
万能工業株式会社
取締役相談役　小西 紀久雄 氏

特集1
ガンバル事業所、
応援します！
ガンバル事業所、
応援します！

安城商工会議所会報安城商工会議所会報

12
2022  No.8322022  No.832

安城商工会議所　E-mail▶info@anjo-cci.or.jp 安城　　商工

【日　時】
【場　所】

令和４年１月13日㈮ 10:00～11:15
安城商工会議所5階大会議室

【参加費】
【定　員】

無料
100名

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。



　取締役相談役の小西紀久雄氏は、万能工業株式会社に入
社して19年後に41歳という若さで二代目社長に就任。会長
職を経て現在は取締役相談役の役職にある。人材投資は「コ
スト」ではなく、「アセット（財産）」だと自分の経営哲学
をはっきりと明言する 82 歳の現役ビジネス・リーダーであ
る。

Q：会社入社 /継承の経緯などをお聞かせください。
小西紀久雄（以下 KK）：私は子供の頃からモノづくりが好
きで、大学卒業後の進路は迷わずに叔父（近藤慎三氏）の
経営する弊社に入社しました。そして、1982 年に二代目社
長に就任し事業継承しました。その間、日米の自動車摩擦
や日本バブル景気の絶頂と崩壊。2000 年代に入ってからは
リーマンショックによる世界的不況など国内外の政治・経
済・金融の政策に大きな影響を受け、弊社も決して順風満
帆ではありませんでした。このため、必死に働いたのを今
でもよく覚えています。（笑）
Q：会社を経営する上で大切にしている指針・考えを
お聞かせください。
KK：「人づくり」を通じて「モノづくり」の原点に帰っ
て基礎技術を充実させることです。その結果、弊社の
強みでもある付加価値の高い製品づくりができ、多く

のお取引先様、エンドユーザー様からの高い信頼を得
ることが出来ると考えています。付加価値の高い製品
づくりのために、個人と組織の成長の方向性が連動し
互いに貢献しあえる関係、つまり「従業員エンゲージ
メント」を強く醸成するため、仕事を通じて学ぶ OJT
（On the Job Training）や、社内外での研修、各種技
能検定などを取り入れております。また弊社は国内 3
工場の他、タイ、インドネシア、インドに海外生産拠
点を展開しているため、今後益々多様化が進む中で、
同じ価値観を共有することが大切だと考えています。
このため、「企業は人なり」、「モノづくりは人づくり」
を一番の企業理念として掲げています。
Q：貴社の今後の課題をお聞かせください。
KK：自動車業界は次世代車をめぐり「100 年に一度
の変革期」と言われています。自動車部品関連は多岐
にわたり、それぞれの分野で多くの影響、課題があり
ます。弊社のシフトレバーについては、電気式やそれ
ぞれの用途に応じた多くのニーズに対応していく必要
があります。また、鍛造素材では、ニアネットシェイ
プ化、機械加工品では高精度化が求められています。
これらの課題について技術力、人材力をもって解決し
ていこうと考えています。
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万能工業株式会社
1946 年に合資会社萬能（まんのう）工業所を
創立。1950 年に萬能工業株式会社を設立し、
自動車部品の製造事業を開始。後に万能工業株
式会社と社名を変更。モノづくりを通じて地域
や豊かな社会づくりに貢献している。
住所：〒446-8522 安城市今本町四丁目 14-24
TEL：0566-97-8511　FAX：0566-97-8516

Kikuo Konishi
取締役相談役
小西 紀久雄



－３－あんじょう商工会議所

表紙、P2　企画／制作　アイデアバルブ株式会社

※事前予約制 ＜12月開催講習会＞

目次 当所事業紹介

＜12月定例相談会＞
14日㈬ 10:00～12:00 金融相談(日本政策金融公庫)
15日㈭ 13:00～16:00 法律相談 
20日㈫ 13:00～16:00 税務相談(記帳継続指導) 
21日㈬ 13:00～16:00 労務相談 
23日㈮ 13:00～16:00 金融相談(愛知県信用保証協会) 

５日㈪ 14:00～16:00 Googleビジネスプロフィールを活用した
  実店舗の情報発信・集客術 
７日㈬ 13:30～15:30 仕事と介護の両立支援セミナー 
12日㈪ 14:00～15:30 最近の内外石油情勢について
  ―国内外の石油情勢の現状― 
14日㈬ 14:00～16:00 関係ないでは済まされない！
  インボイス制度対策セミナー 

