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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

　「この御縁が、大きな輪になりますように」という意を込めて、社名は「ｅｎｇａｗａ（エ
ンガワ）」。お客様との出会いを、深めあたため、最適なご提案をさせて頂くと共に、さ
らなるビジネスチャンスを生み出すようなつながりができればと思っています。
　申し遅れましたが、チラシ、ポスター、リーフレット、ロゴ作成などを手掛ける広告
デザイン会社です。取引先は名古屋、東京など幅広く、「人のココロを動かす気持ちいい
デザインで、大府のまちを彩りたい」と地域活性化にも意欲的。よろしくお願いいたします。

engawa （エンガワ）

大府にとびきりの「御縁」を！

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　1,583
（平成26年5月1日現在）

 2 月会員総数 1,598

 3 月加入者数 ＋3

 4 月加入者数 ＋6

 3 月脱退者数 －16

 4 月脱退者数 －8

 4 月会員総数 1,583

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）

●住　所／大府市横根町平子 77-2
●TEL 070－5036－8650　
●e-mail takeda@enga-wa.jp代表取締役 アートディレクター デザイナー

竹田隆憲

　当店は JR 大府駅から徒歩２分、地域の皆様にご愛顧いただいている焼肉
店です。おかげ様で開業から 45 周年、お店もリニューアルオープンし、新
たなスタートを迎えました。定食・丼物を選ぶランチはボリュームもあり、
市役所の方や近隣ビジネスマンに好評です。夜のおすすめは「女子会コース」。内臓ミックス、海鮮チヂミ、キ
ムチ盛り合わせ、飲み放題２時間が付いて 3,000 円とお得です。その他、宴会はチェーン店と一味違い、予約時
にお客様のご要望を極力お聞きします。お気軽にお電話いただければ幸いです。

焼肉料理　京城苑

リニューアルした座敷で女子会など30名ご利用可！

●住　所／大府市中央町六丁目６６－１
●TEL 0562－48－2536　
●営業時間／11:30 ～ 13:30　17:00 ～ 24:00
●毎週火曜定休

会
員
の
広
場

●駐車場／向い側の名鉄協商のパーキングを
ご利用下さい。（駐車券提示でキャッシュバック有）　

大府ブランドを世界に！
あいち健康の森に植樹したハナモモ

桃山町の桜並木

5月12日よりクールビズ開始します
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　議員本人出席４２名、委任状出席５８名、計
100 名の出席のもと、大府商工会議所第２４回通
常議員総会が開催され、上程された３議案の審
議を行った結果、全て原案通り可決されました。

議案第１号
　平成２６年度事業計画（案）について
平成２６年度に向けた基本方針
　（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
と重点事業の説明を行った後、事業計画の各項
目について説明を行い、原案通り可決されました。

重点事業
１）組織運営基盤の強化
２）ウェルネスバレー構想の実現に向けた取り
　　組み
３）人づくり
４）ものづくり
５）まちづくり（地域おこし）
６）環境保全の推進（環境行動計画の実施深化）
７） ＩＴ化の推進
８）中小企業支援対策の推進

事　　業
１）大府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
２）中小企業支援対策の推進
３）組織運営基盤の強化と組織運営の見直しと
　　活性化
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
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

議案第２号
平成２６年度一般会計収支予算書（案）
同　中小企業相談所特別会計収支予算書 ( 案 )
同　共済事業特別会計収支予算書（案）
同　労働保険事務組合一般会計収支予算書（案）
同　労働保険事務組合労働保険料特別会計収支
　　予算書（案）
同　財政調整資金積立金特別会計収支予算書（案）
同　会館積立金特別会計収支予算書（案）
同　退職給与資金積立金特別会計収支予算書（案）
同　特定退職金共済事業特別会計収支予算書（案）
同　街路灯特別会計収支予算書（案）
について
　各会計の用途並びに内容について説明を行い
可決されました。

議案第３号
　監事の補欠選任（案）について
　監事に欠員が生じたため、次の者を選任する
ことが提案され可決されました。

CONTENTS CALENDAR
商工会議所行事予定

げんきの郷、すくすくヶ丘内にある、約20
種類ものおしゃれデリが並ぶお店です。経
験豊かなシェフが監修するデリは本物の美
味しさ。ジャンルを問わないメニューなの
でいつきても食べたい美味しさがきっと見
つかります。
営業時間 9:00～18:00（L.O 17:30）

※変更の可能性があることをご了承ください。

今月の表紙／デリカテッセン　KAI

第24回通常議員総会

監　事
　　鈴木隆浩
　半田信用金庫
　大府支店支店長

【交代理由】
前任者榎本正雄氏の逝去による交代

～平成26年度事業計画書（案）並びに収支予算書（案）等を可決～
３月25日（火）　於：当所３階大ホール　 時：14：00～15：３０

講演会のお知らせ
第25回通常議員総会終了後、以下のとおり、講演
会を開催いたします。どなたでもご参加いただけ
ますので、ご案内いたします。

■ 演　題　「企業防災のすすめ」
■ 講　師　大西喜隆氏
　　　　　大府市役所　生活安全課　防災専門員
■ 日　時　5月28日（水）15：40～16：30
■ 場　所　大府商工会議所　3階ホール
■ 問合せ　0562－47－5000
　　　　　（当所 総務・会員サービス課）
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5月MAY
 8 日（木） 経営計画作成セミナー
  （19:30 ～ 当所会議室）
 12日（月） 総務委員会
  （13:30 ～ 当所 2階会議室）
 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）
 21日（水） 定例税務経理相談
  （13:30 ～ 当所 1階相談室）
 25日（日） ふるさとガイドおおぶ総会
  （10:00 ～ 当所 3階大ホール）
 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・講演会
  （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） ものづくり塾【橋本実践塾】
  第 6期生総括発表会・修了式
  （10:30 ～ 当所 3階大ホール）

