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大府ブランドを世界に！
大府商工会議所は、夏季電力需要を抑制するため、
８月１３日（水）～１５日（金）特別休館いたします。

星名池のハス

ショウジョウトンボ

エネルギーコストと戦う　怜テック！

会
員
の
広
場

　昨年の５月、共西町で開業しました社会保険労務士事務所です。開業からは1年
余りですが、社会保険労務士となってからは、今年で14年目を迎えました。これ
まで、商社の人事部や公的機関で勤務した経験を活かして、企業様の“ヒト”に
関する問題をお引き受けいたします。「手間のかかる労働保険・社会保険手続き
や給与計算を何とかしたい。」、「労務リスクを防ぐため就業規則を作成・見直し
したい」、「最近メンタル不調の社員が多く困っている」…等々、どんなことでも
結構ですので、お気軽にご相談ください。

フローリッシュ社労士事務所

“ヒト”に関する問題をお引き受けいたします！

●住　所／大府市共西町 7－4
　アピエス共和西 203 号
●http://www.flourish-sr.jp/所長　新美智美

　省エネルギー、省マネーのための診断、指導、エネルギー分析をしております。
大府商工会議所での省エネ診断も担当しております。エネルギーコスト削減戦術・
戦略がこれほどに必要な時代も珍しいです。業務用ビル・店舗・工場の原価削減を
『エネルギー目線』でお応えいたします。
　電気料金の気になるこれからの季節、省エネテクニックを実感するために、省
エネルギーセンター「無料の省エネ診断節電診断講師派遣(http://www.shindan
-net.jp) 」を積極的にご利用ください。

怜テック

エネルギーコストと戦う　怜テック！

●住　所／名古屋市昭和区滝川町 67　三旺マンション滝川 402
●TEL 052－835－2702　　●定休日：土・日・祝祭日
●営業時間：10：00～ 12：00　13：00 ～ 16：00
●駐車場：坂下の名鉄協商のパーキングをご利用ください。代表　鈴木清治

目指せ！日本一の組織率（規模別第１位）！

会員加入促進キャンペーンご協力を

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

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）

会員加入目標数

200

平成26年7月末会員総数

1,587

平成26年度大府商工会議所

4～7月加入者数

目標達成まで

31

169
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CONTENTS CALENDAR
商工会議所行事予定 ※変更の可能性があることをご了承ください。

8月　AUGUST 
 1 日（金） マーケティング戦略構築プログラム第３回
  （15:00 ～ 当所 3階大ホール）
 3 日（日） 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）
 5 日（火） 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）
  助成金活用セミナー
  （14:00 ～ 当所 3階大ホール）
 6 日（水） 幹部会（14:00 ～ 当所 3階大ホール）
 7 日（木） おおぶ社会人学舎
  （16:00 ～ 当所 3階大ホール）
 18 日（月） 定例金融相談
  （10:00 ～ 当所 1階相談室）
 19 日（火） ウェルネス開発研究会
  （15:30 ～ 当所 2階会議室）
 20 日（水） 正副会頭会議
  （9:00 ～ 当所 1階会議室）
 21 日（木） 定例税務経理相談
  （13:30 ～ 当所 1階相談室）
  おおぶ社会人学舎
  （16:00 ～ 当所 3階大ホール）
 23 日（土） 創業支援セミナー
  （13:30 ～ 当所 3階大ホール）
 27 日（水） 住宅修繕相談
  （13:00 ～ 当所 1階相談室）

