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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

　小さなカード類からチラシやポスター、ロゴマーク、ノベルティグッズなどなど、
ニーズに合わせたご提案とデザインをしています。
　個人事業ならではの軽いフットワークで大府市内ならどこにでも伺います。何を作っ
たらいいの？等もお気軽にご相談ください。ご予算の範囲内で制作させていただきます。
　ご一緒に『ワクワク』を作っていきましょう。特にイベント関係はおまかせください！

アンズデザイン

デザインの力で人の流れが変わる！

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　1,582
（平成26年6月1日現在）

 4 月会員総数 1,583

 5 月加入者数 ＋11

 5 月脱退者数 －12

 5 月会員総数 1,582

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／大府市明成町　
●e-mail  ans.design@icloud.com    

山口恵子

　住友重機械グループとして培ったノウハウをもとに、「安心」「安全」「信頼」をモットーに、地域の皆様の大
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。
　また、各種保険のご提案、旅行のチケット手配やご相談など皆様のライフステージに合ったサービスをご提案
します。お気軽にお電話ください。    

いずみサポート（株）
名古屋支社

安心・安全なサービスをお届けします！

●住　所／大府市朝日町６丁目１番地
　　　　　（住友重機械工業（株）名古屋製造所内）  
●TEL 0562－48－5102（警備・施設管理）
　　　 0562－48－2515（保険・旅行）　
●お問い合わせ／毎週月曜日～金曜日
　　　　　　　　8：00～ 17：00    

会
員
の
広
場

支社長　大宮伸博

大府ブランドを世界に！
大倉公園つつじまつり

白魦池の睡蓮表紙にご登場いただける会員事業所を募集してます。
希望者は大府商工会議所までお問合せください。
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期間：平成26年2月19日～5月14日

　平成26年度第１回定例常議員会を開催し、５
月28日（水）開催予定の第25回通常議員総会の
議題として上程する「平成25年度事業報告及び
収支決算」等について審議しました。

審議事項
議案第１号　会員の加入について
　　　　　　19事業所の加入が承認されました　
　　　　　（詳細は下段「新入会員の紹介」を　
　　　　　　ご覧ください）。

議案第２号　平成25年度事業報告書について

議案第３号　平成25年度一般会計並びに
　　　　　　特別会計収支決算書について

議案第４号　平成26年度優良従業員被表彰候補
　　　　　　者の選考（案）について

　議案第２号から第４号議案についても原案ど
おり可決されました。なお、審議終了後、次の
２件の報告が行われました。

報告事項
①会員の脱退並びに変更について
②５月・６月の行事予定について

CONTENTS CALENDAR
商工会議所行事予定

院長／野村　誉（写真左）
大府市中央町6丁目74-1
TEL 0562-85-2782
休診日／日曜・祝日・月・水・木・金の午前、
　　　　火・土の午後
患者さんの立場に立ち、安全な治療技術、
指導管理を提供します。

※変更の可能性があることをご了承ください。

今月の表紙／ほまれ接骨院

院長／須藤 章博（写真右）
大府市共栄町9-3-3　ディアコートすず1F
TEL 0562-47-1101
休診日／土曜午後・日曜・祝日
医療の質にこだわり、常に「向上心」と
「感謝の気持ち」で地域医療に貢献します。

今月の表紙／わかば接骨院

第１回定例常議員会

～平成26年度　新入会員　よろしくおねがいします～

5月 15日（木）　於：当所３階大ホール　 時：14：00～16：0０
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

事業所名 代表者 住　所 業種・取扱い商品
（敬称略）

㈱日本テック
プラド
沖縄料理シーサー
スチールテックデグチ㈱
怜テック
　　　　　―
池亀建築
久野化工
立野社会保険労務士事務所
　　　　　―
フカヤ造園㈱
㈱石野工務店
冨田美装
㈱エース建装
㈱エイテック
Ｐａｃｈａ
自然空間。
ＭＴ-ＷＯＲＫＳ
武田塾 名古屋校