6月　JUNE
 4 日（水） 橋本実践塾 第７期開講式
  （13:30 ～ 当所 3階大ホール）
 8日（日） 日商簿記検定
  （9:00 ～ 当所 2階会議室及び3階 
  大ホール )
 10 日（火） 共長支部総会
  （11:40 ～ 伊勢市 : 旅荘 海の蝶）
 11日（水） 住宅修繕相談
  （13:00 ～ 当所 1階相談室）
  ウェルネス開発研究会
  （15:30 ～ 当所 2階会議室）
 12日（木） 大府支部総代会
  （18:00 ～ 当所 2階会議室）
 13日（金） 早朝会議 （7:30 ～ 当所 1階会議室）
  正副会頭会議
  （9:00 ～ 当所 1階会議室）
 18日（水） 定例金融相談【一日公庫】
  （10:00 ～ 当所 1階相談室）
 22日（日） 珠算・暗算・段位認定試験
  （9:00 ～ 当所 2階会議室及び3階 
  大ホール）
 23日（月） 定例税務経理相談
  （13:30 ～ 当所 1階相談室）
 25日（水） 住宅修繕相談
  （13:00 ～ 当所１階相談室）
 29日（日） ビジネス実務法務検定
  （10:00 ～ 当所 3階大ホール）

 3 第２４回通常議員総会　　

4‐10 会議所だより
  製造業部会 安全体感道場体験研修

  環境行動計画推進・ＩＳＯ特別委員会 
  平成２５年度「省エネ改善事例発表会」

  製造業部会 ものづくり塾成果発表会
　　　　
  講演会 地域とともに～げんきの郷づくりの事例から～
　　　　
  日本珠算連盟大府支部 平成２５年度優良生徒表彰式
        
  東浦ふるさとガイド協会・ふるさとガイドおおぶ　
  第９回観光ガイド育成研修会・現地研修

  第５回おおぶ菜の花まつり
        
  石ヶ瀬川ライトアップ夜桜
　　　　
  建設業部会 住宅修繕相談事業専門部会第１２回総会

  新就職者激励会

 11 健康ふれあいフェスタ inウェルネスバレー
  開催報告
　　　　　
 12 青年部第１２回通常会員総会

 13 会員便り　
  ㈱型善 第 39回発明大賞 発明功労賞受賞　

 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
  ｅｎｇａｗａ
  焼肉料理 京城苑
　　　
  会員推進キャンペーンにご協力を！
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  第９回観光ガイド育成研修会・現地研修

  第５回おおぶ菜の花まつり
        
  石ヶ瀬川ライトアップ夜桜
　　　　
  建設業部会 住宅修繕相談事業専門部会第１２回総会

  新就職者激励会

 11 健康ふれあいフェスタ inウェルネスバレー
  開催報告
　　　　　
 12 青年部第１２回通常会員総会

 13 会員便り　
  ㈱型善 第 39回発明大賞 発明功労賞受賞　

 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
  ｅｎｇａｗａ
  焼肉料理 京城苑
　　　
  会員推進キャンペーンにご協力を！



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

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

㈱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
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
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回転体危険体感
「もし、回転する機械に巻き込まれたら？」

フォークリフト危険体感
「もし、フォークリフトが転倒したら？」

高所危険体感
「もし、高い場所から落下したら？」

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～  

環境行動計画推進・ISO特別委員会主催　
平成２５年度「省エネ改善事例発表会」
3月24日（月） 於：当所３階大ホール
　　　　　　　　　　　　　 時：1３:３0～1５:３0
　当委員会（委員長：岩田守弘氏、住友重機械工業
㈱名古屋製造所）は、会員の省エネルギー化推進の
ため、事例発表会を開催しました。
第１部　「事例発表会」
　～他社の改善事例を参考に自社への展開を～
　今年度、各業種部会にて選定された「環境モデル
事業所」の担当者
より、年間を通じ
て自社にて取り組
んだ省エネ活動の
内容と成果の発表
を行いました。
　各事業所それぞ
れに、省エネ診断
の結果をもとに創
意・工夫による改善を重ね、見事に電気使用量・契約
電力の削減をされました。
　発表者からは、「省エネ活動に取り組んだ事で、会
社における他のムダ（費用）を発見する事ができた」
「数値分析の重要性を学んだ」との声をいただくと
共に、参加者からは、「同業者の取り組みは大変参考
になる」「省エネの補助金の情報を知れた」など大変
高い評価をいただきました。事例について商工会議
所・環境サイトにて今後随時紹介して行きます。

製造業部会主催　安全体感道場体験研修
3月20日（木） 於：TABMEC㈱（刈谷市）
　　　　　　　　　　　 時：14：００～17：00
百聞は一体感にしかず！
昨今、若年層の経験不足による作業中の事故が大き
な問題になっています。そこで、製造業部会では、安
全教育の一環として安全体感道場体験研修を実施
しました。
ロボットや機械・車両の実物を使って、７つメニュー
（①高所、②回転体、③玉掛け、④作業、⑤柵内、⑥電
気、⑦フォークリフト）を体感し、「危険とは何か？」
「ルールを守るとはどういうことか」など、安全の大
切さを“からだ全体”体感してきました。

第２部　「愛知県における循環型社会形成に向けた
　　　　取り組みの紹介」
　愛知県環境部 資源循環型推進課 循環G 主任 長
谷川毅郎氏から、愛知県が行っている省エネや環境
に関する支援策について「新・あいちエコタウンプラ
ン」のパンフレットをもとにご説明いただいました。
　愛知県では、環境（省エネ・省資源）活動に取り組
む企業に対し、様々な支援策を用意しているので、
「是非ご相談下さい」とのことでした。

「危険な事は頭では理解できていたが、体感教
育を受けたことによって、身体で理
解することができた」「今まで知ら
なかった危険を発見できた」「安全
意識の高揚、心構えが出来た」etc.