9月　SEPTEMBER
 4 日（木） おおぶ社会人学舎
  （16:00 ～ 当所 3階大ホール）
 8 日（日） ふるさとガイドおおぶ定例会・役員会
  （9:30 ～ 当所 3階大ホール）
 10 日（水） 正副会頭会議（11:00 ～当所 1階会議室）
  住宅修繕相談（13:00 ～当所 1階相談室）
  常議員会　　（14:00 ～当所 2階会議室）
  臨時議員総会（15:15 ～当所 3階大ホール）
  会員加入促進決起集会・研修会
  （15:30 ～当所 3階大ホール）
 14 日（日） 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）
 18 日（木） 定例金融相談
  （10:00 ～ 当所 1階相談室）
  おおぶ社会人学舎
  （16:00 ～ 当所 3階大ホール）
 20 日（土） 実践創業塾
  （9:30 ～ 当所 3階大ホール）
 21 日（日） ウェルネスバレーフェスタ
  （9:30 ～ あいち健康の森公園）
 22 日（月） 定期健康診断･生活習慣病予防健診
  （8:30 ～当所 3階大ホール）
  定例税務経理相談
  （13:30 ～ 当所 1階相談室）
 24 日（木） 住宅修繕相談
  （13:00 ～ 当所 1階相談室）
 27 日（土） 実践創業塾
  （ 9:30 ～ 当所 3階大ホール）
 28 日（日） ふるさとガイドおおぶ研修会
  （9:30 ～ 当所 3階大ホール）
 29 日（月） 本支部連絡会
  （11:00 ～当所 3階大ホール）
 30 日（火） 定期健康診断･生活習慣病予防健診
  （8:30 ～ 当所 3階大ホール）

廃棄物事業部／藤崎功太郎さん
撮影場所／建設中のリサイクルプラント横根工場
　　　　 　  （大府市横根町惣作236-1）
　　　　　　   ※2015年10月稼動予定
本社住所／大府市北崎町駒場88

今月の表紙／オオブユニティ株式会社

期間：平成26年5月16日～7月8日

審議事項
議案第１号　会員の加入について
　14 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　臨時議員総会の開催について
議題：常議員補欠選任（案）について
日時：９月 10 日（水）15：15 ～ 15：30
場所：当所３階大ホール

議案第３号　会員加入推進キャンペーンについて
　９月 10 日（水）会員加入推進決起集会･研
修会を実施。９月 11 日～ 25 日を加入推進強
化期間と定め、集中的に加入勧奨を実施。

議案第４号　風車共済加入推進キャンペーンに        
　　　　　　ついて
　７月 15 日（火）～ 30 日（水）をキャンペー
ン期間とし、15 日（火）～ 18 日（金）は支部
役員同行期間とする。同行による成約には
4,000 円／口（同行なしの場合は 2,000 円／口）
の協力手数料を支部に支払う。

４議案とも全て原案どおり可決されました。

報告事項
①平成26年度大府市への要望事項の日程について
・９月 19 日（金）大府市長及び大府市議会議
長に要望書提出。

②海外視察研修事業についいて
・ 11 月 18 日（火）～ 23 日（日）ベトナム経
済産業視察研修を実施（ホーチミン、ハノイ）。
現地工業団地等を視察。

③創業事業者補助金について
・大府市と東浦町は２市町連携による創業支
援事業の認定を受け、当所、東浦町商工会、
半田信金、知多信金が連携し創業支援を行
う。

④第２回健康ふれあいフェスタ in ウェルネスバ
　レーについて
・９月 21 日（日）あいち健康の森公園で開催。
参加店には、健康グルメ、大府の特産品を
使用した商品を販売してもらう企画。

⑤夏期の電力抑制にかかる一斉夏季休暇
・８月 13 日（水）～ 15 日（金）休館
⑥主要会議の日程について
⑦会員の脱退並びに変更について
⑧７・８月の行事予定について

第2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～

7月 9日（木）　於：当所３階大ホール　 時：14：00～15：0０

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

事業所名 代表者 住　所 業種・取扱い商品
スターインターナショナル
Ban's Package Design
おおぶ文化交流の杜㈱
NFPブックス
インドカレーヒマラヤ大府店
SMILE HAWKS
原田企画
真ホイスト
医療法人九愛会中京サテライトクリニック
ケミカルジャパン㈱
㈱大宇
キッチン＆カフェぐぅーふぉー
圃中電気
㈱伸成工業

