密の回避を行いました。
　天の川テラスは、七夕まつり開催エリア内で屋外飲
食ができる数少ないエリアとなりましたが、安城市を
中心とする飲食店のキッチンカー６台が登場し、会場
内は美味しそうな香りが漂っていました。青年部もソ
フトドリンク販売を行いました。
　入場時の検温や使用済みのテーブルの消毒など徹底
した感染防止対策を行うことで来場者には安心して食
事を楽しんでいただけたのではないかと思います。

　また、イベントとして安城商工会議所女性会のスタ
ンプラリーや花みくじとあわせ、『願いごと提灯』の
貸し出しを行いました。路面に鮮やかな花の形が照ら
されるこの提灯を安城七夕神社まで灯して散策される
来場者のマスク越しの笑顔が印象的でした。

　今回は、様々な制限の中での開催となりましたが、
七夕まつりの賑わいとともに３日間暑い中、久しぶ
りに多くの青年部メンバーが協力して行うことので
きた例会になりました。無事例会が開催できたこと
に感謝し、来年70周年を迎える安城七夕まつりが再
び制限のない開催ができることを願います。　　　
　　（広報委員会委員長　杉山哲一） 

｢次代への舵を取り、同志と共にぶっちぎれ！｣をスロー
ガンとした日本商工会議所青年部第35回 東海ブロック
大会 鈴鹿大会が9月2日㈮～3日㈯に開催されました。
｢すずか横丁｣と銘打った鈴鹿の物産ブースをはじめ、
モータースポーツ、伊勢型紙の体験を通した伝統工芸、
パワースポットめぐりなど地元の魅力を存分にPRした
８つの分科会から選択できる設営となっていました。

　安城からは3日に10名が参加、それぞれ分科会に参
加し、他地域のメンバーとの交流を深めてきました。

3年ぶりの例会開催！

東海ブロック大会

日時：令和4年10月28日（金）19：00～21：40
場所：料亭 すず岡
内容：【臨時総会】令和５年度役員選任（案）について
　　 【10月例会事業】懇親会

臨時総会・10月例会   
「つなげる！仲間とともに」
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どんなお店ですか？
1974年創業で、まもなく50周年を迎える旅行会社です。国内、海外の個人旅行、団体旅
行を取扱いしております。切符、チケットをはじめ、パッケージツアー、親睦旅行、家族旅
行、忘新年会、添乗員派遣まで予約手配をさせて頂きます。
参加した理由は？
様々な業種、業界の方々へ会社を知って頂ければと思い参加ました。また景気の動向、
旅行業界に求められていること、旅行への興味など情報交換を期待して参加しました。
参加してみてどうでしたか？
異業種の方々も多くみえ、挨拶させて頂くことができました。その中で各業界の景気動向、仕事内容など様々なこと
を教えて頂き、旅行業の役割、使命を改めて再認識できました。そのほかにもお楽しみイベントやお楽しみ抽選会など
参加者が楽しめる催し物が多くあり、とても有意義な時間を過ごすことができました。

会議所のこんな事業利用しています！
会員大会に参加して様々な事業所との交流ができました！

会員大会は毎年11月ごろに開催される会
員還元事業です。様々な業種の方が集ま
るため会員同士での交流を図ることがで
きるのはもちろん、永年会員への表彰や、
お笑いショーなどの催し物、お楽しみ抽
選会など、参加していただいた方が楽し
めるような企画もご用意しています。

会員大会とは？事業所情報

三河ツーリスト株式会社

住所
住吉町５-19-９

TEL
0566-98-1919

営業時間
9:00～18:00

定休日
水曜日・祝祭日・その他

　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
インボイス制度の概要と
電子帳簿保存法のポイント

78分

3
机まわりスッキリ改革講座

29分

2
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（後編）

43分

会員事業所限定WEBセミナー視聴無料 START!

法律

社労士が考える 円滑な人間関係を
築くためのコミュニケーション術 33分

政治経済 地方創生に向けた SDGs推進 
～カギとなるメディエーターとは～ 54分

研修・
人材育成

労働問題で足をすくわれない
経営を目指して 61分

10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

（今月号にチラシ折込）



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



令
和
4
年
10
月
１
日
号
（
毎
月
１
日
発
行
）　
第
830
号　
発
行
所
／
安
城
商
工
会
議
所　
〒
446
ー
８
５
１
２　
安
城
市
桜
町
16
番
１
号　
☎
76
ー
５
１
７
５
㈹　
印
刷
所
／
安
城
印
刷
株
式
会
社　
購
買
料
／
定
価
66
円
（
税
込
）
※
購
買
料
は
会
費
に
含
む

－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

〒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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