発表事業所・発表者紹介（敬称略）

事業所名 氏名

 寿司割烹なだか 柿原誠太郎

 フジモールド 大島将平

 三力工業㈱ 篠田耕一

 シンセイ建設㈱ 深谷わか菜

 大天工業㈱ 大野正浩

 マリポサ榊原龍雄ダンススタジオ 榊原育子

参 加 者 の 声
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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      
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～橋本実践塾（ものづくり塾）は、小規模事業所を対象に｢固有技術｣｢管理技術｣｢和の心｣をベースにした､"人材育成"を目指し活動しています～

第５ステージの活動成果の特徴

▲資料保存箱置場を明確にし、保管期間も明示 ▲出荷梱包用段ボールの先入先出を徹底！ ▲備品棚の備品をどこに何があるか分かるよう
　に表示し、取り出しが容易に！

製造業部会主催　
ものづくり塾第５ステージ「成果発表会」
3月25日（火） 於：㈱サンビゴー（北崎町）
　　　　　　　　　　　時：11:00～12:00
　「ものづくり塾」の第５ステージは、㈱サンビゴーの
現場において実施されました。２月上旬から３月下旬
の２ヶ月間で４回の活動を実施し、成果発表会を行い
ました。

　ものづくり塾は、５月の総括発表会をもって第６期
の活動を終了します。２６年度からは製造業以外の業
種にも拡大展開し、名称も「ものづくり塾」から「橋本
実践塾（職場の改善）」とし、６月から２グループ１０名
で第７期生の活動を行っていく予定です。

大府商工会議所主催　講演会　
地域とともに
～げんきの郷づくりの事例から～
３月２６日（水） 於：当所３階大ホール
　　　　　　　　　　　　　 時：15：40～16：30
　講師：深谷泰造氏
　　　 （元あいち知多農協代表理事副組合長）

　深谷氏は、大府生まれの大府育ちで、生粋の「おお
ぶっこ」です。大府をこよなく愛し、自ら「大府大好
き！」と公言するほどです。現在も、黄色い花に彩られ
た知多半島を夢見て、NPO法人東知多菜の花プロ
ジェクトを立ち上げ、会長として大府の魅力を発信
すべく精力的に活動されています。
　今回は、今では大府を代表する観光スポットと
なった『げんきの郷』の開設に携わった経験をお話い
ただき、私たちが目指す「まちづくり」（ウェルネスバ
レー構想実現・地域発信型観光事業の創出・観光資
源づくり等々）の参考にしたいとの思いから、ご講演
をいただきました。

農と食の地域づくり
　深谷氏は、大府町農業協同組合（現あいち知多農
業協同組合）に就職され、地域に根ざした農協活動
に従事されました。この間、昭和３４年に大府町農協
が多額の欠損金を抱え破綻するという事態を経験
されました。その際、地域の皆様、行政等に助けられ
た経験から、地域のために、地域の皆さんと一緒に

なって活動しようと
いう考えを持たれ
たとのことでした。

アグリルネッサンス
構想への取り組み
　昭和４９年の合併により東知多農協（大府・東浦・
阿久比）となると、当時よりウェルネス（健康）を合言
葉とし、平成５年には、新たな地域農業の変革・活性
化を目指した「アグリルネッサンス構想」に着手され
ました。
　土づくりを基本とした有機農業の実践、都市近郊
農業を活かした地産地消等を掲げ、それを実践でき
る総合センターとして、『げんきの郷』の立ち上げを
目指しました。
　破綻という過去の苦い経験から、健全経営を目指
し、建設資金を積立てるなど、周囲の理解を得る努
力を続けられ、同時に競争に打ち勝つための経営力
を磨いてきたことが、今の『げんきの郷』の繁栄につ
ながり、地域の財産といえるほどの存在となりまし
た。

　私たち大府商工会議所も、地域のため、住みよい
活力ある大府にするため、尽力してまいりますので、
皆様、ご協力よろしくお願いいたします。

会議所だより

平成２５年度「ものづくり塾」活動状況

事業所名No, 日程 状況

1 ㈱東海塗装工業所 6～7月 済

2 日多加産業㈱ 8～9月 済

3 東海興業精機㈱ 10～11月 済

4 ㈱越智鋳造所 12～1月 済

5 ㈱サンビゴー 2～3月 済

 総括発表会 5月29日 予定

会議所だより

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



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      
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～橋本実践塾（ものづくり塾）は、小規模事業所を対象に｢固有技術｣｢管理技術｣｢和の心｣をベースにした､"人材育成"を目指し活動しています～

第５ステージの活動成果の特徴

▲資料保存箱置場を明確にし、保管期間も明示 ▲出荷梱包用段ボールの先入先出を徹底！ ▲備品棚の備品をどこに何があるか分かるよう
　に表示し、取り出しが容易に！

製造業部会主催　
ものづくり塾第５ステージ「成果発表会」
3月25日（火） 於：㈱サンビゴー（北崎町）
　　　　　　　　　　　時：11:00～12:00
　「ものづくり塾」の第５ステージは、㈱サンビゴーの
現場において実施されました。２月上旬から３月下旬
の２ヶ月間で４回の活動を実施し、成果発表会を行い
ました。

　ものづくり塾は、５月の総括発表会をもって第６期
の活動を終了します。２６年度からは製造業以外の業
種にも拡大展開し、名称も「ものづくり塾」から「橋本
実践塾（職場の改善）」とし、６月から２グループ１０名
で第７期生の活動を行っていく予定です。

大府商工会議所主催　講演会　
地域とともに
～げんきの郷づくりの事例から～
３月２６日（水） 於：当所３階大ホール
　　　　　　　　　　　　　 時：15：40～16：30
　講師：深谷泰造氏
　　　 （元あいち知多農協代表理事副組合長）

　深谷氏は、大府生まれの大府育ちで、生粋の「おお
ぶっこ」です。大府をこよなく愛し、自ら「大府大好
き！」と公言するほどです。現在も、黄色い花に彩られ
た知多半島を夢見て、NPO法人東知多菜の花プロ
ジェクトを立ち上げ、会長として大府の魅力を発信
すべく精力的に活動されています。
　今回は、今では大府を代表する観光スポットと
なった『げんきの郷』の開設に携わった経験をお話い
ただき、私たちが目指す「まちづくり」（ウェルネスバ
レー構想実現・地域発信型観光事業の創出・観光資
源づくり等々）の参考にしたいとの思いから、ご講演
をいただきました。

農と食の地域づくり
　深谷氏は、大府町農業協同組合（現あいち知多農
業協同組合）に就職され、地域に根ざした農協活動
に従事されました。この間、昭和３４年に大府町農協
が多額の欠損金を抱え破綻するという事態を経験
されました。その際、地域の皆様、行政等に助けられ
た経験から、地域のために、地域の皆さんと一緒に

