
THE OBU CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

　昨年の春に、設計事務所を立上げ、おかげさまで充実した日々を過ごしています。仕事の内
容は、主に産業機械関係の設計を、今では一般的になったＣＡＤを使って、設計しています。
一昔前は、ドラフター（製図板）を使って、図面を引くのが主流でした。手書きの図面は、線
を引くテクニックが大事で、駆出しの頃は、仕事を始める前に、ドラフターに紙をはり、線を
引く練習や、数字の大きさが揃うように練習したものです。今では、懐かしく思い出されます。
　この先、新しい設計方法が出てきても対応できるよう情報収集等を怠ることなく努力してい
きますので、よろしくお願いします。

　大府商工会議所は、厳しい企業環境のなかで各種事業を積極的に展開しつつ、会員の維持・拡大に向
け「会員推進キャンペーン」を実施し、財政・組織基盤の強化に取組んでいます。
　是非「未加入事業所」をご紹介ください。加入者、ご紹介者には、特典をご用意しています。

ＦＫＹ設計 　

大府商工会議所ホームページ　http://www.obu-cci.or.jp/
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目指せ！日本一の組織率（規模別第１位）！

会員推進キャンペーンにご協力を

①紹介いただいた会員へ　
⇒入会手続き完了後、１ 件につき 1,000 円分の商工会
議所サービス利用券（商工会議所のセミナー、視察研
修、会報広告掲載、新年賀詞交歓会等で利用可）進呈。
ただし、事前に紹介先事業所へ入会に関する話を通し
ていただくことが条件。 ５件以上紹介の場合、会頭感
謝状＋5,000円分の商工会議所サービス利用券を贈呈。
②紹介により入会された事業所へ⇒加入金 5,000 円を免除
③所属組織の運営支援として
⇒紹介１件につき 4,000 円の報奨金を支部・青年部・女 
　性会いずれかの紹介団体へ交付

問合せ：大府商工会議所　総務・会員サービス課　
電　話：0562－47－5000

会員の広場

所在地：大府市一屋町三丁目 80番地

　高年齢者の知識や経験を社会に生かすための組織が、シルバー人材センターで
す。大府市シルバー人材センターには６５０名以上の会員が登録しており、企業
への人材派遣（シルバー派遣）、剪定・除草・製造、筆耕などの仕事をしています。
資格を有する高齢者も数多く登録しておりますので、様々なご要望・ご相談にお
応えします。人材派遣の依頼や仕事の発注をお待ちしております。また、シルバー
人材センターでは新入会員を募集しております。シルバー派遣では、豊富な経験
を生かすことも可能です。ぜひ、退職した方にシルバー人材センターに登録する
ようお勧めください。最近では、喫茶・寺子屋・文化教室などの自主事業も行っ
ています。お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。

大府市シルバー人材センター

公益社団法人大府市シルバー人材センター
所在地：大府市江端町四丁目１番地
電　話：０５６２－４８－１８０６

げんきに楽しく　まごころこめて

深谷晴久

大府商工会議所
会員加入脱退推移

※正式には常議員会の決定を以って加入となります。

会員総数　1,598
（平成26年3月1日現在）

 12 月会員総数 1,596

 1 月加入者数 ±0

 2 月加入者数 ＋4

 1 月脱退者数 －1

 2 月脱退者数 －1

 2 月会員総数 1,598

キャンペーン期間の紹介・入会特典
（平成27年3月加入分まで）

大府ブランドを世界に！
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たよられるあなたに、たよれる安心を
【経営者医療共済】
　 ケガも病気も安心の
　　　　　　 入院1日2万円！
　 掛金そのままで、
　　 満80歳まで末永く補償！

愛知県中小企業共済協同組合
お問い合わせは
お気軽に！ 0120-00-9967

地域企業の大切な財産を
いずみ セキュリティシステムが

お守りします

いずみサポート㈱
名古屋支社

機械警備 常駐警備  ホームセキュリティの
  ご相談は　TEL 0562-48-5102

大府市朝日町６-１
（住友重機械工業本館内）

ISC

〈食べる楽しみ、集うよろこび〉
ラーメン・ギョーザ・海老チリからおすし・会席料理・
うなぎ料理等おいしいお料理をご用意しています。

宴会に、各種お集まりにご利用ください。
やさいや みかどもよろしくお願いします。

和食・すし・中華
あじざんまい

味三昧

JR大府駅より徒歩3分

大 府 市 中 央 町 四 丁目3 3 番 地
T E L .0 5 6 2 - 4 8 - 0 2 2 0
FAX .0 5 6 2 - 4 6 - 8 8 1 2

http://www.medias.ne.jp/~mikado/
http://ameblo.jp/yasai--ya/　　　 

【営業時間】
AM11：00～PM1：00
PM  5：00～PM9：00
【定休日】　月曜日

0120-48-0220フリーダイヤル

　昨年の日本経済は、第２次安倍内閣の「アベ
ノミクス」により円高是正、デフレ脱却に向け
た政策が進められ、緩やかに回復に向かうなど、
明るい兆しが見え始めました。今年は、デフレ
脱却と経済再生の道筋を確実にするための正念
場となります。その成否を握るのは、アベノミ
クスの「三本の矢」の一つである成長戦略であり、
これらをこの地域にどう取り込むことができる
のかが、新しい課題となって参ります。その実
行の主役は民間企業、特にその大半を占めてい
るのは中小企業ですので、国を始めとした各種
団体の助成制度を分かりやすく、タイムリーに
会員の皆様に伝えて参りたいと考えています。
　当商工会議所は、平成２１年３月に商工業活
性化ビジョン＜大府ブランドを世界に！＞を策
定し、２５年３月には、平成２７年度までの同
ビジョン第２期短期行動計画を策定しました。
第２期の展開期を「事業（組織・運営）の見直
しと活性化」と位置づけ、変革する時代に対応
するため、まず、組織運営の見直しを実施して
きたところです。
　今年度の基本方針は、（１）会員サービスの充
実　（２）地域づくりへの会議所力の投入　（３）

情報発信力の強化　（４）各種事業の連携実施に
力を注いで参りたいと考えております。事業の
活性化として、「地域振興対策」では、中核とな
る部会や委員会、青年部、女性会等を中心に、
新たに①会員推進キャンペーンの実施　②ウェ
ルネスバレー構想への具体的な提言　③近隣商
工会議所や商工会を始めとする各種団体等との
連携　④事業性検証と事業化計画の支援　⑤ま
ちづくりへ向けての検討会・勉強会の開催　⑥
観光ボランティアガイド組織への支援　⑦商工
会議所ホームページのリニューアル等に力を入
れて取り組んで参ります。
　「中小企業対策」では、①国等の補助金を活用
した創業者・中小企業者へのわかり易い支援　
②消費税転嫁対策の窓口相談事業の実施
特に、小規模事業者の相談相手として、中小企
業相談所が行う経営改善普及事業に対するキメ
細かい対応のため、相談所機能の向上と、職員
の資質向上に努め、事業所への巡回指導に、中
小企業支援センターと一体となり、推進して参
ります。
　また、会員皆様からの要望をとりまとめた行
政機関への意見要望活動、情報化に対応した基
盤整備、各種検定事業の実施など、商工会議所
の果たすべき役割は多義にわたっておりますが、
それぞれ力を入れて推進して参りますので、会
員皆様のご理解とご支援を心よりお願い申し上
げます。

CONTENTS

145
2014.4.01

Vol.