相田　　洋
坂　　朋枝
加藤　哲郎
竹内　玲司
深谷　公博
藤野いづみ
原田　竜弥
藏薗　　真
南　　圭介
髙垣　満正
梁　　煌山
早川　宜宏
圃中　竜也
森　　昌伸

東海市
東浦町
柊山町
若草町
共和町
大東町
名古屋市
豊明市
豊明市
名古屋市
明成町
桃山町
半田市
北山町

自動車一般整備業
デザイン業
その他の建物サービス業
受託開発のソフトウェア業
その他の東洋料理
楽団、舞踏団
菓子小売業
荷役運搬設備製造業
無床診療所
その他の化学製品卸売業
中古車販売
喫茶店
電気工事
配管工事

（敬称略）

 3 第２回定例常議員会場
  新入会員の紹介　　

 4‐8 会議所だより
  横北支部第１２回通常総代会
  省エネ講習会
  花を愛する緑花推進市民団体会合
  2014 年版中企業白書説明会
  おおぶ社会人学舎
  ふるさとガイドおおぶ定例会･研修会･委員会
  高齢者雇用安定助成金説明会／個別相談会
  美容業講習会
  四日市商工会議所が来所
  マーケティング戦略構築プログラム
  風車共済加入推進キャンペーン実施
　　　　
 9 講習会・イベントのご案内
  第 45 回大府市産業文化まつり出店（展）者募集
  住宅用火災警報器・家具転倒防止金具
  の取り付けを支援
  創業支援セミナー
  おおぶふれあいゼミナール「夏講座」
　　　　
 10 大府商工会議所・行政からのお知らせ
  生産性効率支援事業支援希望企業募集
  インターネット・バンキングの不正利用被害を防ぎましょう
  エコモビ実践キャンペーン参加事業所募集    あいちっこ「家庭教育応援企業」募集
  小規模事業者持続化補助金採択結果

 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
  フローリッシュ社労士事務所
  怜テック
　　　
  会員加入促進キャンペーンにご協力を！

本社



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
（34号実績）

いろんな
お店の情報を
楽しもう！

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

無料アプリ
「ココアル」を
ダウンロードして
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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～  

横北支部第１２回通常総代会
6月24日（火） 於：寿司割烹なだか
　　　　　　　　　　　　　時：18:00～19:00

　横北支部は、横根町の「寿司割烹なだか」におい
て、来賓に河野副会頭、阿知波事務局長を招き、横北
支部第１２回通常総代会を開催しました。支部役員及
び総代合わせて２６名が参加しました。
　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
計画案及び収支予算書について」とも賛成多数で原
案通り可決承認されました。

【２５年度の活動報告】
　９月２１日、至学館大学駐車場で「第８回月見の会」
を実施（２００名参加）。１月１９日、「地元氏神様初詣五
社巡り」を実施。アトラクションとして手品を観賞（２４
0名参加）。
　それぞれ会員事業所の家族、従業員の親睦を深め
ることができました。

省エネ講習会

事務所・店舗でスグできる省エネ事例解説
6月26日（木） 於：当所3Ｆホール 
　　　　　　　　　　　 　 　 時：14:00～15:30
 講師：鈴木清治氏（(一財)省エネルギーセンター）

　(一財)省エネルギー
センターの無料講師派
遣制度を活用して、講師
に当所省エネ推進環境
モデル事業所に対して
省エネ診断をしていた
だいている鈴木清治氏

を招き、省エネ講習会を開催しました。
　鈴木氏は、ご自宅でもいかに省エネするかを論理
的に考えて実践されており、特に中小企業や小規模
事業者にとっての省エネは、「経費節減効果があって
意味があるもの」とされ、精力的に語っていただきま
した。

１．パソコン動作サクサク環境設定の方法
　パソコンが速く動く環境設定をすることより業
務の　効率化を図り、ムダなエネルギーを使わな
いことを意図しています。
　Windowsでは、シテテムエラーのデバッグ情報
の書き込みでの設定や画面の解像度の選択適用
で動作が速くなります。