なって活動しようと
いう考えを持たれ
たとのことでした。

アグリルネッサンス
構想への取り組み
　昭和４９年の合併により東知多農協（大府・東浦・
阿久比）となると、当時よりウェルネス（健康）を合言
葉とし、平成５年には、新たな地域農業の変革・活性
化を目指した「アグリルネッサンス構想」に着手され
ました。
　土づくりを基本とした有機農業の実践、都市近郊
農業を活かした地産地消等を掲げ、それを実践でき
る総合センターとして、『げんきの郷』の立ち上げを
目指しました。
　破綻という過去の苦い経験から、健全経営を目指
し、建設資金を積立てるなど、周囲の理解を得る努
力を続けられ、同時に競争に打ち勝つための経営力
を磨いてきたことが、今の『げんきの郷』の繁栄につ
ながり、地域の財産といえるほどの存在となりまし
た。

　私たち大府商工会議所も、地域のため、住みよい
活力ある大府にするため、尽力してまいりますので、
皆様、ご協力よろしくお願いいたします。

会議所だより

平成２５年度「ものづくり塾」活動状況

事業所名No, 日程 状況

1 ㈱東海塗装工業所 6～7月 済

2 日多加産業㈱ 8～9月 済

3 東海興業精機㈱ 10～11月 済

4 ㈱越智鋳造所 12～1月 済

5 ㈱サンビゴー 2～3月 済

 総括発表会 5月29日 予定

会議所だより

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



発行回数：年12回（毎月１日発行）
配 布 先：大府商工会議所会員、近隣商工会議所・商工会
　　　　　関係団体、官公庁など
申 込 み：掲載希望月の前月10日

☆会報全面カラー化に伴い広告もカラーで掲載可能！
☆地域で事業を営む方に的を絞ってPRできます！

大府商工会議所広告掲載企業募集

※ただし、公序良俗に反するもの、法律関係に違反するもの、また、その恐れのあるもの等、
　その他不適切と認められる場合は、掲載をお断りする場合があります。

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？

8 9

▲細谷教育長より表彰を受ける
　伊藤慎悟さん

会議所だより

日本珠算連盟大府支部主催　
平成２５年度優良生徒表彰式
３月２６日（水） 於：当所３階大ホール
　　　　　　　　　　　　　 時：1０：３0～1１：３0
　今年度は本部表彰２名、支部表彰２３名の推薦があ
り、審査の結果、全員
を表彰することになり
ました。また、同時に
全国あんざんコン
クール・全国そろばん
コンクール入賞者（全
国１００位以内）１名の
表彰も行いました。

　本表彰制度は、珠算塾を開いている支部会員の塾
より推薦された生徒を、日本珠算連盟本部及び大府
支部優良生徒表彰規定の選考基準に照らして審査
し、表彰するものです。
　式典では、大府市教育委員会の細谷正明教育長
から、お祝いと激励の言葉をいただきました。

☆日本珠算連盟本部表彰☆
　１年以上の皆勤、珠算１級取得、２年以上の在籍、
  その他生徒の模範となるもの
　　濵島彩花（神田小４年）大府速算塾
　　足立賢亮（大府北中１年）早川珠算塾
☆日本珠算連盟支部表彰☆
【最優秀賞】段位有段者
　　青山　　出（片葩小６年）中珠算教室
　　熊谷侑一郎（大東小6年）大府速算塾
【優秀賞】珠算２・３級、暗算１級取得
　　小出竜輝　岩佐真由子　小林瑠夏
　　廣澤篤司　廣澤雅人　八窪恭司
　　酒井遼人　伊藤らな
【優良賞】継続努力した者、他の模範となる者
　　伊藤　翼　尾池琉香　竹田有佑
　　田端真衣　平野孝明　藤田昂伸
　　長瀬未夢　梶原悠汰　末永咲菜
　　下地栞奈　八窪優奈　八窪真愛
【支部特別賞】そろばんコンクール金賞
　　熊谷弥夕
【２０１３年全国あんざんコンクール入賞】
　中学生1年生の部 ４６位
　　伊藤慎悟（星城中１年）栄速算学園
【２０１３年全国そろばんコンクール入賞】
　中学生１年生の部 ８２位 
　　伊藤慎悟（星城中１年）栄速算学園

おめでとうございます!!
優良生徒表彰の皆さんは以下のとおり

順不同敬称略

東浦ふるさとガイド協会主催
ふるさとガイドおおぶ共催　
第9回観光ガイド育成研修会・
現地研修
３月２9日（土）　　　  　 於：師崎街道（東浦街道）
　参加２６名　　　　　　 時：９：00～１２：００
　講師：東浦ふるさとガイド協会

師崎街道とは・・・
　江戸時代の東海道の大脇村（現豊明市）から、境
川・衣ヶ浦に沿って南下し、南端の師崎までの海辺の
通りのことで、東浦街道とも呼ばれました。明治にな
ると大高から、緒川（東浦町）を経て、大浜港（現碧南
市）へ続く大浜街道が作られました。また、大高から
師崎までの道も師崎街道と呼びました。知多四国八
十八箇所巡りでは、１番札所の曹源寺（豊明市）が大
脇村にあり、東海岸を南下しながら師崎へ向かいま
す。江戸時代には、知多半島の東側全体を東浦、西側
を西浦と呼んでいたため、東浦町になったようです。
大府駅から出発！
　大府駅は、明治19年の武豊線開業後、明治20年９
月10日に開業し、東海道線が開通すると武豊線との
分岐駅として発展し、現在に至っています。昔の駅舎
は今の駅舎の南にあり、亀崎駅（現存日本最古の駅