CALENDAR
商工会議所行事予定

㈲ローザンヌ 大矢慎治さん（オーナーシェフ）
「安全・安心を基本に、流行に左右されず、基
本に忠実に、職人として納得のいく正統なお菓
子作りを心掛けております」

会頭　木村勝昭

平成26年度 大府商工会議所事業計画
基本方針【要約】

※変更の可能性があることをご了承ください。

今月の表紙

4月 APRIL
 9 日（水） 正副会頭会議
  （9:00 ～ 当所 1階会議室）
  住宅修繕相談
  （13:00 ～ 当所 1階相談室）
 15日（火） 青年部通常会員総会
  （17:00～ 当所3階大ホール）
 18日（金） 定例金融相談
  （10:00 ～ 当所 1階相談室）
 21日（月） 定例税務経理相談
  （13:30 ～ 当所 1階相談室）
 22日（火） ビジネスマナー講座
  （9:30～ 当所3階大ホール）
 23日（水） 住宅修繕相談
  （13:00 ～ 当所 1階相談室）
 25日（金） 経営計画作成セミナー
  （19:30～当所会議室）
 26日（土） 大倉公園つつじまつり
  （9:30 ～ 大倉公園・桃山公園）
 27日（日）  大倉公園つつじまつり
  （10:00 ～ 大倉公園・桃山公園）
 28日（月） 経営計画作成セミナー
  （19:30～当所会議室）

5月　MAY
 8 日（木） 経営計画作成セミナー
  （19:30～当所会議室）
 13日（火） 女性会通常会員総会
  （10：30～ 当所 3階大ホール）
 14日（水） 住宅修繕相談
  （13:00 ～ 当所 1階相談室）
 15日（木） 正副会頭会議
  （11:30 ～ 当所 1階会議室）
  定例常議員会
  （14:00～ 当所3階大ホール）
 19日（月） 定例金融相談
  （10:00～  当所1階相談室）
 28日（水） 優良従業員表彰式
  （10:30 ～ 当所 3階大ホール）
  第 25回通常議員総会
  （14:00 ～ 当所 3階大ホール）
  住宅修繕相談
  （13:00～  当所1階相談室）
29日（木）  橋本実践塾【ものづくり塾】
  第 6期生総括発表会・修了式 
  （10:30 ～ 当所 3 階大ホール）

 3 平成 26年度大府商工会議所事業計画基本方針

 4 - 5 平成 26年度大府商工会議所事業計画重点事業

 6 - 7 健康ふれあいフェスタ inウェルネスバレー

 8 - 11 会議所だより

  建設業部会 ボランティア清掃活動　
　 　　
  建設業部会 視察研修
  「ぬくもりの森」「浜岡原子力館」

  第 22回会頭杯ゴルフコンペ

  情報・物流・サービス業部会・IT 推進会議
  「中小企業だからできるブランディング戦略」

  新事業創出セミナー実践編
  「売るためのマーケティング戦略」

 12 お役立ち！補助金制度のご案内
　　　　　　　　　　　　　　　　
 13 ちたしん地域振興支援制度「夢サポート」

  おおぶ子育てサポート優良事業者表彰

  新入職員のご紹介

 14 講習会・イベントのご案内

 15 ＬＯＢＯ調査報告

  マル経資金を活用しませんか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 16 会員の広場
　　　　　大府市シルバー人材センター  　　　　
　　　　　FKY設計

  会員推進キャンペーンにご協力を！



3

たよられるあなたに、たよれる安心を
【経営者医療共済】
　 ケガも病気も安心の
　　　　　　 入院1日2万円！
　 掛金そのままで、
　　 満80歳まで末永く補償！

愛知県中小企業共済協同組合
お問い合わせは
お気軽に！ 0120-00-9967

地域企業の大切な財産を
いずみ セキュリティシステムが

お守りします

いずみサポート㈱
名古屋支社

機械警備 常駐警備  ホームセキュリティの
  ご相談は　TEL 0562-48-5102

大府市朝日町６-１
（住友重機械工業本館内）

ISC

〈食べる楽しみ、集うよろこび〉
ラーメン・ギョーザ・海老チリからおすし・会席料理・
うなぎ料理等おいしいお料理をご用意しています。

宴会に、各種お集まりにご利用ください。
やさいや みかどもよろしくお願いします。

和食・すし・中華
あじざんまい

味三昧

JR大府駅より徒歩3分

大 府 市 中 央 町 四 丁目3 3 番 地
T E L .0 5 6 2 - 4 8 - 0 2 2 0
FAX .0 5 6 2 - 4 6 - 8 8 1 2

http://www.medias.ne.jp/~mikado/
http://ameblo.jp/yasai--ya/　　　 

【営業時間】
AM11：00～PM1：00
PM  5：00～PM9：00
【定休日】　月曜日

0120-48-0220フリーダイヤル

　昨年の日本経済は、第２次安倍内閣の「アベ
ノミクス」により円高是正、デフレ脱却に向け
た政策が進められ、緩やかに回復に向かうなど、
明るい兆しが見え始めました。今年は、デフレ
脱却と経済再生の道筋を確実にするための正念
場となります。その成否を握るのは、アベノミ
クスの「三本の矢」の一つである成長戦略であり、
これらをこの地域にどう取り込むことができる
のかが、新しい課題となって参ります。その実
行の主役は民間企業、特にその大半を占めてい
るのは中小企業ですので、国を始めとした各種
団体の助成制度を分かりやすく、タイムリーに
会員の皆様に伝えて参りたいと考えています。
　当商工会議所は、平成２１年３月に商工業活
性化ビジョン＜大府ブランドを世界に！＞を策
定し、２５年３月には、平成２７年度までの同
ビジョン第２期短期行動計画を策定しました。
第２期の展開期を「事業（組織・運営）の見直
しと活性化」と位置づけ、変革する時代に対応
するため、まず、組織運営の見直しを実施して
きたところです。
　今年度の基本方針は、（１）会員サービスの充
実　（２）地域づくりへの会議所力の投入　（３）