2．省エネの進め方と無料診断事例
　(一財)省エネルギーセンターの所定教材から
省エネの現況から無料診断のフローまでを身近
な所を主に解説していただきました。
　窓からの日射遮熱の考え方やエアコンの使用
方法及び照明器具の高効率照明への変更等スグ
できる対応策が紹介されました。

3．電気料金請求書から環境（省エネ）行動へ
　電気料金請求書には、いろいろな情報が詰まっ
ています。総合単価や基本料金率等の指標は、業
種別の定石値との比較や時系列な監視によって
契約を見直すための改善が必要とのことでした。
　日本商工会議所や中部経済産業局からは、今夏
節電の協力要請もあり、中部電力管内では既に定
着している2010年度比▲4.1%の節電分を見込
んでいますので、皆様には引き続き無理のない節
電・省エネの取組のご協力をお願いします。▲鈴木清治氏

▲大嶋久邦支部長

花を愛する緑花推進市民団体会合
7月8日（水） 於：当所３階大ホール
　　　　　　　　　　　　　 時：14:00～16:00
　「花を愛する緑花
推進市民団体」の第
１回会合を行いまし
た。当所商業部会の
呼びかけにより地域
で活発に活動してい
る５つの花団体の役員が集まり、「大府の花資源と観
光について」熱心に議論しました。
　大府市は名古屋の近郊都市として、田畑以外に丘
あり、川あり、池ありの起伏に富んだ美しい街で花が
観光資源になる要素は十分あります。現在、各地域
団体や市民が花に対する愛情や社会公共の活動で
多くの方が汗を流していますが、残念ながら統一し
た組織がありません。
　今回初めて会合をもち、次の３つを確認しました。
①共通の方針・理念づくりを目指す。
②定例開催の会議体を持ち相互に助け合う。
③市内花いっぱい運動に協力して花観光による街づ
　くりを目指す。
　次回会合は８月５日（水）の予定です。

２０１４年版中小企業白書説明会
7月9日（水） 於：当所2階会議室
　　　　　　　　　　　　　 　時：15:20～16:30
　経済産業省中小企業庁事業環境部企画課調整室
調査官の島津直之氏を講師に招き、「2014年版中小

企業白書説明会」を開催しました。

【2013年度の中小企業・小規模事業者の動向】
　景気は、緩やかに回復し、中小企業の業況も持ち
直している。しかし、小規模事業者の景況は他に比
較して低い水準にあり、今後は、景気回復の実感を
届けていくことが必要とのことでした。

【直面する経済・社会構造の変化】
　人口増減率は、大都市圏と周辺を除き、人口減少
の傾向にある。また、2010年と40年との比較では、
全ての都道府県で人口減少と予測されている。さら
に、2040年には、全国的に高齢者ほど人口が多いカ
クテルグラス型になるとの予測も出されている。

【起業・創業、事業継承への支援】
　近年は、起業希
望者の減少が著
しい。起業の際の
不安解消（コスト
や手続き等）や起
業後の不安定化
が課題となって

おり、これらを解消するために、相談体制の充実が急
務となっている。また、高齢化問題と相まって、事業
継承の準備が整わないための廃業も上昇傾向にあ
るため、早い段階から準備が整えられるように情報
提供等を行っていくことが大切である。今後は、行政
と商工会議所が連携し、一体となった支援が不可欠
である。
　当所は、これらの分析結果を支援活動に役立てて
参ります。



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      

㈱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。

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

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
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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～  

ふるさとガイドおおぶ定例会･研修会･委員会
7月11日（金） 於：当所３階大ホール
　　　　　　　　　　　　　 時：9:30～12:00

　定例会には３４名が
出席しました。
　阪野会長が進行役と
なり、次のことを話し合
いました。
① 9月21日（日）のJRさ

わやかウォーキングの対応については、コースが
決定次第、再度検討することになりました。

② 定例会等の出欠連絡票の作成について検討し、今
後所定の様式を使用して出欠の連絡をすること
になりました
　研修会は、「大府の地名について」と題して、伊藤
啓信氏（大府市文化財保護
委員長)から大府市に古く
からある「字」名の由来につ
いて講演していただきまし
た。古き良き地名が消えて
いくことは、時代の流れと
はいえ一抹の寂しさを感じ
ました。
　委員会は、研修委員、開発委員、地域委員の合同
委員会となりました。阪野会長から「歴史と健康の
道」(仮称)のモデルコースの提示があり、その内容に
ついて議論しました。結果、会員でモデルコースを歩
いてみた上で、コースの詳細を作成することになり
ました。