増田　直樹
宮下　　孝
川端　幸安
出口　弘親
鈴木　清治
坂口　伸尚
池亀　　勇
久野　芳浩
立野　　勇
座間　裕史
深谷　隆司
石野　政行
冨田　典幸
石本　幸二
英保　真一郎
枝尾　葉子
非掲載希望
名倉　伸佳
濱嶋　栄之助

柊山町
大東町
共栄町
名古屋市
名古屋市
桜木町
共西町
中央町
東新町
横根町
森岡町
名古屋市
共栄町
長草町
北崎町
名古屋市
吉川町
長草町
名古屋市

太陽光発電、住宅塗装
広告営業支援サービス
沖縄料理
鋼材
省エネ診断
足場組立
大工、板金
防水加工
労務管理コンサルティング
中小企業診断士
造園
住宅建築
内装工事業
塗装、防水、リフォーム工事
ボールトランスファーの製造販売
ブライダルヘアメイク
造園業
自動車部品製造
学習塾

　定例常議員会の審
議前に、大府商工会
議所に電解水素水整
水器を寄贈していた
だいた株式会社フカ
ミ（代表取締役：深
見聖美氏）に対し、
木村会頭が感謝状を
手渡しました。

感謝状を贈呈

▲㈱フカミの深見聖美社長（右）

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） 本支部連絡会
  （10:00 ～ 当所３階大ホール）
　　　　　　　　ウェルネスバレー推進会議
  （13:00 ～ 当所２階会議室）　　
  大府支部総代会
  （18:00 ～ 当所 2階会議室）
 13日（金） 正副会頭会議
  （9:00 ～ 当所 1階会議室）
  吉森支部総会
  （19:30 ～ 半月みんなの家）
 14日（土） ふるさとガイドおおぶ定例会・委員会 
  （9:30 ～ 当所３階大ホール）
 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）
 24日（火） 横北支部総代会
  （18:00 ～ 寿司割烹なだか）
 25日（水） 住宅修繕相談
        （13:00 ～ 当所１階相談室）
 26日（木） 省エネ事例解説セミナー
  （14:00 ～ 当所３階大ホール）
 29日（日） ビジネス実務法務検定
  （10:00 ～ 当所 3階大ホール）

7月　JULY  7月中旬以降は次号で掲載
 6 日（日） 福祉住環境コーディネーター検定
  （10:00 ～ 当所 3 階大ホール）
 9 日（水） 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）
  住宅修繕相談
  （13:00 ～ 当所 1 階相談室）
 10 日（木） おおぶ社会人学舎
  （16:00 ～ 当所 3 階大ホール）
 11 日（金） ふるさとガイドおおぶ定例会・研修会
  （9:30 ～ 当所 3 階大ホール）
 13 日（日） ふるさとガイドおおぶ定例会・研修会
  （9:30 ～ 当所 2 階会議室）
 14 日（月） 高年齢者雇用安定助成金説明会
  （10:00 ～ 当所 3 階大ホール）
 15 日（火） 高年齢者雇用安定助成金説明会
  （10:00 ～ 当所 3 階大ホール）

 3 第１回定例常議員会

  新入会員の紹介　　

 4‐6 会議所だより
  好感度アップ！ビジネスマナー講座

  経営計画作成セミナー
  
  新事業展開セミナー

  第 12回大倉公園つつじまつり
　　　　
 7 日本珠算連盟大府支部総会
　　　　
 8 女性会第 12回通常会員総会
        
 9 講習会・イベントのご案内
  おおぶ社会人学舎

  高年齢者雇用安定助成金説明会／個別相談会
        
  ＣＯ２削減／ライトダウンキャンペーン
　　　　
  メンタルヘルス相談日

 10 大府商工会議所・行政からのお願い

 11 ＬＯＢＯ調査報告

　  マル経資金を活用しませんか？
　　　　　
 12 会員の広場
  アンズデザイン
  いずみサポート㈱名古屋支社
　　　
  会員推進キャンペーンにご協力を！



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

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      

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

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。
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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～  