情報発信力の強化　（４）各種事業の連携実施に
力を注いで参りたいと考えております。事業の
活性化として、「地域振興対策」では、中核とな
る部会や委員会、青年部、女性会等を中心に、
新たに①会員推進キャンペーンの実施　②ウェ
ルネスバレー構想への具体的な提言　③近隣商
工会議所や商工会を始めとする各種団体等との
連携　④事業性検証と事業化計画の支援　⑤ま
ちづくりへ向けての検討会・勉強会の開催　⑥
観光ボランティアガイド組織への支援　⑦商工
会議所ホームページのリニューアル等に力を入
れて取り組んで参ります。
　「中小企業対策」では、①国等の補助金を活用
した創業者・中小企業者へのわかり易い支援　
②消費税転嫁対策の窓口相談事業の実施
特に、小規模事業者の相談相手として、中小企
業相談所が行う経営改善普及事業に対するキメ
細かい対応のため、相談所機能の向上と、職員
の資質向上に努め、事業所への巡回指導に、中
小企業支援センターと一体となり、推進して参
ります。
　また、会員皆様からの要望をとりまとめた行
政機関への意見要望活動、情報化に対応した基
盤整備、各種検定事業の実施など、商工会議所
の果たすべき役割は多義にわたっておりますが、
それぞれ力を入れて推進して参りますので、会
員皆様のご理解とご支援を心よりお願い申し上
げます。

CONTENTS

145
2014.4.01

Vol.

CALENDAR
商工会議所行事予定

㈲ローザンヌ 大矢慎治さん（オーナーシェフ）
「安全・安心を基本に、流行に左右されず、基
本に忠実に、職人として納得のいく正統なお菓
子作りを心掛けております」

会頭　木村勝昭

平成26年度 大府商工会議所事業計画
基本方針【要約】

※変更の可能性があることをご了承ください。

今月の表紙

4月 APRIL
 9 日（水） 正副会頭会議
  （9:00 ～ 当所 1階会議室）
  住宅修繕相談
  （13:00 ～ 当所 1階相談室）
 15日（火） 青年部通常会員総会
  （17:00～ 当所3階大ホール）
 18日（金） 定例金融相談
  （10:00 ～ 当所 1階相談室）
 21日（月） 定例税務経理相談
  （13:30 ～ 当所 1階相談室）
 22日（火） ビジネスマナー講座
  （9:30～ 当所3階大ホール）
 23日（水） 住宅修繕相談
  （13:00 ～ 当所 1階相談室）
 25日（金） 経営計画作成セミナー
  （19:30～当所会議室）
 26日（土） 大倉公園つつじまつり
  （9:30 ～ 大倉公園・桃山公園）
 27日（日）  大倉公園つつじまつり
  （10:00 ～ 大倉公園・桃山公園）
 28日（月） 経営計画作成セミナー
  （19:30～当所会議室）

5月　MAY
 8 日（木） 経営計画作成セミナー
  （19:30～当所会議室）
 13日（火） 女性会通常会員総会
  （10：30～ 当所 3階大ホール）
 14日（水） 住宅修繕相談
  （13:00 ～ 当所 1階相談室）
 15日（木） 正副会頭会議
  （11:30 ～ 当所 1階会議室）
  定例常議員会
  （14:00～ 当所3階大ホール）
 19日（月） 定例金融相談
  （10:00～  当所1階相談室）
 28日（水） 優良従業員表彰式
  （10:30 ～ 当所 3階大ホール）
  第 25回通常議員総会
  （14:00 ～ 当所 3階大ホール）
  住宅修繕相談
  （13:00～  当所1階相談室）
29日（木）  橋本実践塾【ものづくり塾】
  第 6期生総括発表会・修了式 
  （10:30 ～ 当所 3 階大ホール）

 3 平成 26年度大府商工会議所事業計画基本方針

 4 - 5 平成 26年度大府商工会議所事業計画重点事業

 6 - 7 健康ふれあいフェスタ inウェルネスバレー

 8 - 11 会議所だより

  建設業部会 ボランティア清掃活動　
　 　　
  建設業部会 視察研修
  「ぬくもりの森」「浜岡原子力館」

  第 22回会頭杯ゴルフコンペ

  情報・物流・サービス業部会・IT 推進会議
  「中小企業だからできるブランディング戦略」

  新事業創出セミナー実践編
  「売るためのマーケティング戦略」

 12 お役立ち！補助金制度のご案内
　　　　　　　　　　　　　　　　
 13 ちたしん地域振興支援制度「夢サポート」

  おおぶ子育てサポート優良事業者表彰

  新入職員のご紹介

 14 講習会・イベントのご案内

 15 ＬＯＢＯ調査報告

  マル経資金を活用しませんか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 16 会員の広場
　　　　　大府市シルバー人材センター  　　　　
　　　　　FKY設計

  会員推進キャンペーンにご協力を！



（１）組織運営基盤の強化
　●“会員推進キャンペーン” の実施
　●会議所会報のリニューアルとマスメディア等の活用による、会議所活動の情報発信力の強化
（２）ウェルネスバレー構想の実現に向けた取り組み
　●「ウェルネスバレー推進協議会」への企画提案
（３）人づくり
　●橋本実践塾（職場の改善）の拡大
　●各種セミナー等の近隣商工会議所、商工会、各種団体等との連携
（４）ものづくり
　●公的支援事業の活用と産学官連携交流会の深化
　●医療・福祉機器の事業化促進のための事業性検証と事業化計画の支援
（５）まちづくり（地域おこし）
　●「健康逸品の開発」と「健康を切り口とした地域発信型観光事業」の創出による地域づくりと
　　商店街の活性化
　●観光資源としての花いっぱい運動の実施
　●地域開発委員会における検討会・勉強会の開催
　●観光ボランティアガイド組織への支援
（６）環境保全の推進（環境行動計画の実施深化）
　●環境行動計画の展開の深化
（７）ＩＴ化の推進
　●会議所のホームページのリニューアルと内容充実の継続検討
　●会員企業のＩＴ化のための支援活動の推進
（８）中小企業支援対策の推進
　●中小企業支援センターと一体となり、国の補助金制度等を活用した創業・経営革新への積極的支援