高齢者雇用安定助成金説明会／個別相談会
7月14日（月）・7月15日（火） 於：当所３階大ホール
 時：第1部 10:00～12:00
 第2部 14:00～16:00

　（独）高齢・障害・求
職者雇用支援機構、
愛知高齢・障害者雇
用支援センターとの
共催でみだしの助成

金の説明会と個別相談を開催し、２日間で９名の参
加がありました。
　高齢者雇用安定助成金は、６５歳までの雇用を定
めている企業は受給できる可能性があります。是非
ご活用ください。

美容業講習会「400万円スタイリストの仕事」
7月14日（月） 於：大府市勤労文化会館
　　　　　　　　　　　　 時：10:30～13:30
　同講習会は、美容
サービス・技術力の
向上を図るため、夏・
冬の２回実施してい
ます。
　今回は数々の受賞歴を持つ林伸久氏（Santa 
Hair代表）を講師に招きました。お客様イメージを
大きく変化させる前髪について９つのパターンを解
説、モデル使って実演するなど、丁寧に指導していた
だきました。

おおぶ社会人学舎
7月10日（木） 於：当所３階大ホール
　　　　　　　　　　　　　 時：16:00～18:00

　初回の講義は、
当商工会議所河
野博哉副会頭（イ
ヅミ工業㈱代表
取締役社長）によ
る「経営者の心構
え」でした。

　同副会頭は、㈱豊田自動織機に勤めていた時に技
術者として経験したこと、その中で感じたこと、更
に、数社の企業の長を務めた経験を通して、日頃か
ら心掛けていることをご講演されました。
　技術者としては、試作品を作る際、製作者に投げ
るのではなく、｢自らが試作し、出来ないなら立ち会
う｣。自ら関わり、設計した物を自ら評価する。更に、
次のために失敗しても「記録を残す｣ことの重要さと
新しいことに挑戦する大切さを語りました。製品開
発に取り組むには、1+1=2以上の成果を生み出せ
るよう、適切なグループ分けに腐心したとのことで
す。
　経営者として、問題解決に取り組むには、現場に
赴き、自ら従業員とコミュニケーションをとるのが重
要と話されました。部下から情報を求めるだけでな
く、会社を取り巻く環境や今後の計画、親会社の思
いを分かり易く伝え、双方向のコミュニケーションに
努めているそうです。また、よく耳にする2S（整理・
整頓）についても、｢現場の２Sだけではなく、部長・

課長の頭の２Sが重要｣、｢仕事は引き算も必要｣と話
し、出来ないことまで課題を抱え込みすぎる危険さ
を語りました。
　良い会社とは、①｢お客様に喜ばれる商品・サービ
スを提供して社会に貢献する会社｣、②｢働く人が幸
せな会社｣、③｢高収益の会社｣と話し、良い商品・
サービスと従業員の幸福があるからこそ、高収益な
会社になることが出来ると述べられました。

【講演を通じて感じたこと】
　河野副会頭が常に心掛けていた｢声掛け、2S、見
える化、標準化｣は、基本的なことですが、だからこ
そ、取り組むことの難しさを感じました。
　また、従業員と気さくにコミュニケーションを取る
ことを一番大切にし、自ら手を伸ばし、話しやすい雰
囲気を作り出していることには感服しました。
　質疑応答では、従業員とのコミュニケーションを
大切にする姿勢に関して、会話における秘密の範囲
の質問がありました。それに対して「評価など人に関
わること以外は何でも話すようにしている」と回答
されました。