税務個別相談会

（登場人物）
会議所職員
三村　綾 池澤社長

8.9 活動報告
・国・県・市への意見要望活動
・安城芸妓文化振興会　芸妓披露会
・文化講演会
・税に関する「習字・作文」表彰式

7 掲示板
・令和5・6年度版「安城グルメガイド」
　掲載店舗募集中!
・三河安城駅連絡通路に広告を出しませんか

10 事業所訪問
・デントザムライ
・焼肉　春～shun～

11 情報ファイル
・新入会員のお知らせ
・会員の動き

青年部ネット13

女性会だより12

おすすめWebセミナー14

4.5 会議所からのお知らせ
・受賞おめでとう
・在籍50年・30年会員表彰、従業員表彰
・関係ないでは済まされない！
　インボイス制度対策セミナー
・地域商談会受注企業募集

6 特集1
｢ガンバル事業所、応援します！｣
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【令和４年度納税表彰】
　令和４年度納税表彰にて当所会員事業所の３名の方々が表彰され
ました。おめでとうございます。

受賞おめでとう！

＜在籍50年・30年会員表彰＞
　当所に入会されて長きにわたり会員として在籍いた
だいた19事業所に対し、11月29日㈫の会員大会内にて
感謝状およびプレミアム会員証を贈呈しました。 

【在籍50年】
　●㈱四生堂　
【在籍30年】
　●愛祥学院 ●大浜運輸㈱ ●大見法律事務所
　●奥村建築 ●学建築設計 ●きぬた建築設計室
　●㈲三立製作所 ●㈱システム総研 ●スーパーホテルＣｉｔｙ安城
　●㈱スーベニール ●ソウワ工業㈲ ●大興タクシー㈱三河営業所
　●中部エンジニアリング㈱ ●早川麺舗 ●林塗装
　●㈱ブラボーカンパニー ●碧海信用金庫 城南支店 ●穂積堂
＜従業員表彰＞
　会員事業所に推薦いただいた永年勤続しその成績が優秀である従業員に対し、会議所より従業員表彰を行いま
した。 
【永年勤続40年】
　●大見工業㈱ 戸倉 不二男 氏 ●倉敷紡績㈱安城工場 岡村 泰明 氏
　●倉敷紡績㈱安城工場 浜井 宏行 氏 ●メトロ電気工業㈱ 阪口 康宏 氏
【永年勤続35年】
　●㈱石亀工業 加藤 徹 氏 ●㈱亀山製作所 鈴木 晴視 氏
　●㈱亀山製作所 横山 英和 氏 ●㈲サルビア 川原 美江子 氏
　●㈱三河 青山 秀春 氏　

在籍50年・30年会員表彰、従業員表彰

＜税務署長表彰＞

長栄堂菓司
横山 謙一 氏

株式会社メタルヒート
柴田 峰雄 氏

＜税務推進協議会長表彰＞

東洋理工株式会社
横山 真喜男 氏

くみあい理容所
古田 輝之 氏

【現代の名工】
卓越した技能者を表彰する現代の名工
において当所会員事業所の1名が表彰
されました。おめでとうございます。

プレミアム会員証

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
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　本セミナーでは、無料でＧｏｏｇｌｅ検索の一番上に
掲載してもらいやすくなるＧｏｏｇｌｅ対策やＧｏｏｇｌｅプ
ロフィールの使い方を分かりやすく解説しますので
ぜひご参加ください。
令和4年12月５日㈪ 14:00～16:00　　　
Ｇ-ｗｏｒｄ　代表　杉山 貴思 氏
・ＧｏｏｇｌｅマップとＧｏｏｇｌｅプロフィール
・Ｇｏｏｇｌｅプロフィールの基本
・Ｇｏｏｇｌｅプロフィールを活用した情報発信
・Ｇｏｏｇｌｅプロフィールを活用した集客
・高評価のレビューを得る秘訣とは？
・Ｇｏｏｇｌｅプロフィールを運用しよう 等
安城商工会議所 研修室またはオンライン
会員：無料　非会員：6,000円(税込)