１．大府商工会議所商工業活性化ビジョン第２期短期行動計画に基づく施策の展開
 　（１）人づくり
　　① 橋本実践塾（職場の改善）、製造業から他業種への拡大
　　② 新年賀詞交歓会・産学官連携交流会を活用した会員相互のネットワークの構築
　　③ 海外研修実施による世界に通用する人材の育成
　（２）ものづくり
　　① 新事業開発のための公的支援事業の活用
　　②「産学官連携交流会」の深化　
　　③ 医療・福祉機器の事業化促進 (事業性検証と事業化計画の支援 )
　　④ 福祉用具の開発に向けた産産連携・医工連携による新事業創出
　　⑤ 海外展開への情報収集の強化
　（３）まちづくり
　　① 東浦町商工会と連携した「ウェルネスバレー推進会議」において「ウェルネスバレー推進協議会」
　　　 への企画提案　
　　② 地域資源活用による「健康逸品」の発掘とウェルネスバレーに結びつく新事業の創造
　　③ ウェルネスバレーに結びつく地域発信型観光事業の創出
　　④ 観光資源としての花いっぱい運動の実施
　　⑤ 地域開発委員会における街づくりへ向けての検討会・勉強会の実施
　　⑥ 観光ボランティアガイド組織への支援
　（４）環境保全の推進
　　①「環境行動計画」事業活動の展開深化
　（５）IT化の推進
　　① IT 推進会議における商工会議所ホームページのリニューアルと内容の充実
　　② e-Town大府の会員情報の充実、会員ホームページの作成支援　
　　③ ザ・ビジネスモール (ＢtoＢ) の参加企業拡大
　（６）地域経済社会の総合的発展にかかる意見・要望活動の推進 

２．中小企業支援対策の推進
　① 中小企業支援センターと一体となった国の補助金制度等を活用した創業・経営革新への積極的な支援
　② 近隣商工会議所、商工会、各種団体等と連携した会員事業所に必要とされる各種講習会、研修会、　
　　 講演会の開催

３．組織運営基盤の強化と組織運営の見直しと活性化
　① 新「大府商工会議所のご案内」を活用し、役職員一丸となった会員推進キャンペーンの実施
　② ｢大府商工会議所会報｣のリニューアルによる情報発信力の強化
　③ マスメディア等の活用による商工会議所広報の充実強化

４．地域産業振興対策の推進

５．会員の福祉と労務対策の推進
　① 建設業一人親方労災保険制度の推進

６．特定商工業者にかかる調査並びに法定台帳の整備

７．関係団体との協力と連携

平成26年度大府商工会議所　事業計画重点事業
紙面の都合により、重点・拡充・新規の事業内容のみ掲載
（詳細は会報折込の「平成26年度事業計画並びに収支予算書」をご覧ください）Ⅱ．事業内容

Ⅰ．会　議

4 5

議員総会

常議員会
正副会頭会議
幹部会議
監事会
☆商業☆製造業☆建設業
☆情報・物流・サービス業
常任委員会
☆総務☆会員組織☆会費検討☆地域開発
特別委員会
環境行動計画推進・ＩＳＯ特別委員会
金融審査会

年２回以上
通常議員総会　５月・３月、臨時議員総会
年6回以上（奇数月 1回ほか）
年12回以上（ 毎月開催ほか）
年1回以上
年1回以上
各部会を随時開催。必要に応じて、部会役員会、
部会分科会、正副部会長会議、合同部会を開催
必要に応じて正副委員長会議、
合同委員会などを開催

随時開催

随時開催

主要会議

部　　会

委 員 会
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学ぶ！ 体験
する！ 築く！ 主催　大府商工会議所

健康ふれあいフェスタ
　　ウェルネスバレー開催！　

　大府市と東浦町では、健康・医療・福祉・介護施設が集積しているあいち
健康の森とその周辺地区をウェルネスバレーと称し、この地区において健康
長寿の一大拠点の形成を目指す「ウェルネスバレー構想」を掲げています。
　日本は今、世界のどの国も経験したことのない「超高齢社会」となってい
ます。ウェルネスバレーでは、関係機関や地域住民、産業界の方々との交流
や連携により、「健康づくり」、「医療」、「福祉」、「産業振興」など様々な分野
において、「超高齢社会」が抱える課題の解決に向けた先駆的な取組を推進し、
全国に向けて情報発信していきたいと考えてい
ます。
　しかし、「ウェルネスバレー構想って何？」と

いう市民も少なくないのが現状です。そこで、市民参画で健康都市大府の魅力
を「学ぶ」｢体験する｣｢築く｣ことでウェルネスバレーを知っていただくことを目
的に大府商工会議所商業部会とウェルネスバレー推進協議会が中心となり、市
民参加のイベント「健康ふれあいフェスタinウェルネスバレー」を開催しました。

東浦町観光協会キャラクター　おだいちゃん

大府市健康づくりマスコットキャラクター　おぶちゃん

in

交流センター

福祉健康機器の展示

▲車いす用テーブル（Ａｇｅｈａ）を体験
　日多加産業㈱製

手作り甲冑試着体験！
（東浦町商工会・手づくりよろいの会）

子どもコマ作り体験
（大府商工会議所・製造業部会）

愛三工業レーシング
チームの紹介！

6 7

メイン会場
健康は「食」から・・・
地元のおいしいもの集めました！

同時開催　第５回逸品フェア
当所会員の店舗が出店！選りすぐりの商品を販売！

大芝生広場

センター前広場

日　時 ： ３月１６日（日）9：1０～１6：００
場　所 ： あいち健康の森公園とげんきの郷あすなろ舎
共催：大府市・東浦町・東浦町商工会・ウェルネスバレー推進協議会・公益財団法人愛知県都市整備協会
後援：愛知県　　連携協力：ESDユネスコ世界会議あいち・なごや支援実行委員会

P

P

ハナモモの木６０本を植樹！
１本１本オーナーが見守っていきます！

持続可能な地域づくりを考えるシンポジウム
in ウェルネスバレー　第２回
テーマ 「健康を感じる食品開発の取組み」

▲りんごとたまねぎのときめきジャム ▲みたらし団子やＯＢＵバーガー

▲晴天の開会式にて挨拶する加藤副会頭

▲リアル謎解きゲームは「おさむらいさん」がキーパーソン！

▲ズラ～ッと並んだ逸品テント

▲おぶたまバーガーで
 　記念撮影

げんきの郷
あすなろ舎

名古屋市立大学大学院薬学研究科
牧野利明准教授による基調講演
「薬用植物の食品としての利用」

パイミート㈱　沓名悟社長　
「地域資源のやまいもで、スイーツ開発」▲りんごとたまねぎでジャム作り

大府産たまねぎを
使った料理に挑戦!