▲定例会の様子

▲講師の伊藤啓信氏



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

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

【受講料】
　高圧・特別高圧：18,000円 + 消費税（２日間）
　低圧　　　　　　  ：10,000円 + 消費税（１日）
　　　　※ともにテキスト・昼食代含みます。

・高圧若しくは特別高圧電気取扱業務 

 に係る特別教育 
 

・低圧電気取扱業務に係る特別教育 

労働安全衛生特別教育講習会受付
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四日市商工会議所が来所
7月17日（木） 於：当所2階会議室
　　　　　　　　　　　　　　 時：10:00～11:30
　四日市商工会議
所の会員サービス
事業検討委員会の
皆様が、会員の脱
会防止や新規会員
獲得に向け、当所
の住宅修相談事業、大府deまち歩き、ｅ-Ｔown大府
の取組みを学びたいと来所されました。
　どこの商工会議所も同じ課題を抱えており、当所
も例外ではありません。今回は受け入れる立場でし
たが、逆に四日市商工会議所の熱心な取組みとその
姿勢に学ぶところ「大」でした。

マーケティング戦略構築プログラム
7月１8日（金） 於：当所3階大ホール
７月２５日（金） 時：15:00～18:00    
　㈱ＢＡＭＣａｓｓｏｃｉａｔｅｓ
名古屋支店長の小林幸
司氏を講師に招き、マー
ケティングの実務型研
修３日間コースの第１回
と第２回を開催しました。
　今回の研修会のねらいは、新規事業等での事業化
を検討していただくにあたり、マーケティングの戦略
法を習得して、新製品の企画から事業計画書の作成
までをワークを通して一気に学ぶ実践的な内容と

なっています。
　産産連携グループや各事業者から２０名程の参加
を募り、ワーク時に講師の個別指導がいきわたるよ
うに進めていく企画です。
　第１回の研修は、①マーケティング戦略の必要性
②環境分析にて、第2回の研修は、③顧客志向で対
象顧客の特定④マーケティングミックス戦略（４Ｐ戦
略）の習得です。
　各手法の考え方や事例紹介がある研修ですが、自
社に置き換えての作成となると頭の整理が必要で、
皆、真剣に取り組んでいました。
　最終第３回は、８月１日（金）、マーケティングを数値
計画や営業戦略に繋げるよう実際に売上利益計画
や事業計画書を作成していく予定です。

風車共済加入推進キャンペーン実施
7月15日（火）～31日（木）
　風車共済の加入推進のた
め、アクサ生命外交員と当所
職員が会員事業所を訪問し
ました。１５日（火）から１８日
（金）の４日間は、支部役員の
皆様にも同行していただき、
加入促進にご協力いただき
ました。
　キャンペーンは終了しましたが、加入は随時受付け
ていますので、その際は当所までご連絡ください。
　加入口数に応じた協力手数料は、１０月中旬に各支
部にお支払い予定です。

▲ワーク相談中

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～  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！

第４５回大府市産業文化まつり
出店（展）者募集

～健康大府を世界に発信！～
●開催日：10月25日（土） 9：30～16：00
　　　　　10月26日（日） 9：30～15：30
●会　場：大府市民体育館及び周辺一帯
　　　　　屋外即売会
　　　　　（体育館東側駐車場･フットサルコート）
　　　　　商工業振興展
　　　　　（体育館東側駐車場内特設大テント）
●申　込：申込書【原本】を 8月18日（月）
　　　　　までに当所へ提出してください。
●詳　細 : 出店（展）要領を必ずご確認ください。