Googleビジネスプロフィールを活用した
実店舗の情報発信・集客術

時

場

内
講

￥

　本セミナーでは、企業運営や私たちの生活に欠か
せない石油の現状について国内、海外の情勢を説明
し知っていただく機会ですのでぜひご参加ください。

令和4年12月12日㈪ 14:00～15:30　　　
一般財団法人日本エネルギー経済研究所
      石油情報センター　事務局長　橋爪 吉博 氏
⑴国内石油製品需要と製品価格
⑵国際石油情勢と原油価格
⑶今後の石油業界
安城商工会議所 研修室またはオンライン
無料

最近の内外石油情勢について
-国内外の石油情勢の現状-

時

場

講

内

￥

　本講座では、インボイス制度の確認からそれによっ
て何が起こるのか、どんな決断を迫られるのか、どの
ような準備が必要か、分かりやすく解説いたします。
　この機会にぜひご参加ください。
令和4年12月14日㈬ 14:００～16:00　　　
Ideal Work　代表取締役　
　　　　　　 中小企業診断士　井手 美由樹 氏
⑴インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは?
⑵中小企業に求められる備えと実務
⑶適格請求書発行事業者の準備は？
⑷迫られる経営判断
⑸補助金を使ってインボイス制度に対応
安城商工会議所　研修室またはオンライン
無料

関係ないでは済まされない！
インボイス制度対策セミナー

時

場

内

講

￥

　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。発注企
業と直接商談できるこの機会を、ぜひご参加ください。
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
150社
令和４年12月28日㈬まで

地域商談会（三河・知多会場）
受注企業募集

時

場
￥
定
締

ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

安城商工会議所
年末年始業務のご案内

年末：令和４年12月28日㈬16:30 まで
年始：令和５年１月４日㈬９:00 から

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

12月７日㈬ ２月１日㈬
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地域の魅力に出会える場所「安城銘店サイト」始動！
　まちおこし企画の立案・運営などを行っているみらい和では、
新たに地域密着型のネット販売サイト「安城銘店サイト」を始動
させました。
　「安城銘店サイト」とは、みんなで支え合い、地域でお店の魅
力を発信していきたいという思いから作られた、安城市内の事業
所を対象とした地元に密着した販売サイトです。こちらのサイト
は市民団体出身者が管理を行っているため手数料などが格安なほ
か、地域に密着したサイトのため、地域に特化したサポートも充
実しています。また、サイトへの掲載、管理はみらい和が行うた
め、登録事業所は掲載希望の品（サービス）の情報をご提供＆発
送（サービス提供）するだけとお手軽なものになっています。
　会報内にチラシも折り込まれていますので市内事業者の方はぜ
ひ「安城銘店サイト」にご登録ください。

みらい和
福釜町小六18-4　TEL／090-8324-4678
URL https://mirai-wa.localinfo.jp/

店舗が新しくなりました！
　緑町にあります愛知県中央信用組合安城支店が、昭和５３年に
開店して以降、44年の時を経て令和4年9月にリニューアルされ
ました。
　新しい店舗は「伝統の賢持とニューノーマルをデザインする店
舗」をコンセプトに設計しており、地域に寄り添いお客様との関
わりや調和を目指した設計となっております。
　店舗入口には、展示スペースやＡＴＭコーナー・全自動貸金庫
を備え、旧店舗から格段に利便性が向上しております。駐車場も
駐車しやすいレイアウトで配置し、駐車場から建物までバリアフ
リーの利用者通路を設けており、一部芝生にするなど環境にも配
慮した設計となっています。また、店舗外には、発電機が備えら
れており、碧南市の本店や本部が被災した時の第２本部として事
業を継続できる店舗づくりにもなっています。
　同支店の前澤支店長は「今後も地域密着を目指し、身近に愛さ
れる金融機関を目指したい」と話していました。

愛知県中央信用組合　安城支店
緑町2丁目19番地3　TEL／74-5555
URL https://www.aichi-kenshin.co.jp/

人材採用専門の動画制作サービス
「採用の達人」をスタートしました！

　御幸本町で映像制作業を営む「中部ブロードメディア㈱」は、
人材採用専門の動画制作サービス「採用の達人」をスタートしま
した。
　人材の採用、確保に課題を抱え、また就活生向けの合同企業説
明会等での事業所のPR方法に課題を持つ事業所が多い中「動画×
WEBで採用を変える」をコンセプトに、採用に特化した動画制
作を実施。利用者から「動画を公開して半年で18人採用できた」
「毎年応募が0人だったのに今年は応募があり採用に繋がった」
「合同説明会で動画を使用したら40人集まった」という声をいた
だいています。
　人材採用、確保に非常に効果的な動画制作にぜひ中部ブロード
メディア㈱の「採用の達人」をご利用ください。