大府高校
家庭クラブ
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後援：愛知県　　連携協力：ESDユネスコ世界会議あいち・なごや支援実行委員会
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毎月貴社を訪問し、月次決算を実施する

月次巡回監査
進むべき道筋を共に考え検証する

経営計画（継続MAS）作成
信頼できる申告書となる

法33条の2書面添付
を推進しています。

当事務所
は

早川仁税理士事務所
愛知県大府市共西町六丁目32番地

TEL.0562-44-5386
FAX.0562-44-5376 早川仁 税理士 検索

日本税理士会連合会 第90018号・TKC全国会会員・大府商工会議所青年部部員

造園・緑化工事のご相談なら

大府市修景協会
大府修景建設㈱
大府市桃山町2-69

☎0562-48-1114

大府造園土木㈲
大府市森岡町3-126
☎0562-46-2837

冨 田 造 園㈱
大府市共栄町4-3

☎0562-46-1128

坂　田　造　園
大府市共和町1-7-16
☎0562-46-4566

㈲知北グリーンサービス
大府市桜木町5-287
☎0562-48-5755

購入派もレンタル派もOK

TEL: (0562) 47-8198
大府市共和町二丁目 18-8（フィールエクボ前）

http://www.kimono-tomitaya.com

呉服・貸衣装・写真・しみ抜き・クリーニング

振　袖　卒業袴
訪問着　留　袖
喪　服　宮参り
七五三　単衣の着物

講習日程その他詳細は、ホームページもしくは電話でお尋ねください
http://www.toyota-shokki.co.jp/
             TEL 0562-48-9741   FAX 0562-48-9742

豊田自動織機  技能講習 検索

〈愛知労働局長登録教習機関〉
　㈱豊田自動織機　技術技能ラーニングセンター
　〒474-0035　大府市江端町3丁目217番地（JR大府駅西出口から徒歩5分）                 

フォークリフト
　　　　運転資格取得      

取　扱　商　品
空圧設備

油圧設備

水処理設備

電源設備

環境設備

建設機械

コンプレッサ、エアードライヤ

油圧ポンプ、油圧モーター

遠心分離機、フィルタープレス

電源装置、非常用発電機、蓄電池

破砕機、振動ふるい

地盤改良機、クローラークレーン、油圧ショベル

大和機工株式会社
TEL 0562-47-2164
http://www.daiwakiko.co.jp

販売・据付工事・修理・レンタル

DAIWA
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優　勝 久野　春雄
準優勝 山田　惠子
３　位 近藤　健一
　    中２ 加藤　久德
　    東５ 近藤　健一
　    中２ 村松　　昭
　    西６ 川田　一男
　    中 3 近藤　健一
　    東 3 加藤　久德
　    中 3 中島　利一
　    西 2 鈴木　正章
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第 22回結果発表（敬称略）

　ゴルフ委員会では、随時会員募集していま
す。詳細は事務局（電話：0562－47－5000）
までお問合せください。

会議所だより 会議所だより～部会・委員会・支部・講習会･イベント等のご報告です～  

また、実物大原子炉模
型や浜岡原子力発電
所の主要施設を一望
できる展望台など、と
にかく「目でみてわか
る」工夫に感心しまし
た。
　大府市は、いつ発生
してもおかしくない
「東海」「東南海」「南
海」地震の影響を受ける地域です。東日本大震災の
記憶も新しく、地震対策への対応は待ったなしの状
態です。
　原子力発電に関しては、様々な考えがありますが、
まずは自ら「知る」ことが大切ではないでしょうか。
その意味では、当施設の訪問は、大変意義深いもの
でした。特に建設業に従事する者にとっては、安心・
安全な建物・構築物をお客様に提供する責任を改め
て考える機会となる１日でした。

建設業部会主催　視察研修
3月10日（月） 於：ぬくもりの森（浜松市）　 
 浜岡原子力館（御前崎市）
　欧州の田舎町を
イメージした独自
の建築スタイル
“ファンタジーハウ
ス”を追求する建
築家の取り組みに
ついて学ぶため、
ぬくもりの森㈱
（ぬくもり工房）を視察しました。お客様の想いをカ
タチにする、経営者は（家計の決定権を持つ）女性を
意識した提案を心掛けるなど建設業のみならず参

考になる点が多々あ
りました。他地域の工
務店との連携「エリア
パートナー」は、地域
工務店のネットワー
ク構築も目指してお
り、今後のビジネス
チャンスに繋がれば
幸いです。

　その後、浜岡原子力館（御前崎市）を訪れ、津波対
策として建設された防波壁の構造や原子力発電の
仕組みを学にました。特に防波壁については、それ
を支える地中連続壁も含めて内部構造を目で見て
知ることができ、海抜22ｍの防波壁の全体のスケー
ル感に圧倒されました。

建設業部会主催　清掃活動ボランティア
3月8日（土） 於：市道大府共和線
　当所建設業部
会（部会長：早川
建志氏、㈱愛知工
務店）は、環境保
全推進のため、毎
年ボランティア
清掃活動を行っ
ており、今回で
10回目を迎えました。
　今年は、大府市勤労文化会館駐車場に集合し、市
道大府共和線を中心に清掃を実施しました。揃いの
法被を身にまとい、小さなゴミも逃さず、植栽の中な
どのゴミも入念に拾い集めました。通行する方々か
ら、「お疲れ様です」「ありがとう」など、温かいお声を
掛けていただき、気持ちよく清掃することができま
した。

　今回の清掃区域であ
る市道大府共和線の一
部は、愛称「共和夢通り」
として、街路樹をイチョ
ウに植え替える作業が
完了しました。美しいイ
チョウ並木のためにも、
ゴミのない清潔な街を
維持したいものです。

大府商工会議所ゴルフ委員会主催
第22回会頭杯ゴルフコンペ
３月１１日（火） 於：愛岐カントリークラブ
　　　　　　　　　　 　　（岐阜県可児市）
　当日は、気持ちの良い晴天となり、木村会頭をは
じめ４4名で熱戦を繰り広げ、参加者全員がプレーを
楽しむとともに、相互の親睦を深め、充実した１日を
過ごしました。
　都合により今回参加できなかった方も次回は参加
して優勝をねらっていただきたいと思います。次回
は秋に開催予定です。
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どんな小さなことでも、お気軽にご相談ください。無料でお見積もりいたします。

愛協産業株式会社 建設部
●電話：0562-48-5531（鈴木・太田）
●住所：大府市共栄町七丁目1番地の1
●建設業許可：愛知県知事（特22）第43584
●一級建築士事務所・愛知県知事（い21）9446

あらゆる自宅の困りごとに
リフォームを提案させていただきます！

玄　関 キッチン トイレ お風呂 洗面所

防犯・防災介　護 内　装 屋根・外装 外構・植栽

愛三工業株式会社（東証一部上場）の子会社です

発行部数 2,000部
12ヶ月 60,000円（税込）
1コマ 　5,000円（税込）
1コマ＝（6.3cm×5.9cm）このサイズ！

問合せ：大府商工会議所 情報推進課
電　話：0562－47－5000

大府商工会議所会報に
広告掲載しませんか？

㈱JAやすらぎセンター
0120-79-7900

JA葬祭
家族葬から社葬まで

真心で
お手伝いします。

〈本社・工場〉〒476‐0002　東海市名和町２番割上52の１
ペコロス編集部お問い合せ TEL〈052〉601‐2440

(代)