（当所ホームページに掲載）
●問合せ：大府商工会議所

担当：加古・大嶋
電話：0562－47－5000

創業支援セミナー

●日　時：８月23日（土）13：30～ 16：00
●場　所：大府商工会議所　３階大ホール
●内　容：第１部：創業の基礎知識とビジネスプランの立て方

　　　　（講師：税理士の中保竜也氏）
第２部：計画的な資金調達（講師：愛知県信用保証協会）

●受講料：無 料　　●問合せ：大府商工会議所 中小企業相談所  電話：0562－47－5000

～創業を検討中の方、準備を進めている方、創業されて間もない方へ～

おおぶふれあいゼミナール
「夏講座」開催中！
～大府のプロが教えてくれる４２講座～

●期　間：７月21日（月）～８月31日（日）
●詳　細：折りこみチラシをご覧ください。当所ホームページ

にも掲載しています。
●申　込：お申込み・お問合せは、各店舗へ

※既に定員に達している講座もありますが、ご容赦ください。

日　時：９月14日（日）10:00～ 15:00
　　　　（都合の悪い方は別途相談に応じます）
対　象：大府市在住で住宅用火災警報器・家具転倒
　　　　防止金具の取り付けが困難な方
料　金：無料
　　　　（家具転倒防止金具・Ｌ字金具、家具1台
　　　　につき 2 箇所止めで 3 台まで）ただし、
　　　　住宅用火災警報器は実費負担。
　　　　詳細は当所ホームページをご覧ください。
申　込：８月 27 日（水）までに当所へ申込書　　
　　　　を提出（電話・FAXは不可）
問合せ：大府商工会議所
　　　　担当：加古
電　話：0562－47－5000

住宅用火災警報器・家具転倒防止金具
の取り付けを支援します！

大府商工会議所住宅修繕相談事業専門部会

家具転倒防止金具・Ｌ字金具

お問合せ TEL 052-804-4583



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、前月と比べ改善。産
業別にみると、製造業、小売業は悪化、そ
の他の３業種は改善した。

●管工事業からは、「７－９月期は民間の設
備関連工事が増加する見込み。他方で、人
件費などのコスト増が続き、収益を確保で
きるか不安」とのコメント。プレス加工業
からは、「４月以降、売上低迷が続いた
が、今月に入り持ち直してきている。受注
単価も上向いており、７月以降も本格的な
回復を見込む」とのコメント。食料品製造
業からは、「価格競争が激化する中、仕入
コスト増加分や消費税引き上げ分の価格転
嫁が一部に止まっている」との声、商店街
からは、「例年より早く梅雨入りし、天候
不順が続いたことから客足が伸び悩んだ」
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
月と比べ改善する見込み。産業別にみる
と、建設業、サービス業で悪化、その他の
３業種で改善する見込み。

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

 　14年     　　    　　        　　                    先行き見通し
 1 月    2 月   3 月    4 月    　　 5月    6 月　 7～ 9月

業　　況 2.9 3.5 3.9 ▲11.3 ▲ 22.2 ▲ 20.4 ▲ 16.2
       
売　　上 16.2 16.4 24.0 3.4 ▲ 15.6 ▲ 14.5 ▲ 10.3 
     
採　　算 ▲ 5.2 ▲ 4.1 5.2 ▲13.6 ▲ 28.1 ▲ 22.5 ▲ 21.3
       
資金繰り ▲ 7.5 ▲ 1.8 ▲ 4.6 ▲8.6 ▲ 21.2 ▲ 16.5 ▲ 10.6
       
仕入単価 ▲ 50.4 ▲ 48.5 ▲ 44.4 ▲55.4 ▲ 56.5 ▲ 50.7 ▲ 38.6
       
従 業 員 11.8 10.5 13.6 15.8 14.1 13.0 14.7

全産業ＤＩ（前年同月比）の推移

平成26年5月調査結果

  

■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7月11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～

大府商工会議所・行政等からのお知らせ

　愛知県では、家庭教育を応援する企業を募集し
ています。県教委生涯学習課ホームページ「企業
で家庭教育を応援」をご覧いただき、賛同してい
ただける企業は賛同書をご提出ください。

問合せ：愛知県教育委員会生涯学習課
　　　　家庭教育・地域連携支援グループ
　　　　電話：052－954－6780

あなたの企業も子育て応援！
あいちっこ「家庭教育応援企業」募集

　当所会員から６事業者が採択されました（７月
１日発表）。おめでとうございます。
　なお、同時に第１次公募で予算を消化したため、
第２次公募は実施されないことが発表されました。
　　　　　　　　　　　　　　　大府商工会議所