（公財）日本電信電話ユーザ協会協力　
好感度アップ！！ビジネスマナー講座
4月22日（火） 於：当所３階大ホール
　　　　　　　　　　　　　 時：9:３0～16:３0
　オフィス成旺の伊藤享子氏を招き、新入社員・若

手社員向けビジネスマナー講座を開催したところ、
市内１１事業所から20名が参加されました。
　まず、参加者は、ほ
とんどが初対面なの
で、隣席との自己紹
介を兼ねたフリー
トークが行われまし
た。比較的、年齢の
近い方が多く、友人
と会話するような気
軽な気分になり、緊
張をほぐすことが出
来たと思います。
　本講座は｢学生と社会人の違い｣から始まり、｢良
い人間関係の作り方｣、｢身だしなみ｣、｢敬語の使い
方｣、｢電話対応｣、｢メール・FAXの送り方｣、｢来客対
応｣、｢配席順｣などを順次学んでいきました。
　重点的に行われたのは｢電話対応｣です。テキスト
のシミュレーションで練習した後、録音できる電話機
を使い、実践に近い形式での演習が行われました。
練習とは違い、参加者と講師の目前で実践するロー
ルプレイングとあって、直前の練習で上手く対応で
きた方も、緊張して失敗してしまう方もいましたが、

１組ずつ終わる
ごとに講師か
ら評価をして
いただき、参加
者の方々は、多
くのことを学
ぶことができ
ました。
　今回の講座には、製造業、商業、サービス業、建築
業と幅広い業種の方が参加され、職種においても、
営業や事務、設計と1人1人が異なりましたが、伊藤
講師には、それぞれの職種と現場レベルにまで踏み
込んだアドバイスをいただくことが出来ました。

　最後に、当所で開催するイベントでは、20代の方
が交流する機会がほとんどありません。例年20名程
の方に参加して頂いておりますが、この講座で得た
ビジネスマナーだけでなく、参加者同士で結ばれた
繋がりが今後においても何かの役に立つこと祈念し
ます。

▲講師の伊藤享子氏

▲ペアで電話応対を練習

▲新入社員にとってはドキドキの名刺交換

中小企業庁　平成２５年度補正予算事業
「小規模事業者持続化補助金」申請をサポート
経営計画作成セミナー
４月２５日（金）、２８日(月)、５月８日（木）
 於：当所３階大ホール
　　　　　　　　　　　　　 時：19:３0～21:３0
　経営計画に基づ
いて実施する販路
拡大等の取り組み
に対し上限５０万
円（補助率：２／３）
の補助金申請が可
能な小規模事業者
持続化補助金（第
一次公募は５月２７
日締切）についてのセミナーを３回シリーズで開催し
ました。
　当初の定員は20名でしたが、国の諸事情により、
見込まれていた同補助金の二次公募の可能性が極
めて低くなったため、７月に予定していた第２回セミ
ナーを取りやめ、急遽今回のセミナーで定員の２倍
40名の受講者を受け入れました。
　講師は、各種補助金申請や経営革新計画の申請な
ど多数の支援実績がある松雪文彦氏（㈲ビジネスサ
ポートファーム代表取締役）にお願いし、申請に必要
な経営計画の策定や申請書作成等補助金申請のポ
イントについて説明していただきました。

補助金申請書作成個別相談
　３日間の全体講義終了後、５月１２日（月）、１５日
（木）、１６日（金）、１９日（月）、２０日（火）、２３日（金）の
計６日間、セミナーのフォローアップとなる申請書作
成個別相談(希望
者のみ)を実施し
ました。
　今回の補助金
公募の採択結果
は６月下旬～７月
初旬頃に公表され
る予定です。

国内産業の動向を踏まえたものづくり企業の

新事業展開セミナー
５月１５日（木）　 於：当所２階会議室
 時：16:00～17:00
　中小企業が売上げの維持・拡大を図るためには、
市場の変化に対応する必要があります。
　そこで、今年度、中部経済産業局より大府市企画
政策部参事として着任された青木太久美氏を講師
に招き、新事業展
開を促進するため
の考え方から、有
効な支援施策を
教えていただきま
した。