舎）のような建物
でした。
大府駅の南150ｍ
程のところで、大
高方面からの大浜
街道が合流し、そ
の先の常川屋さん

の交差点が大浜街道と豊明・横須賀を結ぶ道路との
交差点でした。後に踏み切りを廃止し陸橋が造られ
ると、賑わいは減ってしまったそうです。東の交差点
みどり屋さんの場所に道路元標があります。
　また、今の大府公民館の場所が、大府町役場跡で
す。高山古墳の元の地名は「三本木」で、江戸時代に
は３本松が並んでいました。
八幡社は奇跡の神社!?
　今回のコースの見所は、八幡社です。大府村の八
幡社で、戦国時代に武士が住んでいたようです。武
豊線で大府に着く手前右下に、東海道線に挟まれて
見える不思議な神社が八幡社です。東海道線建設で
３回敷地が削られても残った奇跡の神社で、家康と
信長の清洲同盟に
繋がった石ケ瀬の
戦いの本陣がこの
場所だったと言わ
れ、ここから村木砦
跡が一望できます。
　東海道線も開通
当初は単線で、八
幡社社殿正面に向かって右側の線路（現在は東海道
線上り）だけでしたが、今は左側の武豊線の外側に
東海道線下りが走っています。八幡神社は、武豊線、
東海道線、石ケ瀬の戦いの３つのテーマが交錯する
場所として、観光資源価値は全国区と感じました。
　また、今年は空海が大井港（南知多町）に上陸
1200年目にあたります。空海の奇跡は全国に残って
いますが、知多半島では大府の「おしも井戸」の話が
伝えられています。
　石ケ瀬川を渡る武豊線は、村木砦跡横の信号機で
客車用と貨物用とに分岐します。貨物用が武豊線開
通当時の線路で、この辺りは、石ケ瀬の戦いが行な
われた戦場と言われています。
　大府駅からこの地点までが、大府市観光のゴール
デンルートと強く感じました。

【コース】大府駅→①旧大浜街道分岐点→②旧県道
（豊明・横須賀）交差点→③高架下（行者堂）→④八幡
神社→⑤東浦街道との分岐点→⑥おしも井戸→⑦
武豊線石ケ瀬川鉄橋付近→⑧現国道交差点→⑨猪
伏道→⑩村木砦跡→⑪ぶいぶい婆の墓（岡田貝塚）
→⑫極楽寺の大楠→⑬元の岡田川→⑭今の岡田川
→⑮蓮華経庵跡（天白遺跡）→⑯伝宗院入口・丁石→
⑰入海神社→⑱大浜街道分岐点→⑲緒川コミュニ
ティーセンター→緒川駅（武豊線）

会議所だより会議所だより



発行回数：年12回（毎月１日発行）
配 布 先：大府商工会議所会員、近隣商工会議所・商工会
　　　　　関係団体、官公庁など
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大府駅から出発！
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月10日に開業し、東海道線が開通すると武豊線との
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は今の駅舎の南にあり、亀崎駅（現存日本最古の駅

舎）のような建物
でした。
大府駅の南150ｍ
程のところで、大
高方面からの大浜
街道が合流し、そ
の先の常川屋さん

の交差点が大浜街道と豊明・横須賀を結ぶ道路との
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会議所だより会議所だより



　今回のイベントは、交流にぎわいで、ウェルネスバレーの情報を発信し、認知度を向上させることで、
産業振興につなげ、持続可能な地域づくりを目指す目的で開催しました。ウェルネスバレーＰＲのため、
東浦町と大府市が初めて共同開催した市民参加型イベントで、多くの団体が連携協力しました。来場者
アンケートからわかったことをお知らせします。

健康ふれあいフェスタ in
ウェルネスバレー開催報告

おかげ様で大盛況！ご協力ありがとうございました！

来て良かった 82％
次回もぜひ来たい 85％

ウェルネスバレーの認知度向上について
Ｑ．ウェルネスバレー構想を知っていますか？
（大府市在住者）
① 知っている 52％
② 名前は聞いたことがある 23％
③ ①＋② 75％

あいち健康の森公園を利活用できることが
実証できました。

比較的認知度が高かったのは、チラシ等に
記載したウェルネスバレー構想の紹介文を
見て来場した方が多かったためでは？大府
市の市民意識調査（平成25年度）では、
① 知っている 14.6％
② 名前は聞いたことがある 24.3％
③ ①＋② 38.9％

① 健康・医療・福祉に関する施設が集ってい 
　 る地域
② 食の健康・体の健康に関する施設が充実し
　 た地域

今後の展開・改善点
にぎわいでウェルネスバレー構想の認知度を
向上させることができると判明したため、今
後は、継続的な開催がウェルネスバレー構想
の実現に近づく第一歩となると考えます。た
だし、開催時期と運営体制は見直しが必要です。

①+②は61.3％で過半数を越えました。

日　時：３月16日（日）９:10～16:00 天    気：快晴（気温18℃）　
場　所：あいち健康の森公園・げんきの郷あすなろ舎 集客人員：12,000人   

市民がウェルネスバレーに望むことは･･･来場者の声　　（回答数：212件）
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楽しかったイベントは？

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
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会議所だより

NPO法人東知多菜の花プロジェクト主催
大府商工会議所共催
第５回おおぶ菜の花まつり
4月6日（日） 　 於：げんきの郷北側
 　 時：9：30～14：00
　大府市内の菜の花やカラシナ、桜など、春の花々
を愛でながら、決められたポイントを巡るスタン
プラリーの形式で行われました。今回はＪＲさわ
やかウォーキングが同時開催されたことものあ
り、多くの方々に大府を巡っていただくことがで
きました。寒く強風の吹く天気でしたが、スタンプ
を集めた方々には、揚げたてドーナツや温かいお
味噌汁のサービスがあり、参加者に大変喜ばれて
いました。また、
コースの途中では
お茶等の接待や名
所旧跡のガイドも
行われ、おもてなし
の精神にあふれた
おまつりでした。

吉森支部主催
石ヶ瀬川ライトアップ夜桜
3月21日（金）～4月15日（火）  於：石ヶ瀬川
　　　　　　　　 　　　　　  時：17：30～21：00
　当所吉森支部が、今年初めて実施したライト
アップ夜桜は、地域の皆さんのご寄付やご協力に
より、無地終了しました。石ヶ瀬川の桜並木にぼん
ぼりがズラリと並ぶ情景は壮観で、川岸のカラシ
ナの黄色とあいまって、うっとりするほどの美し
さでした。
　４月６日（日）のＪＲさわやかウォーキングの際
には、コーヒーサービス（1200杯）も行われ、大好
評でした。
　大府の名所がまた一つ誕生しました。