御社の販売促進、貴店の集客率アップにぜひお役立てください。

検索ペコロス
ペコロスホームページ 

検索ペコロスフェイスブック

広告掲載料

50,000円（税別）～

奇数月の25日発行

◎発行部数
　98,000部（32号実績）

知多半島＋名古屋南部暮らしの情報誌
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会議所だより会議所だより

新事業創出セミナー実践編
売るためのマーケティング戦略
3月 18日（火） 於：当所３階大ホール
 時：15：30～17：30
講師：小林幸司 氏　 ㈱ BAMC associates 名古屋支店長
　マーケティングは、規模の大小や扱う商品にか
かわらず、ビジネスに携わる全ての方が、マスター
すべき考え方です。本セミナーでは、実際に自社
の現状分析と戦略の方向性まで策定できる実践的
な内容で指導いただきました。セミナーの要旨は
下記のとおりです。

１．経営理念（ビジョン）の確認
社会の困りごとや解決方法、実現したい理想の社
会やマインドマップを活用して自社の経営理念の
確認を行います。

２．マーケット環境の分析
３Ｃ分析、ＰＥＳＴ分析、５Ｆ分析、ＶＣ分析、Ｓ
ＷＯＴ分析により、自社でしかできないことや競
合との差別化ポイント、コスト構造について理解
を深めます。

３．ポジショニングの確立
顧客を絞り込むことで、大手との差別化や専門性
など中小企業ならではの強みが発揮できます。ま
た、ポジショニングマップを活用して、競合の少
ない戦わない経営など、目指すべき方向性が見え
てきます。

指すべき姿は、ブランド化にある。むしろ、中小
企業だからこそできるブランディング戦略という
ものがある」と、確信を持って発言されました。

　安藤氏から伝えられた言葉は、非常に明確です。
「値段を売りにしたら自分がデフレの元凶になる。
逆に、ストーリーやこだわりでブランドを確立で
きれば、消費者が営業マンのように、別の消費者
に伝えてくれる」
「誰に買ってもらうのか？１人の仮想顧客を出来
る限り詳細に設定すること。100 人の中の 100 人
ではなくて、100 人の中の 1 人に伝わればそれで
いい」
　そして、一番大事なことは、連続して消費者に
発信し続けること、自ら行動することだと話され
ました。
　最後に、安藤氏から会場の皆さんに伝えられた
エールが心に響きました。
「やれないのではない。やらないだけ」

情報・物流・サービス業部会主催
ＩＴ推進会議　共同企画
中小企業だからできるブランディング戦略
3月 14日（金） 於：当所３階大ホール
 時：15：00～17：00
講師：安藤竜二氏　㈱ＤＤＲ代表取締役社長　
　ブランディングプロデューサー
　サムライ日本プロジェクト総合プロデューサー
　「値段ではなく、ストーリーやこだわりで売る」
　「100人の中の 1人に伝わればそれでいい」

　世の中、モノの値段がどんどんと安くなってい
ます。安売りを前面に出している企業も増えてい
ます。そして、その環境は、中小企業にとって、
非常に厳しい現実です。
　しかし、その一方で、ブランドと呼ばれている
モノがあります。それらは、安売りされることな
く、変わらない支持を受け、売れ続けています。
今回のセミナー講師であるブランディングプロ
デューサーの安藤竜二氏は、「中小企業として目

４．マーケティング戦略の検討
マーケティングの４Ｐから誰に、誰が、何を何処
でどのように売っていくかを具体的に計画に落と
しこみます。

５．事業計画の作成
資金繰りについては、借入金から逆算して売上げ
目標を出すなど具体的な数字が望まれます。

６．営業戦略・行動計画
成功パターンの標準化や行動量を計算した営業計
画の作成を行いＰＤＣＡサイクルを回していく必
要があります。

　マーケティングの言葉や手法は理解していて
も、実行に移すのは難しいことです。今回のセミ
ナーを契機に多くの事業所が「売るためのマーケ
ティング戦略」に取組んでいただければ幸いです。
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　経営環境の変化に合わせた適切な投資や新事業への取り組み等へのチャレンジを考える方々に主な補助
金等の助成制度をご案内します。補助金・助成金は、1～ 2 ケ月という短期間での募集が多いため、繰り
返し活用されている事業者は、アンテナを張りタイムリーな情報収集をされてます。他の補助金を含め、
各ホームページにてご確認ください。

主な補助金等助成制度のご案内

事業・補助金名 上限金額（万円） 補助率 申請期間 事業分野・支給要件他 お問い合せ先

革新的なものづくり・サービスの提供等
にチャレンジする中小企業・小規模事業
者に対して、試作品開発・設備投資等を
支援

（小規模事業者の場合、成長分野型、一
般型も、要件合えば申請可能）

優れた技術や工夫ある福祉用具の開発を
行う中小企業等に対して助成金を交付す
ることにより、福祉用具の実用化開発を
推進  

①地域資源活用応援ファンド愛知県内の
地域産業資源を活用した新事業展開

大府市内の中小企業、個人事業主及び市
内の中小企業者を半数以上含むグループ
を対象新技術及び新事業の創出に繋がる
研究開発事業とともに研究開発の促進に
必要となる事業化への促進活動、見本市
への出展、国内・国外特許権の取得及び 
ISO13485( 医療機器関連認証 ) 等の取
得を支援