中部ブロードメディア株式会社
御幸本町11-27-702　TEL／090-4190-3570
URL https://filmgarden.jp/
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　安城市観光協会では、市内飲食店等を一冊にまとめた「安城グルメガイド」を冊子及び
ウェブにて製作します。掲載を希望される方はぜひお申し込みください。

市内で営業する飲食店
（愛知県のあいスタ認証店又は安全・安心宣言施設登録済店舗に限る）
※テイクアウト、デリバリー専門店も可。
※クーポンの掲載、スタンプラリー参加が必須です。
令和5年4月1日～令和7年3月31日
5，000円（税込）
令和４年12月28日㈬
安城市観光協会ウェブサイトのフォームから申し込みください。
※先着順にて受付。
※募集の詳細については、安城市観光協会ウェブサイトをご覧いただくか、
　お問合せください。
※お申込み内容は安城グルメガイド製作委託事業者に提供します。
安城グルメガイド製作委託事業者　安城印刷株式会社　TEL:７５－１１８８

【応募条件】

【掲載期間】
【掲載料金】
【申込期限】
【申込方法】

【お問合せ】

令和５・６年度版「安城グルメガイド」掲載店舗募集中！

三河安城駅連絡通路に
広告を出しませんか

　着なくなった安城七夕まつりの公式Tシャツと、きー
ぼーTシャツを回収します。
　回収したTシャツは反毛してタオルにアップサイク
ルし、来年の第70回安城七夕まつりで活動するボラン
ティア等に配布する予定です。

安城七夕まつり公式Tシャツ、
きーぼーTシャツ
令和５年１月3１日㈫まで
安城市商工課、安城商工会議所
（いずれも9:00～17:00、土日祝、年末年
始除く）
安城市観光案内所キーポート
（10:00～20:00、年末年始除く）
安城七夕まつり協賛会事務局
TEL:71-2235（市商工課）　

【回 収 物】

【回収期間】
【回収場所】

【お問合せ】

着なくなった安城七夕まつりの
Tシャツを回収します

　新幹線三河安城駅と在来線三河安城駅をつなぐ「三
河安城駅連絡通路」の壁面に、広告を掲示しませんか。

※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。

※申込多数の場合は抽選の上、決定。

令和５年４月１日～令和６年３月31日（１年
間。更新可）

【掲出期間】

【規　　定】

令和５年１月13日㈮（必着）
必要書類を持参か郵送（必着）で安城市
商工課へ。
安城市商工課商業観光係
　TEL:71-2235　

【申込期限】
【申込方法】

【お問合せ】

区分A 区分B
寸法(縦×横ｍ) 1.050×1.210 1.050×1.665～1.666

面積 1.27㎡ 1.75㎡
年間使用料 78,680円 109,100円
募集広告数 1箇所 7箇所

観光協会HP

［回収物見本］

1日約3000人の
往来がある
連絡通路

＜冊子イメージ＞
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国・県・市への意見要望活動
　当所では様々な機会を通じて国・県・市へ意見要望活動を行っています。
　市に対しては9月29日㈭に市執行部と、11月25日㈮には安城市議会議員との意見交換会を開催し、市による安
城市政に関する情報提供および当所より市へ提出した要望書について意見交換が行われました。
　県に対しては、10月6日㈭に開催された碧海経済サミット（３商工会議所および２商工会から組織）では、地
域振興や碧海地域のインフラ整備について、11月14日㈪に開催された愛知県商工会議所連合会会頭会議において
は中小・小規模企業に対する経済対策や地域振興についての要望書を愛知県知事に提出しました。
　また、11月21日㈪に西三河6商工会議所からなる西三河交流圏推進協議会において広域なインフラ整備に関す
る要望書を国と愛知県に提出しました。
　今後も様々な機会を通じて国・県・市に対して意見要望活動を行い、より市内経済が発展していけるよう努め
てまいります。