▲個別相談を実施

▲30名が受講しました



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

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

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

〈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
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大府市主催　大府商工会議所協力　
第３８回大倉公園つつじまつり
４月２６日（土） 於：大倉公園及び桃山公園
　  ２７日（日）　　　　  時：9：30～1５:３0
　　　　　　　　　　　　（２7日は10：0０～）

　２日間とも汗ば
むほどの陽気に恵
まれ、大勢の人で
にぎわいました。
園内のつつじは５
分咲きといったと
ころで、満開とい
うわけにはいきま

せんでしたが、沿道のつつじは丁度見ごろを迎えて
おり、同じくきれいに花を咲かせたハナミズキとと
もに、訪れる人々の目を楽しませてくれました。
　会場の大倉公園では、当所女性会がみたらし団子
や五平餅を、桃山公
園では、青年部が焼
きそばやフライドポ
テトなどを販売し、
来場者のお腹を満
足させてくれまし
た。昼前には、なが～
い行列ができるほど
で、飲み物も飛ぶよ
うに売れていきまし
た。

親子写生大会
　当日は、毎年恒例
の写生大会も行わ
れ、参加者は、真剣
に画用紙に向き
合っていました。良
い場所を確保する
ため、事前リサーチ
する人も少なくあり
ません。市外からの
参加も多く、「大府
市」をＰＲする良い
機会となっていま
す。

　なお、この写生大会の表彰式は、７月１２日（土）大
府市役所で行われ、入賞作品は、約２週間、大府市役
所ロビーに掲示されます。当所も会頭賞と青年部会
長賞を授与しますので、是非、ご覧ください。

　日本珠算連盟大府支部（支部長：商工会議所
専務理事）は、商工会議所の会員の中で、市内・
近隣で珠算塾を開き、小学生・中学生に「珠算」
「暗算」の指導をしている先生たちで構成され、
大府商工会議所が地域貢献として活動支援を
している組織です。
　本総会では、第１号議案「平成２５年度事業活
動報告および収支決算書について」、第２号議
案「平成２６年度事業活動計画および収支予算
（案）について」、第３号議案「任期満了にかかる
役員選任について」の３議案が上程され、審議
の結果全て原案どおり承認されました。
　今年度も珠算の普及・珠算教育の振興のた
め、商工会議所と協力し活動してまいります。

平成２５年度日本珠算連盟大府支部活動報告
①日本商工会議所・日本珠算連盟主催の珠算・
暗算・段位検定試験を年３回実施。年間受験
者数は延べ３１２名
②全知多珠算競技大会(全国そろばんコンクー
ル)に参加。昨年度は東海市で開催され、知
多半島から１１０名が参加して競技を実施
③市内８校の小学校へ珠算授業のボランティア
講師を派遣
④優良生徒表彰式を実施し、会員塾の優良生徒
に対して日本珠算連盟本部、同大府支部及び
大府商工会議所から表彰状とトロフィーを贈
呈（本部表彰：２名、支部表彰：２３名、全国あん
ざんコンクール入賞者：１名、全国そろばんコ
ンクール入賞者：１名）

▲開会式でテープカット

▲春の大倉公園は市民の憩いの場です。

日本珠算連盟大府支部総会
平成２６年度理事長に 青山　円 氏

日 時：４月２５日（金）１０：３０～１１：３０　　於：当所２階会議室

日本珠算連盟大府支部役員
（任期：H26.4～H28.3）

珠算塾名
支部長
理事長

氏　名
井上　　雅
青山　　円
青山　　円
深谷ひとみ
阪納　章江
村松かおり
大嶋　啓介

塾の先生
理　事
理　事
理　事
理　事
理　事

会議所

日本珠算連盟大府支部会員

珠算塾名

早川珠算塾

森珠算塾

栄速算学園

中珠算教室

大府速算塾

代表者 珠算塾の場所

深谷ひとみ

森　　忠義

阪納　章江

青山　　円

奥野　渥美

共和町三丁目

共栄町七丁目

知多郡東浦町石浜中央

共西町三丁目、共和町
茶屋、共和町五ツ屋

横根町家下、
若草町一丁目

会議所だより
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　平成25年度事業報告書並びに収支決算書、平成
26年度事業計画書並びに収支予算書が承認され、
任期満了に伴う役員選任では、服部啓子会長始め
21名の役員が選出されました。
　新役員は以下のとおりです。（敬称略）