　愛知県では、「エコ モビリティ ライフ（エコモ
ビ）」（クルマと公共交通、自転車、徒歩などをか
しこく使い分けるライフスタイル）推進の取組み
として、県内事業所の方々にエコ通勤などに取り
組んでいただく「エコモビ実践キャンペーン」を
実施します。

実施期間：11月 20日～12月 19日
取組内容：県内一斉「エコ通勤デー」参加
　　　　　（12/3）、エコ通勤の推進、 環境に配
　　　　　慮した自動車利用の促進 etc.
参加登録：「エコモビ」Web サイトをご覧くださ
　　　　　い。

問 合 せ：愛知県地域振興部交通対策課　
　　　　　電話：052－954－6125

エコモビ実践キャンペーン
参加事業所募集中！

11

小規模事業者持続化補助金
（第１次公募２次受付分）採択結果

検索エコモビ 実践

　生産管理手法のノウハウを有する改善指導員が
訪問し、個々の実情に応じた生産性向上に向けた
課題の解決をサポートするとともに、中小企業に
おける生産管理手法の導入を目指します。

対　　象：愛知県内に事業所を有する中小製造業者
費　　用： 無　料
　　　　　ただし、改善指導により自社判断等に
　　　　　よって物品の購入や設備修繕等が発生
　　　　　した際の費用は負担していただきます。

支援期間：平成26年9月～平成27年2月
募 集 数：32社　 　
締　　切：8月 29日（金）
申 込 先：受託企業㈱サンスタッフ
    　　　　電話：0120－24－2708

生産性効率向上支援事業
（地域人づくり事業）

に係る支援希望企業募集！

愛知県内の製造業の皆様へ

10
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大府ブランドを世界に！
大府商工会議所は、夏季電力需要を抑制するため、
８月１３日（水）～１５日（金）特別休館いたします。

星名池のハス

ショウジョウトンボ

エネルギーコストと戦う　怜テック！

会
員
の
広
場

　昨年の５月、共西町で開業しました社会保険労務士事務所です。開業からは1年
余りですが、社会保険労務士となってからは、今年で14年目を迎えました。これ
まで、商社の人事部や公的機関で勤務した経験を活かして、企業様の“ヒト”に
関する問題をお引き受けいたします。「手間のかかる労働保険・社会保険手続き
や給与計算を何とかしたい。」、「労務リスクを防ぐため就業規則を作成・見直し
したい」、「最近メンタル不調の社員が多く困っている」…等々、どんなことでも
結構ですので、お気軽にご相談ください。

フローリッシュ社労士事務所

“ヒト”に関する問題をお引き受けいたします！

●住　所／大府市共西町 7－4
　アピエス共和西 203 号
●http://www.flourish-sr.jp/所長　新美智美

　省エネルギー、省マネーのための診断、指導、エネルギー分析をしております。
大府商工会議所での省エネ診断も担当しております。エネルギーコスト削減戦術・
戦略がこれほどに必要な時代も珍しいです。業務用ビル・店舗・工場の原価削減を
『エネルギー目線』でお応えいたします。
　電気料金の気になるこれからの季節、省エネテクニックを実感するために、省
エネルギーセンター「無料の省エネ診断節電診断講師派遣(http://www.shindan
-net.jp) 」を積極的にご利用ください。

怜テック

エネルギーコストと戦う　怜テック！

●住　所／名古屋市昭和区滝川町 67　三旺マンション滝川 402
●TEL 052－835－2702　　●定休日：土・日・祝祭日
●営業時間：10：00～ 12：00　13：00 ～ 16：00
●駐車場：坂下の名鉄協商のパーキングをご利用ください。代表　鈴木清治

目指せ！日本一の組織率（規模別第１位）！

会員加入促進キャンペーンご協力を

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

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）

会員加入目標数

200

平成26年7月末会員総数

1,587

平成26年度大府商工会議所

4～7月加入者数

目標達成まで

31

169