建設業部会
住宅修繕相談事業専門部会 第12回総会
4月9日（水） 　 於：当所２階会議室
　　　　　　　　　　　  　　 時：19：00～20：00
　事業報告並びに事
業計画など上程され
た全ての議案が可決
承認され、メンバー全
員が心新たに新年度
のスタートを迎えま
した。

住宅修繕相談事業とは、毎月第２・第４水曜日午後１時
～４時、大府商工会議所にて、当所建設業部会会員で、増
改築相談員の資格を持ったメンバーが、住宅とその屋敷
回りの修理や増改築について無料で相談に応じる事業
です。

大府市雇用対策協議会主催
新就職者激励会
4月11日（金）  　　   於：大府市役所多目的ホール
　　　　　　　　　  時：18：30～20：00
　大府市雇用対策協議
会（会長：久野孝保市
長）の会員事業所40社
に今春採用された236
名が出席しました。
　新就職者代表の河野
健太さん（協和工業㈱）
は、「1日も早く1人前の社会人になれるよう、何事
にも全力で取り組みます」と力強く誓いのことば
を述べ、社会に貢献していく決意を感じさせてく
れました。同式典では、優良従業員表彰も行われ、
16名の先輩方が表彰されました。
　式典後にはビンゴゲームが行われ、液晶テレビ
など豪華な景品が当たるたび、歓声があがってい
ました。最後にプレゼンターとして噂の「いもメ
ン」が登場する一幕もあり、大変盛り上りました。

平成25年度住宅修繕相談事業実施状況
相談回数21回
相談件数40件（昨年度比6件増）
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このたび、大府商工会議所は、以下のとおり、
人事異動を行いました。　　（　）内は前役職

事務局からお知らせ

●面倒な経理・税務・経営対策をお手伝い
●難しい計算は一切不要
●簡単な記入作業をしていただくだけ
●毎月の経営データを詳細に作成
●確定申告、節税に有利な青色申告形式
●これから自主記帳を覚えたい方にも最適

井沼　　健   まちづくり推進課 課長（同課主幹）
　　　　　 【㈱日本旅行より出向】
加古　吉彦　中小企業相談所 所長補佐（同所主任）
小久保友博　中小企業相談所 主任（同所主事）

　住宅エコポイント交換商品「大府エコ商品券」の利
用期限が迫っています。
　もし、お手元に未換金の対象商品券をお持ちでした
ら、早めの換金手続きをお勧めします。
　今後、正式に事業終了が確定しましたら、ご案内い
たします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　 大府商工会議所

　平成 25 年度事業報告書並びに収支決算書、平
成 26 度事業計画書並びに収支予算書など全ての
議案が可決されました。次いで任期満了に伴う役
員選任で、古市晃久会長始め 28 名の役員が選任
されました。
　新役員は以下のとおりです。

会　　長　古市晃久  アズイン大府

直前会長　早川　仁  早川仁税理士事務所

副 会 長　牧之瀬昭　㈱共和カメラ
　　　　　日高　淳　日多加テクノサービス㈲
　　　　　塚本信幸　塚本石工業
　　　　　平岩幹広　㈱ＧＳＳ

理　　事　山口昌和　大府精巧㈲
　　　　　山口　宏　共和不動産
　   　　　深見貴英　足軽家
　  　　　 赤田豊和　㈱エグゼ
　　　　　山本　修　㈲共和金型
　　　　　山岡　貴　㈲朝妻製作所
　　　　　伊藤　誠　㈱伊藤プラスチック工業
　　　　　梶野真男　㈲舞台工房伽藍堂
　　　　　間瀬健一　センスイ設備

理　　事　古道智洋　㈱古道工業所
　　　　　島岡亮司　島岡製作所
　　　　　可部幸一　可部建築
　　　　　近藤匡則　㈱ＯＮＳコンドー
        　 　青山　功　㈲青山木型製作所
　　　　　福田賢洋　ＪＯＵＲＮＥＹ
　　　　　首藤亮太　㈱首藤鉄工所
　　　　　花井健治　㈲花建建装
　　　　　有川達也　Ｂ・Ｍ・Ｔ
　　　　　大島将平　フジモールド
　　　　　橋本　亮　鐵建

監　　事　三苫雅彦　㈲三苫業務店
　　　　　大和田宏之  大府造園土木㈲

　また、木村会頭より、今回定年を迎え青年部を
卒部される方々に、感謝状と記念品が贈呈されま
した。

平成25年度青年部卒部者（敬称略）
　　田中利夫　㈲田中総合貿易 
　　鈴木勝己　鈴建ホーム
　　田中光直　㈱浜風屋
　　竹内彰英　竹内建設
　　坂野国誉　神池自動車

平成26年度会長に古市晃久氏青年部第12回通常会員総会

経理事務や確定申告でお困りではないですか？
～大府商工会議所の経理サポートサービスのご案内～

年間料金

基本料金

決算確定申告
消費税申告年度

料金内訳

82,000円
（消費税課税年度は87,000円）

72,000円
（月6,000円×12ヶ月）

＋10,000円
＋5,000円

大府エコ商品券
お取り扱い事業所の皆様へ

【問合せ】大府商工会議所 中小企業相談所　担当 : 竹内　電話 :0562－47－5000

Action!!　行動力と団結力のある青年部へ
～地域で必要とされるNo.1 団体をめざして～

　日本発明振興協会と日刊工業新聞社共催の「第39回(2013
年度)発明大賞」に㈱型善(代表取締役　近藤駆米雄氏)の「発砲
エラストマー樹脂を嵌めた自転車及び車いす用ノーパンクタ
イヤ」の発明が選ばれ、去る3月18日に、東京都立産業技術研
究センター・東京イノベーションハブで開催された表彰式に
て、発明功労賞が贈られました。
　発明大賞は、独創性に富む発明によって優秀な技術・製品を
生みだした中堅・中小企業の方々を表彰し、その功績を広く一
般に紹介するものです。
　また、発明功労賞は、優れた発明考案により、わが国産業の発
展と国民生活の向上に業績をあげた企業及び個人またはグループに贈られるもので、優れた発明で付与
された特許権があり、事業化されて販売実績のあることが条件となっています。
㈱型善さんは、第33回発明大賞でも「ポリアミド樹脂成型品射出成形方法」にて同賞東京都知事賞を受
賞されており、第39回までの表彰総数1,195件の中で２度目の受賞は、２社しかなく大変な名誉にて
大府の誇りとしてご紹介します。

㈱型善　第39回発明大賞　発明功労賞受賞
まことにおめでとうございます!