会　　長　服部啓子　　㈲ふじや酒店

副 会 長　青山多美枝　新栄電気㈱
　　　　　河合満智子　大栄電気店
　　　　　早川豊子　　早川塗装店

理　　事　近藤静子　　喜久や
　　　　　牧津美子　　㈱肥茂
　　　　　鈴木広子　　山銀ぶどう園
　　　　　永田かつみ　粋料理なには

理　　事　佐藤しづ子　佐藤工業所
　　　　　深谷三千代　㈱三栄住宅
　　　　　酒井　幸
　　　　　内藤品子　　㈲米豊商店
　　　　　深見聖美　　㈱フカミ
　　　　　山本芳子　　㈲中部遊具製作所
　　　　　村田康子　　時計・メガネ・宝石のMURATA
　　　　　柴田昌子　　㈲シスター美容院
　　　　　大田弘子　　モードヒロ
　　　　　加藤明美　　㈱みかど
　　　　　坂野好子　　バンノ自動車商会

監　　事　三ツ矢靖子　三矢製作所
　　　　　稲垣千恵子　おおぶのワタデン

総会終了後懇親会を開催
　総会終了後、会場を２階会議室に移し、懇親会
を行いました。来賓にも同席していただき、食事
をしながら、なごやかな雰囲気の中、互いの親交
を深めました。

平成26年度会長に服部啓子氏女性会第12回通常会員総会

▲平成26年度会長に再任された服部啓子氏

①雇用に当たっては、在留資格上、就労することが認められている者であ
ることを確認する。
②募集に当たっては、違法な仲介業者からあっせんを受けない。
③労働契約の締結に際しては、労働条件を明らかにした書面を交付する。
④雇用または離職の際に、氏名、在留資格、在留期限、国籍等についてハロー
ワークへ届け出る。

６月は、外国人労働者問題啓発月間
～外国人雇用はルールを守って適正に～

刈谷公共職業安定所　専門援助部門　電話：０５６６-21-5２９８

日時：５月１３日（火）10：３０～１１：３０　　於：当所３階大ホール

～リーダーとして、凛と信をもって連帯し、
　　　　　　　　平和で心豊かな社会を築きましょう～

貴店の売上アップ、集客率アップにお役立てください。

〈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)

◎発行部数
　98,000部
（33号実績）

ペコロスが
もっと使いやすく
なりました！
動画をスマホでチェック！

無料アプリ
ココアルで

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！

おおぶ社会人学舎

～商工業活性化ビジョン「人づくり」事業～

高年齢者雇用安定助成金
説明会／個別相談会

～平成26年度大府商工会議所会員限定セミナー～

　おおぶ社会人学舎は、後継者や中核人材育成
のための学び舎です。本年度は、入門編・中級
編を統合した７つのカリキュラムにて、７月10
日に開講します。

　高年齢者が長く働き続けられる職場環境・就労
環境の改善に取り組む企業は、それに要した費用
の一部が助成されます。

CO2削減
ライトダウンキャンペーン

～地球環境の保全にご協力を～

　環境省は、日常生活の中で地球温暖化防止対策
を実践する契機としていただくため、一定期間ラ
イトダウンキャンペーンを実施し、できるだけ消
灯するよう広く呼びかけています。