活動報告ダイジェスト版

安城芸妓文化振興会　芸妓披露会
　当所が事務局を務める安城芸妓文化振興会(笑美素会)は結成20周年を記念して、11月23日㈬に安城芸妓披露会
をへきしんギャラクシープラザにて開催しました。
　当日は多くの方にご来場いただきました。芸妓披露会では結成20周年の記念式典を行い、安城芸妓の発展に大
きく寄与された方々に対する感謝状贈呈などが行われました。また、安城芸妓の方々が日頃稽古に励み、技術に
磨きをかけてきた踊り、唄、三味線などを披露し、会場を盛り上げました。
　安城芸妓文化振興会は引き続き安城の花街文化である安城芸妓を守り、盛り上げていくため、支援してまいり
ます。

感謝状被贈呈者：師匠（3名）、安城料理業組合
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文化講演会　　
　講師に喜劇俳優の大村崑氏をお招きし、11月９日㈬
に文化講演会「いま幸せでっか」を開催しました。当
日は156名と多くの方々にご聴講いただきました。
　大村氏は健康な体で長寿社会を幸せに生き抜くため
の秘訣やご自身の半生を交えながら、ユーモアあふれ
る“こんちゃん節”で会場は終始笑いに包まれました。
　また、｢幸せ｣に向き合えば、何かをはじめるのに病
気や年齢は関係ないと熱く語っていただきました。

３店舗まわって“
得得”キャンペーン抽選会

　安城プレミアム商品券の利用に合わせて当所主催で
開催した３店舗まわって“得得”キャンペーンの抽選会
を実施し、総勢1,071名の当選者が決まりました。今回
のキャンペーンには10,250通のご応募をいただきまし
た。当選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。

税に関する「習字・作文」表彰式
　安城市内の小学校・中学校より習字と作文を募集し、
優秀な成績を修めた生徒・児童に対して表彰する税の
表彰式を11月15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、安城市教育委員会教育長、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長をお迎えし、
表彰状や副賞の授与を行い、学校関係者や生徒の保護
者の皆様とともに受賞者を祝福しました。

実施日 実施事業
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～
日商簿記3級講座
事業承継セミナー
借金1億円の旅館を再興させた
名物女将の経営とは
～安来節の精神に学ぶ～
事業承継個別相談会
税務相談
電子帳簿保存法・インボイス
制度の開始について
会報市民版発行

10/26

11/1,4,8,11
11/7

11/14
11/15
11/16

11/19
11/20 簿記検定

その他会議所実施事業



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

　今回は、日の出町にあります焼肉 春（しゅん）をご紹介します。焼肉 春は西三河初のカウン
ター席のみの焼肉店です。仕事帰りにふらっと気軽におひとり様や、静かに過ごしたいカップ
ル様大歓迎。
　名物は数量限定・希少部位の「花咲タン」。マンゴーカットされ、花が咲いているようなビジュ
アルと牛タンとは思えない肉厚さが特徴です。くちどけは滑らかで濃厚な旨味が溢れます。
「生タン」は一度も冷凍していないタンのことで、徹底した低温管理により旨味成分が倍増！肉質はやわらかく何度も食
べたくなります。また、数量限定の「特選国産牛炙りレバー」は上質で臭みがなく、食感がプルンプルンでとても食べやす
い一品です。
　飲み物はビール・日本酒・焼酎・ワインなど多数揃えており、肉の味をさらに引き立て、きっとご満足いただけます。
ご来店前にはぜひご予約ください。

おいしいお酒とお肉が楽しめる店

焼肉　春～shun～

●所 在 地 日の出町8-17
●電　　話 91-9004
●営業時間 17:00～23:00
●定 休 日 日曜日
●H    P  https://tabelog.com/aichi/A2305/A230503/23075590/ （矢嶋）

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？

南安城駅

南安城駅北★

名
鉄
西
尾
線

南安城駅
日の出町南

日の出町北

　今回ご紹介するのは、今年2月にOPENしたデントリペア専門店「デントザムライ」。そもそもデント
リペアって知ってますか？「車のヘコミを板金塗装せずに、専用特殊工具で押し出したり、ひっぱり出
してキレイに、安く、早く直す方法」で、塗装しないから従来の修復方法の半額以下で直すことが出来る
のだとか。
　代表の伊藤さんは、デントリペア国際技術大会（IASRE JAPAN）に3年連続出場している日本トップ
レベルの技術の持ち主。そのため他社で断られた難しい大きなヘコミやアルミニウム、新型鋼板などの
素材も直すスペシャリスト。その中でも特に技術力がモノを言う裏から押し出せないヘコミを表から
引っ張り出すプーリング工法は腕の見せ所。
　また最近ではデントリペアDIYで失敗して持ち込むケースも多いらしく、ほぼ100％うまくいかないので、まずは相談
してほしいとのこと。料金はヘコミの大きさ等により税込13,200円～であなたの大切な車のヘコミが元通りに！気にな
るヘコミがあったら一度ご相談してみてはいかが。