中部経済産業局 
産業部
製造産業課

（公財）あいち 
産業振興機構 
新事業支援部 
地域資源活用・ 
知的財産グループ 

愛知県
産業労働部 
産業科学技術課

（独）中小企業 
基盤整備機構

ＮＥＤＯ  
バイオテクノロジー
医療事業部

大府市  
産業振興部 
商工労政課

第一次
H26.2/17 ～　
　　　　　3/14 
第二次締切 
　 ～ H26.5/14

一次
H26.3/ 下（予定）

第 1回
H26.1/14 ～　
　　　　　2/14 
第２回予定 
H26.7/ 中～
　　　　　  8/7
各ファンド共通

H26.3/26 ～       
　　　　　4/18

H26.3/3 ～　　
　　　　　4/30

予算内
年度中受付

2／ 3

2／ 3

2／ 3

大企業
2／ 3

1／ 2

2／ 3

成長分野型
1,500

一般型
1,000

小規模事業者型
700

見本市出展
20

知的財産権 取得
15

認証取得
40

研究開発
100

事業化促進
40

1／ 2

1／ 2

1／ 2

1／ 2

1／ 2

3,000
開発期間
3年以内の
全期間

中小企業
10,000

※事業により上乗せあり

大企業
２0,000

※事業により上乗せあり

120

①300
グループ 500

②ものづくり応援ファンド
次世代産業分野及び地場産業分野での
地域資源を活用した新事業展開

③農商工連携応援ファンド 
愛知県産業技術研究所や愛知県農業総合
試験所等と連携して行う地域資源の農林
水産物を活用した新事業展開

次世代自動車や航空宇宙等、将来成長が
見込まれる分野において、企業等が行う
研究開発・実証実験を支援

海外展開計画を策定し、現地調査を計
画している中小企業に対して「事業化
可能性 (Ｆ／Ｓ) 調査」を中心に、海外
事業計画策定から調査実施後までを一
貫して支援

1／ 2②500

1／ 2

2／ 3

1／ 2

2／ 3

③500

新陳代謝型
※借入額の 1%を上限に設備投資額補助

中小企業・小規模事
業者ものづくり・商
業・サービス
革新補助金

難易度★★★★

福祉用具実用化 
開発推進事業 

難易度★★★★★

先導的・独創的な技術又はシステムを有
し、かつ、環境負荷低減効果及び事業の
継続性が見込まれる排出抑制関係施設の
整備事業 

愛知県
環境部
資源循環推進課
（あいち資源循環環
境推進センター）

H26.3/3～
　　　　　4/30

1 ／ 2

1／ 3

中小企業
5,000

大企業
5,000

循環型社会形成
推進事業費補助金
排出抑制関係施設
整備事業 
難易度★★★

大府市中小企業 
研究開発等 
促進事業費 
補助制度

難易度★  

あいち中小企業 
応援ファンド助成金 

難易度★★

新あいち創造
研究開発補助金

難易度★★★★

海外展開事業化 
可能性 (Ｆ／Ｓ)
支援事業
  
難易度★～★★

第21回 ちたしん地域振興制度
  「夢サポート」応募者募集中！ 

　大府市産の米を使った日本酒
を活用し、大府土産や名物を作
りたいと思いから「夢サポート」
に応募。最終的には地域の方々
と一緒に米作りから携わっていけ
たら･･･と夢がふくらみます！

団体名：健康と幸せの絆を育てる会
　　服部定信・啓子ご夫妻
　　　　（㈲ふじや酒店）

このたび、次のとおり、職員の採用を行いました。
新入職員に対して格別のご指導を賜りますよう
お願い申し上げます。

事務局からお知らせ 採用

退職

職員
市川　友紀
（新規採用）

　夢サポートとは、地域の皆様を応援するちたしん地域振興支援制
度です。地域振興や地域活性化につながる活動・事業を助成金（寄付）
の提供で支援します。原則、知多半島および知多信用金庫の営業店
がある市町に活動拠点がある中小企業、個人事業者および各種団体
を募集対象とします。　

助成対象
　地域経済の活性に寄与する産業振興、地域おこし、まちづくりな
どに寄与する新たな企画・事業

助成（寄付）金額
　年２回実施し、年間総額 1000 万円以内。計画する事業・活動資
金（予算）の１／２以内で、最高 200 万円まで。ＩＳＯ14001 認
証取得は１企業10万円まで

募集期間
　平成26年４月１日～５月30日（選考結果は8月発表）

問合せ先
　知多信用金庫 企画部 夢サポート事務局　
　電話：0569‐26‐1015
　☆最寄の知多信用金庫各支店でも相談できます。

１）男性の育児休業取得を促進！男性社員１名が育児休業を取得！
２）派遣社員を雇用し、育児休業期間中の代替職員を確保！
３）短時間勤務を希望する社員に対して、子が５歳になるまで、育児短時間
　　勤務制度を実施！

実際に上記１）～３）を行い、子育てと仕事の両立支援に
積極的に取り組んでいることが、大府市から評価されました。

私たち助成を受けました！
（第20回夢サポート助成団体）

　平成26年4月より、大府商工会議所に入
所いたしました市川友紀（とものり）と申
します。私の出身は、岡崎市なので大府市
は知らないことばかりですが、第三者の視
点ならではの大府の魅力を見つけ、それ
を内外に発信し、会員様や地域のお役に
立てるよう日々努力して参ります。若輩者
ですが、よろしくお願いいたします。

㈱名機製作所（大府市北崎町大根２　取締役社長：村上博司氏）

▲表彰を受ける村上社長（左）

おめでとうございます！平成 25年度おおぶ子育てサポート優良事業者表彰おめでとうございます！平成 25年度おおぶ子育てサポート優良事業者表彰

臨時職員　黒宮 三佳
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お願い申し上げます。

事務局からお知らせ 採用

退職
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㈱名機製作所（大府市北崎町大根２　取締役社長：村上博司氏）

▲表彰を受ける村上社長（左）

おめでとうございます！平成 25年度おおぶ子育てサポート優良事業者表彰おめでとうございます！平成 25年度おおぶ子育てサポート優良事業者表彰

臨時職員　黒宮 三佳



講習会・イベントのご案内

第５回　おおぶ菜の花まつり
家族そろって菜の花畑めぐりをしよう！

～JRさわやかウォーキングコラボイベント～

ビジネスマナー講座

～好感度アップ！！～

●日　時：4月26日（土）、4月27日（日）
　　　　　9：30～15：30（27日は10：00～）

●会　場：大倉公園･桃山公園

●内　容：親と子の写生大会、ウォーク＆スタン
　　　　　プラリー、苗木無料配布、ふれあい餅
　　　　　つき、各種サークル交流会、ふれあい 
　　　　　動物園等々

主　催：大府市・大倉公園つつじまつり推進委員会
問合せ：0562－47－2111
　　　　（大府市産業振興部商工労政課）

第38回　大倉公園つつじまつり

～約2,800本のつつじが園内を彩ります～

石ヶ瀬川ライトアップ夜桜

～みんなで夜桜を楽しもう！～

●日　時：４月６日（日）小雨決行
　　　　　9：30～ 15：00

●会　場：げんきの郷北側

●内　容：ステージイベント
　　　　　地元関連団体が歌やダンスを披露！

菜の花めぐり（３ヶ所）
　常福寺や七社神社にも立ち寄
るコース設定で大府の歴史にふ
れることができます。スタンプ
を集めてメイン会場に戻ると
「おやつ」が待っています。