　大府商工会議所も、この趣旨に賛同し、特別
実施日である６月21日（土）夏至及び７月７日
（月）クールアース･デー、七夕の夜８時から
10時まで消灯します。

キャンペーン詳細については、
ホームページをご覧ください。
http://funtoshare.env.go.jp/coolearthday/

●期　間：６月21日（土）～７月７日（月）

メンタルヘルス相談日

～「うつ」ってなあに ???～

　「うつ」は自分では気づきにくいものです。特
に中高年の方にはその傾向があります。ご家族や
会社の方など身近な方が、一緒に相談機関を訪ね
たり、受診することが大切です。ご本人がためら
うのであれば、まずはご家族や会社の方だけでも
相談に行ってみましょう。次の日時において、精
神科医師による相談（予約制）を実施します。お
気軽にご相談ください。

●日　時：７月 17日（木）、10月 16日（木）
両日とも15：00～

●対象者：50人未満の小規模事業所の事業主

●問合せ：0562－32－6211
　知多保健所 健康支援課
　こころの健康推進グループ

●会　場：大府商工会議所 ３階 大ホール
●開催日：7月10日（木）、24日（木）
　　　　　8月7日（木）、21日（木）
　　　　　9月4日（木）、18日（木）
　　　　　10月2日（木）
●時　間：16：00～ 18：00
●参加費：無 料
　　　　　（非会員は10,000円全カリキュラム受講可能）
●教材費：必要な場合のみ事前連絡
●募　集：25名
●締　切：６月16日（月）
●詳　細：当所ホームページ、会報
　　　　　折込チラシをご覧ください。
●問合せ：0562－47－5000
　　　　　　（大府商工会議所　大嶋・竹内）

●日　時：７月14日（月）、15日（火）
第１部　10：00～ 12：00
第２部　14：00～ 16：00

●会　場：大府商工会議所 ３階 大ホール
●内　容：①高年齢法の改正と管内雇用状況について
　　　　　②助成金説明会
　　　　　③個別相談会
●定　員：各回20社（１企業２名まで）
●詳　細：当所ホームページ、会報
　　　　　折込チラシをご覧ください。
●問合せ：0562－47－5000
　　　　　（大府商工会議所　小久保）

★★
★

★



■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5月16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、前月と比べ悪化。産
業別にみると、卸売業、サービス業は改
善、その他の３業種は悪化した。

●一般工事業からは、「人手不足や資材価格
の上昇が続く中、今後の受注が見通せず、
楽観できる状況にない」とのコメント。金
属熱処理業からは、「自動車部品関連の受
注は堅調なものの、燃料費の負担増が深
刻。価格転嫁をしたいが、取引先との交渉
が難航している」とのコメント。衣料品販
売店からは、「駆け込み需要の反動によ
り、来客数が伸び悩み、売上が減少してい
る」との声。飲食店からは、「客足は堅
調。他方で、仕入価格が例年の1.5倍以上
となっている食品もあり、一部メニューの
提供が難しくなっている」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
 １1月   １2月   1 月   2 月    3 月    4 月    　5～ 7月

業　　況 ▲ 7.3 ▲ 1.1 2.9 3.5 3.9 ▲11.3 ▲ 37.5
       
売　　上 1.2 17.4 16.2 16.4 24.0 3.4 ▲ 36.0
       
採　　算 ▲ 8.4 ▲ 6.7 ▲ 5.2 ▲ 4.1 5.2 ▲13.6 ▲ 40.6
       
資金繰り ▲ 8.5 ▲ 7.4 ▲ 7.5 ▲ 1.8 ▲ 4.6 ▲8.6 ▲ 21.8
       
仕入単価 ▲ 45.7 ▲ 48.0 ▲ 50.4 ▲ 48.5 ▲ 44.4 ▲55.4 ▲ 46.8
       
従 業 員 9.0 11.2 11.8 10.5 13.6 15.8 11.4

全産業ＤＩ（前年同月比）の推移

平成26年4月調査結果

  