確かな技術力がウリのデントリペア専門店

デントザムライ

●所 在 地 法連町1-2
●電　　話 0120-857-950
●営業時間 完全予約制
●定 休 日 不定休 （吉田）

★
名
鉄
西
尾
線

南安城駅

法連町南
南安城駅北

南安城駅

インスタ

LINE
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　12月11日～12月20日までの10日間は「年末の安
全なまちづくり県民運動」期間になります。当運動
は、「犯罪にあわない」「犯罪を起こさせない」「犯罪
を見逃さない」をスローガンに実施されます。安全
に安心に暮らせる社会をつくるには、「自分の身は
自分で守る」「犯罪の起きにくい社会を自分たちの
力でつくる」という気持ちが大切です。
　この運動を機会に、もう一度自分の身の回りの
防犯について考え、ご家庭や地域で話し合ってみま
しょう。

～安城警察署からのお知らせ～

みんなでつくろう安心の街
～年末の安全なまちづくり県民運動～

お問合せ　安城警察署　TEL：76-0110

　当所では日頃より思いやり運転の活動を安城市、
安城警察署と協力して推進しています。ご賛同い
ただける事業所にはのぼり旗とマグネットをお渡
ししますのでぜひご参加ください。

【取組内容】

【申込方法】

【お問合せ】

横断中の歩行者、横断しようとしてい
る歩行者がいる場合、車を停止させ
歩行者を優先。
当所ホームページより申込用紙をダウ
ンロードしていただき、FAXまたは当
所窓口にてお申込ください。
安城商工会議所
TEL：0566-76-5175

安城商工会議所

思いやり運転
賛同事業所募集中!

当所ホームページ

商工会議所 女性会商工会議所 女性会

2022.12 師走2022.12 師走

会 員 事 業 所 紹 介 Vol.
8

10月23日　9名の方に参
加いただき、楽しく
LINE電話講座が出来ま
した。美人モードで盛
り上がりました♬

10月21日
岡崎商工会議所女性部主催
の徳川家康公岡崎プロジェ
クト事業に参加しました。
(参加者約100人)講演会で
は、歴史研究家の市橋章男
氏による「家康公、お江へ
の手紙“庭訓状”より」の公
演が行われました。

10月12日 半田市のクラシティ半田にて三河商工会議所
女性会サミットが開催され、神谷会長、岡田副会長、
太田副会長が参加しました。10女性会の各発表に対し
てグループワークと質疑応答という濃厚な形式で各女
性会の取り組みや状況を話し合いました。

11月７日
大府商工会議所女性会創立
20周年式典、講演会に参加
しました。
講演会（JAXAはやぶさプ
ロジェクトチーム三桝裕也
氏によるオンライン公演）

三河サミットに参加しました 岡崎女性部10月例会に参加しました 

スマホ講座開催しました

大府女性会20周年に参加しました

間杉手延製麺所

ギフトに手延うどん
&きしめんをどうぞ！

安城芸妓として芸妓
置屋を構えています。

Music Bar・レンタル
スタジオEncourage

夏乃家寮 ㈱オフィスエンカレッジ
間杉 升結 山本 夏津世 冨岡 亜希子
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ひろげる！地域とともに令和4年度
スローガン

10月例会の見どころは「今次年度会長対談」。今年度会長の
深津貴弘くんと令和5年度会長予定者の菊地玲滋くんが一
つのテーマについて語ることで、青年部会員が現状を知り、
次年度の準備へ意識が向くようにとの目的で企画されまし
た。総務委員会の岡田昇大副委員長がファシリテーターを
務め、時には面白可笑しく二人の良さを引き出しつつ盛り上
げてくれました。

『夢について』との質問に、会長予定者の菊地くんは
「青年部に入会して10年ここには輝いている先輩、こんな人
になりたいと思う方がたくさんおられました、僕もそんな風
に思われる人になりたい」との言葉に激励の言葉をと促され
た会長の深津くんは、「スタートからうまくはいかないかもし
れないけど、ここにご参会の皆様はどうぞ菊地玲滋くんにお
力添えを賜りますようお願いいたします。私は予定者の期間
を含めてこれで500日が超えようとしています。今とても楽
しいです。この楽しさを菊地玲滋くんにも感じていただきた
い。」と話し、２人は固く握手を交わしました。　