バザー
　 地元で採れた菜の花油などを販売
主　催：ＮＰＯ法人東知多菜の花プロジェクト
電　話：090－5032－5826

●日　時：4月22日（火）
　　　　　9：30～16：30（昼休憩１時間）

●会　場：大府商工会議所　３階　大ホール

●講　師：オフィス成旺　代表　伊藤享子　氏
　現代礼法研究所マナーデザイナー
　（本部船橋市）、日本ビジネス実務
　学会会員、日本秘書教育学会会員

●対　象：新入社員～入社３年目位までの方（基
礎を改めて学びたい方も歓迎します）

●定　員：20名（定員になり次第〆切）

●受講料：3,000 円／１名（非会員 6,000 円）
※当日集金いたします。

●主　催：大府商工会議所（担当：山本）

●問合せ：0562－47－5000

●期　間：４月８日（火）まで

●時　刻：17：30～ 21：00

●ところ：石ヶ瀬川
　　　　　（石ヶ瀬小学校～国道155号）

●内　容：石ヶ瀬川の桜並木をぼんぼりで飾り
つけ、幻想的にライトアップ！

●主　催：大府商工会議所吉森支部
●問合せ：0562－46－0302
　　　　　しもむらレストラン（下村庄平）

人材育成・自己啓発・経営スキルアップ等々、会員の皆様に役立つ情報をお届けします！

■融 資 額　1,500万円以内

■資金使途   運転資金　　７年以内（うち据置期間１年以内）　年1.60％
　　　　　　設備資金　１０年以内（うち据置期間２年以内）　年1.60％
■融資対象　大府市内で１年以上事業を営み、所得税（法人税）、事業税、住民税を滞納していない方、
　　　　　　従業員 20 人以下（商業、サービス業は５人以下）の事業所で、６ヶ月以上大府商工会議所
　　　　　　の経営指導を受けている方

融資制度のご案内　～無担保・無保証・低金利～　　　　　　　　　　　　　　平成26年3月12日現在

マル経融資（小規模事業者経営改善資金融資制度） 日本政策金融公庫（国民生活事業）

お問合せ   大府商工会議所　中小企業相談所　電話：0562－47－5000
～融資を検討されている方、お気軽にご相談ください～

LOBO調査報告
商工会議所早期景気観測システム

●全産業の業況ＤＩは、前月と比べほぼ横ばい。産
業別にみると、建設業、サービス業で改善、その
他の３業種で悪化した。

●一般工事業からは、「業績は好調なものの、技術職
不足が深刻化しているほか、大雪に伴う資材調達
の遅延により、工期に影響が出ている」とのコメ
ント。段ボール製造業からは、「消費税引き上げ前
の駆け込み需要に伴い引き合いが増加しているが、
仕入価格上昇分の転嫁が進まず、収益を圧迫して
いる」とのコメント。総合スーパーからは、「消費
税引き上げ分の価格転嫁を検討しているが、近隣
他店との競争が激化する中、消費者の理解が得ら
れるか分からず、不安」との声、メーリングサー
ビス業からは、「パートを確保するため時給を引き
上げたものの、人件費増加分を価格転嫁できず、
採算が悪化している」とのコメントが寄せられた。

●業況の先行き見通し DI は、全産業では今月と比べ
悪化する見込み。産業別にみると、卸売業、サー
ビス業でほぼ横ばい、その他の３業種で悪化する
見込み。

日本商工会議所では、全国419商工会議所の協力を得て、各地域の｢肌で感じる足元の
景気感｣を全国ベースで毎月調査し、その累計結果をリアルタイムで提供しています。
・“LOBO” とはQuick Survey System of Local Business Outlookの略称です。
・“DI” とはDiffusion Index（景気動向指数）の略で、増加（上昇・好転）企業割合から
　減少（低下・悪化）企業割合を引いたものです。
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THE OBU CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

　昨年の春に、設計事務所を立上げ、おかげさまで充実した日々を過ごしています。仕事の内
容は、主に産業機械関係の設計を、今では一般的になったＣＡＤを使って、設計しています。
一昔前は、ドラフター（製図板）を使って、図面を引くのが主流でした。手書きの図面は、線
を引くテクニックが大事で、駆出しの頃は、仕事を始める前に、ドラフターに紙をはり、線を
引く練習や、数字の大きさが揃うように練習したものです。今では、懐かしく思い出されます。
　この先、新しい設計方法が出てきても対応できるよう情報収集等を怠ることなく努力してい
きますので、よろしくお願いします。

　大府商工会議所は、厳しい企業環境のなかで各種事業を積極的に展開しつつ、会員の維持・拡大に向
け「会員推進キャンペーン」を実施し、財政・組織基盤の強化に取組んでいます。
　是非「未加入事業所」をご紹介ください。加入者、ご紹介者には、特典をご用意しています。

ＦＫＹ設計 　

大府商工会議所ホームページ　http://www.obu-cci.or.jp/
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目指せ！日本一の組織率（規模別第１位）！

会員推進キャンペーンにご協力を

①紹介いただいた会員へ　
⇒入会手続き完了後、１ 件につき 1,000 円分の商工会
議所サービス利用券（商工会議所のセミナー、視察研
修、会報広告掲載、新年賀詞交歓会等で利用可）進呈。
ただし、事前に紹介先事業所へ入会に関する話を通し
ていただくことが条件。 ５件以上紹介の場合、会頭感
謝状＋5,000円分の商工会議所サービス利用券を贈呈。
②紹介により入会された事業所へ⇒加入金 5,000 円を免除
③所属組織の運営支援として
⇒紹介１件につき 4,000 円の報奨金を支部・青年部・女 
　性会いずれかの紹介団体へ交付

問合せ：大府商工会議所　総務・会員サービス課　
電　話：0562－47－5000

会員の広場

所在地：大府市一屋町三丁目 80番地

　高年齢者の知識や経験を社会に生かすための組織が、シルバー人材センターで
す。大府市シルバー人材センターには６５０名以上の会員が登録しており、企業
への人材派遣（シルバー派遣）、剪定・除草・製造、筆耕などの仕事をしています。
資格を有する高齢者も数多く登録しておりますので、様々なご要望・ご相談にお
応えします。人材派遣の依頼や仕事の発注をお待ちしております。また、シルバー
人材センターでは新入会員を募集しております。シルバー派遣では、豊富な経験
を生かすことも可能です。ぜひ、退職した方にシルバー人材センターに登録する
ようお勧めください。最近では、喫茶・寺子屋・文化教室などの自主事業も行っ
ています。お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。

大府市シルバー人材センター

公益社団法人大府市シルバー人材センター
所在地：大府市江端町四丁目１番地
電　話：０５６２－４８－１８０６

げんきに楽しく　まごころこめて

深谷晴久

大府商工会議所
会員加入脱退推移

※正式には常議員会の決定を以って加入となります。

会員総数　1,598
（平成26年3月1日現在）

 12 月会員総数 1,596

 1 月加入者数 ±0

 2 月加入者数 ＋4

 1 月脱退者数 －1

 2 月脱退者数 －1

 2 月会員総数 1,598

キャンペーン期間の紹介・入会特典
（平成27年3月加入分まで）

大府ブランドを世界に！