大府商工会議所・行政等からのお願い

11

特定商工業者の登録をお願いします 大府商工会議所前期会費納入のお願い

口座振替の方

６月25日（水）までに
ご納入いただきますようお願いいたします。

５月３１日「ＷＨＯ世界禁煙デー」から１週間は禁煙週間

６月25日（水）に
ご指定の口座より引落をさせていただきますので、
預金残高等のご確認をお願いいたします。

口座振替以外（現金・銀行振込）の方

　６月６日（金）まで、大府市役所（大府商工会議所含む）において、敷地内禁煙が実施され
ます（時間：午前８時30分～午後５時15分）。ご協力お願いいたします。

「あなたの回答が、日本経済の力になる！」「あなたの回答が、日本経済の力になる！」

総務省・経済産業省・愛知県・大府市総務省・経済産業省・愛知県・大府市

平成２６年経済センサス‐基礎調査及び
平成２６年商業統計調査を実施します
平成２６年経済センサス‐基礎調査及び
平成２６年商業統計調査を実施します

　商工会議所は、商工会議所法第10条により
会員、非会員を問わず、一定の規模以上の商
工業者について政令で定める事項を登録した
「商工業者法定台帳」を作成し、地域の商工
業の実態を把握することが義務づけられてい
ます。
　当所も該当すると思われる事業所宛に依頼
文書を郵送しておりますので、内容をご確認
いただき、必要事項を記入のうえ、大府商工
会議所までご提出いただきますよう、宜しく
お願い申し上げます。
　ご登録いただいた事業内容等は、皆様のお
役に立つよう各種取引の照会・斡旋などに活
用されます。不明な点は、当所までお問合せ
ください。

大府商工会議所　電話：0562－47－5000

　総務省・経済産業省では、７月１日を調査期日として「平成２６年経済センサス - 基礎調査」と「商
業統計調査」を一体的に実施します。
　全国すべての事業所と企業を対象に調査を行うことで、日本の経済の「いま」を知ることができ、
調査の結果は大切な資料として、地域の産業振興・商店街活性化の施策や、あなたの暮らしと日
本のこれからのために役立てられます。
　この調査は統計法に基づいて実施される国の重要な調査で、提出された調査票は、統計上の目
的以外に使用されることはありません。
　６月中旬から「調査員証」を携行した調査員が調査票記入のお願いに伺いますので、ご理解と
ご協力をお願いします。

　日頃は当所の運営にご理解とご協力をいた
だき誠にありがとうございます。
　さて、平成26年度商工会議所前期分会費の
納入時期となりました。６月1日付で会員の
皆様宛に会費納入通知を配付させていただき
ましたので、よろしくお願いいたします。

禁煙キャンペーン禁煙キャンペーン
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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

　小さなカード類からチラシやポスター、ロゴマーク、ノベルティグッズなどなど、
ニーズに合わせたご提案とデザインをしています。
　個人事業ならではの軽いフットワークで大府市内ならどこにでも伺います。何を作っ
たらいいの？等もお気軽にご相談ください。ご予算の範囲内で制作させていただきます。
　ご一緒に『ワクワク』を作っていきましょう。特にイベント関係はおまかせください！

アンズデザイン

デザインの力で人の流れが変わる！

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　1,582
（平成26年6月1日現在）

 4 月会員総数 1,583

 5 月加入者数 ＋11

 5 月脱退者数 －12

 5 月会員総数 1,582

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／大府市明成町　
●e-mail  ans.design@icloud.com    

山口恵子

　住友重機械グループとして培ったノウハウをもとに、「安心」「安全」「信頼」をモットーに、地域の皆様の大
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。
　また、各種保険のご提案、旅行のチケット手配やご相談など皆様のライフステージに合ったサービスをご提案
します。お気軽にお電話ください。    

いずみサポート（株）
名古屋支社

安心・安全なサービスをお届けします！

●住　所／大府市朝日町６丁目１番地
　　　　　（住友重機械工業（株）名古屋製造所内）  
●TEL 0562－48－5102（警備・施設管理）
　　　 0562－48－2515（保険・旅行）　
●お問い合わせ／毎週月曜日～金曜日
　　　　　　　　8：00～ 17：00    

会
員
の
広
場

支社長　大宮伸博

大府ブランドを世界に！
大倉公園つつじまつり

白魦池の睡蓮表紙にご登場いただける会員事業所を募集してます。
希望者は大府商工会議所までお問合せください。