（広報委員会委員長　杉山哲一） 

臨時総会・10月例会「つなげる！仲間とともに」

ソフトボールプライド　Anjo
日時：令和4年12月4日　9時30分
場所：デンソーブライトペガサススタジアム

右）寺田健一郎くん
株式会社　碧香園
総務委員会に配属

左）平岩優也くん
平岩商会
元気フェスタ特別委員会に配属

【新入会員の紹介】
例会に参加した新入会員を紹介いたします。

12月例会のご案内

10月28日㈮富田晋介委員長率いる総務委員会による臨時総
会・10月例会が料亭すず岡にて開催されました。51名が参加
した臨時総会では、令和5年度の役員予定者が承認されまし
た。

冒頭挨拶で会長からは「役が人を育てるのでぜひお声がか
かったらその役に挑戦して欲しい」と、承認された令和5年
度会長予定者の菊地玲滋くんからは「今、勢いのある安城
YEG。この勢いを引っ張ってさらに加速させたいと」意気込
みが語られました。

懇親会のオープニングアクトでは安城芸妓組合さまによる演
舞「すえひろがり」を鑑賞し、鈴木直前会長の乾杯のご発声
で歓談へと移りました。
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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

おすすめWEBセミナー視聴無料 START!

12月配信予定　おすすめセミナー

当所HPバナーを
クリック！

専用ページ

IDと
パスワード

　相談は仕事上、必要不可欠なものです。本来は解決策を求めて行うものだと思いますが、相談の仕方に
よっては、問題の解決どころかマイナスの印象を与えてしまうことにもなりかねません。そこで、相手が協
力的になってくれるような相談の仕方についてお伝えします。
　まず「何が問題で、どう解決したいのか」を明確にすること。プライベートであれば、困っていることに
対して不平不満を並べるのもありですが、オフィシャルな場では「相談」という名目で愚痴るのは避けま
しょう。
　例えば、業務内容でよく分からないことがある時、「○○のやり方が分からないのですが……」というだ
けでは、「どうしたいの？」という反応になってしまいます。例えば、「○○ができなくて困っているの
で、誰に聞けばいいでしょうか？」「どのファイルを確認すればよいでしょうか？」など、困っていること
に対して具体的な解決方法を見つけようという姿勢を見せること。それが、有効なアドバイスをもらうため
のコツです。
　これは、職場での人間関係においても同様です。漠然と「悩んでいる」ではなく、人間関係がうまくいっ
ていないことが、どのように業務の障害になっているのか、それをどのように解決したいと思っているの
か。それらをはっきりと示すことで、具体的な解決策を一緒に考えてもらうことができます。「○○さんの
ミスが多いから、その後始末が大変で困っています」と不満をぶつけたり、「どうも部長に嫌われているよ
うで……」と泣いてしまったりするなど、感情的に話すほど、本質的な問題解決からは遠ざかってしまうの
で注意しましょう。感情的な言葉や態度で相談されると、相手は「仕事のための相談を聞く」モードから
「感情的な愚痴を聞く」モードにスイッチが切り替わりやすくなります。単なる愚痴ならば適当に聞き流せ
ばよいと思われてしまうかもしれません。
　ビジネスではさまざまな課題が待ち受けており、自分の努力だけでは解決できないことも多くあります。
普段から仲間や先輩、上司との信頼関係を築いておくことで、相談しやすい環境をつくっておくことも必要
でしょう。誰にどのような言葉で相談を持ち掛けるかを慎重に考えて、有意義なアドバイスをもらえるよう
にしたいですね。そのためにも、相談と言いながら、文句や愚痴のオンパレードにならないようにぜひ気を
付けてください。

日本メンタルアップ支援機構　代表理事
大野　萌子

「相談の仕方」

1
インボイス制度と

電子帳簿保存法改正について
84分

3
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

2
地方創生に向けたSDGs推進

54分

研修・
人材育成

元公安捜査官が教える「本音」「嘘」
「秘密」を引き出す技術 32分

研修・
人材育成

あなたの会社は何点？働き方改革
整理整頓プロジェクトで生産性アップ！ 54分

政治経済 激変する国際情勢と日本 40分



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
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－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
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