会 員 便 り

▲挨拶する新会長の古市晃久氏

▲早川直前会長（左）より会長バッヂを引継ぎました。

▲表彰状を手にする近藤社長
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講習会・イベントのご案内
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！

　経営計画に基づいて実施する販路拡大（チ
ラシ作成、展示会出展、商品パッケージ変更
等）の取り組みに対し50万円を上限に補助
金（補助率：２／３）が出ます。
　公募要領・申請書様式など、詳細は小規模
事業者持続化補助金の特設ホームページを
ご覧ください。
 http://www.jizokukahojokin.info/

※なお、４月会報同封チラシ及び当所ホーム
　ページに掲載した上記補助金第２次公募
　につきましては、国の諸事情により実施さ
　れる可能性が極めて低くなりましたので、
　ご承知ください。

～販路拡大をお考えの小規模事業者の皆様へ～

小規模事業者持続化補助金
（申請締切5月27日）

平成２７年３月新規学卒
求人取扱説明会

～新卒者の適正な雇用にご理解とご協力を～

ウェルネスバレーめぐり

～繋げよう広げようめぐりの輪～

アライアンスパートナー発掘市2014

～県内２１商工会議所、年に一度の大商談会～

　ウェルネスバレーの施設を巡り、スタンプを集
めて抽選にチャレンジしましょう。フォトコンテ
ストも実施中。詳細はホームページ（ウェルネス
バレーで検索！）をご覧ください。

　商工会議所の会員同士の事前調整型の商談会。
会員であればどなたでも参加可能。思わぬ出会い
が思わぬ可能性を生み出します。

●申　込：専用ホームページ
　　　　　www.aichi-partner.jp　　

より必要事項を入力（アライアンス
　　　　　パートナー発掘市で検索 !）
●申込締切：５月23日（金）
●商談期間：７月７日（月）～11日（金）
●商談会場：名古屋商工会議所５階会議室
●参加資格：愛知県内の主催商工会議所会員
●参加費：無料
●問合せ：0562－47－5000
         　　（大府商工会議所）

春の

●日　時：４月26日（土）～６月15日（日）
　　　　　10：30～16：00
●会　場：ウェルネスバレー４施設＋α４施設
　あいち健康プラザ・あいち健康の森公園　　
　げんきの郷・ウッドビレッジ・憩の郷（α）　
　さわやかの丘（α）・ルミナス大府（α）
　愛厚ホーム大府苑（α）

●参加費：無料
●主　催：ウェルネスバレー　　　　　　　　

推進協議会
　　　　　交流・にぎわいＷＧ
●問合せ：0562－45－6255
　　　　　　（大府市 企画政策課 ウェルネスバレー推進室）

　平成 26 年６月 20 日から、平成 27 年３月
新規中学校及び高等学校卒業予定者を対象とす
る求人の受付が開始されます。その取扱い等につ
いて、下記のとおり、求人説明会が開催されます
ので、採用を検討されている企業は、是非ご参加
ください。

●日　時：6月12日（木）
　　　　　13：30～16：00

●会　場：刈谷市産業振興センター
　　　　　本館７階　小ホール
　　　　　刈谷市相生町１－１－６

●主　催：刈谷公共職業安定所　　　　　　　
●問合せ：0566－21－5003
 　　　　 （ハローワーク刈谷求人・企画部門）

■融 資 額　2,000万円以内（１,５００万円から拡充されました！）
　　　　　　※ただし、1,500万円を超える場合は、事業計画書が必要となります。
■資金使途   運転資金　　７年以内（うち据置期間１年以内）　年1.45％
　　　　　　設備資金　１０年以内（うち据置期間２年以内）　年1.45％
■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4月9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
～マル経融資以外の融資もご相談に応じていますので、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、卸売業、サービス業
で悪化、その他の３業種で改善した。

●一般工事業からは、「公共工事を中心に当
面の受注は確保しているものの、住宅関連
の落ち込みがいつまで続くか分からず、先
行きが不安」とのコメント。自動車部品製
造業からは、「輸出向けなど、カーエアコ
ン関連の受注が堅調。他方で、４月からは
消費税引き上げに加え、電力料金の値上げ
があるため、業績悪化が懸念される」との
コメント。総合スーパーからは、「衣料品
や寝具のほか、洗剤・ティッシュなどの日
用品の売上が大幅に伸びている」との声、
飲食店からは、「仕入コストや光熱費が増
大しているものの、価格転嫁は困難。消費
者離れを防ぐため、利益を圧縮せざるを得
ない」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。産業別にみても、
全業種で悪化する見込み。

日本商工会議所では、全国421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。

14 15

12/2 　 4 　 6 　 8 　10 　12 　13/2 　 4 　 6 8 　10 　12　14/2

20

10

0

-10

-20

-30

-40

-50

-60

東海 全国

ブロック別全企業DI
（前年同比）の推移（東海）業況

 　１３年   　　 　　 １４年   　　 　　    先行き見通し
 １０月   １１月   １２月   １月    ２月    ３月    　４～６月

業　　況 ▲ 10.7 ▲ 7.3 ▲ 1.1 2.9 3.5 3.9 ▲ 39.3
       
売　　上 ▲ 2.2 1.2 17.4 16.2 16.4 24.0 ▲ 31.1
       
採　　算 ▲ 11.8 ▲ 8.4 ▲ 6.7 ▲ 5.2 ▲ 4.1 5.2 ▲ 38.4
       
資金繰り ▲ 7.4 ▲ 8.5 ▲ 7.4 ▲ 7.5 ▲ 1.8 ▲ 4.6 ▲ 18.0
       
仕入単価 ▲ 44.0 ▲ 45.7 ▲ 48.0 ▲ 50.4 ▲ 48.5 ▲ 44.4 ▲ 45.9
       
従 業 員 12.8 9.0 11.2 11.8 10.5 13.6 2.6

全産業ＤＩ（前年同月比）の推移

平成26年3月調査結果
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●問合せ：0562－47－5000
         　　（大府商工会議所）

春の

●日　時：４月26日（土）～６月15日（日）
　　　　　10：30～16：00
●会　場：ウェルネスバレー４施設＋α４施設
　あいち健康プラザ・あいち健康の森公園　　
　げんきの郷・ウッドビレッジ・憩の郷（α）　
　さわやかの丘（α）・ルミナス大府（α）
　愛厚ホーム大府苑（α）

●参加費：無料
●主　催：ウェルネスバレー　　　　　　　　

推進協議会
　　　　　交流・にぎわいＷＧ
●問合せ：0562－45－6255
　　　　　　（大府市 企画政策課 ウェルネスバレー推進室）

　平成 26 年６月 20 日から、平成 27 年３月
新規中学校及び高等学校卒業予定者を対象とす
る求人の受付が開始されます。その取扱い等につ
いて、下記のとおり、求人説明会が開催されます
ので、採用を検討されている企業は、是非ご参加
ください。

●日　時：6月12日（木）
　　　　　13：30～16：00

●会　場：刈谷市産業振興センター
　　　　　本館７階　小ホール
　　　　　刈谷市相生町１－１－６

●主　催：刈谷公共職業安定所　　　　　　　
●問合せ：0566－21－5003
 　　　　 （ハローワーク刈谷求人・企画部門）

■融 資 額　2,000万円以内（１,５００万円から拡充されました！）
　　　　　　※ただし、1,500万円を超える場合は、事業計画書が必要となります。
■資金使途   運転資金　　７年以内（うち据置期間１年以内）　年1.45％
　　　　　　設備資金　１０年以内（うち据置期間２年以内）　年1.45％
■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4月9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
～マル経融資以外の融資もご相談に応じていますので、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、卸売業、サービス業
で悪化、その他の３業種で改善した。

●一般工事業からは、「公共工事を中心に当
面の受注は確保しているものの、住宅関連
の落ち込みがいつまで続くか分からず、先
行きが不安」とのコメント。自動車部品製
造業からは、「輸出向けなど、カーエアコ
ン関連の受注が堅調。他方で、４月からは
消費税引き上げに加え、電力料金の値上げ
があるため、業績悪化が懸念される」との
コメント。総合スーパーからは、「衣料品
や寝具のほか、洗剤・ティッシュなどの日
用品の売上が大幅に伸びている」との声、
飲食店からは、「仕入コストや光熱費が増
大しているものの、価格転嫁は困難。消費
者離れを防ぐため、利益を圧縮せざるを得
ない」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。産業別にみても、
全業種で悪化する見込み。

日本商工会議所では、全国421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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ブロック別全企業DI
（前年同比）の推移（東海）業況

 　１３年   　　 　　 １４年   　　 　　    先行き見通し
 １０月   １１月   １２月   １月    ２月    ３月    　４～６月

業　　況 ▲ 10.7 ▲ 7.3 ▲ 1.1 2.9 3.5 3.9 ▲ 39.3
       
売　　上 ▲ 2.2 1.2 17.4 16.2 16.4 24.0 ▲ 31.1
       
採　　算 ▲ 11.8 ▲ 8.4 ▲ 6.7 ▲ 5.2 ▲ 4.1 5.2 ▲ 38.4
       
資金繰り ▲ 7.4 ▲ 8.5 ▲ 7.4 ▲ 7.5 ▲ 1.8 ▲ 4.6 ▲ 18.0
       
仕入単価 ▲ 44.0 ▲ 45.7 ▲ 48.0 ▲ 50.4 ▲ 48.5 ▲ 44.4 ▲ 45.9
       
従 業 員 12.8 9.0 11.2 11.8 10.5 13.6 2.6

全産業ＤＩ（前年同月比）の推移

平成26年3月調査結果
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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

　「この御縁が、大きな輪になりますように」という意を込めて、社名は「ｅｎｇａｗａ（エ
ンガワ）」。お客様との出会いを、深めあたため、最適なご提案をさせて頂くと共に、さ
らなるビジネスチャンスを生み出すようなつながりができればと思っています。
　申し遅れましたが、チラシ、ポスター、リーフレット、ロゴ作成などを手掛ける広告
デザイン会社です。取引先は名古屋、東京など幅広く、「人のココロを動かす気持ちいい
デザインで、大府のまちを彩りたい」と地域活性化にも意欲的。よろしくお願いいたします。

engawa （エンガワ）

大府にとびきりの「御縁」を！

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　1,583
（平成26年5月1日現在）

 2 月会員総数 1,598

 3 月加入者数 ＋3

 4 月加入者数 ＋6

 3 月脱退者数 －16

 4 月脱退者数 －8

 4 月会員総数 1,583

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）

●住　所／大府市横根町平子 77-2
●TEL 070－5036－8650　
●e-mail takeda@enga-wa.jp代表取締役 アートディレクター デザイナー

竹田隆憲

　当店は JR 大府駅から徒歩２分、地域の皆様にご愛顧いただいている焼肉
店です。おかげ様で開業から 45 周年、お店もリニューアルオープンし、新
たなスタートを迎えました。定食・丼物を選ぶランチはボリュームもあり、
市役所の方や近隣ビジネスマンに好評です。夜のおすすめは「女子会コース」。内臓ミックス、海鮮チヂミ、キ
ムチ盛り合わせ、飲み放題２時間が付いて 3,000 円とお得です。その他、宴会はチェーン店と一味違い、予約時
にお客様のご要望を極力お聞きします。お気軽にお電話いただければ幸いです。

焼肉料理　京城苑

リニューアルした座敷で女子会など30名ご利用可！

●住　所／大府市中央町六丁目６６－１
●TEL 0562－48－2536　
●営業時間／11:30 ～ 13:30　17:00 ～ 24:00
●毎週火曜定休

会
員
の
広
場

●駐車場／向い側の名鉄協商のパーキングを
ご利用下さい。（駐車券提示でキャッシュバック有）　

大府ブランドを世界に！
あいち健康の森に植樹したハナモモ

桃山町の桜並木

5月12日よりクールビズ開始します


