
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8月末会員総数

1,594

平成26年度大府商工会議所

4～8月加入者数

目標達成まで

41

159

大府商工会議所ホームページ　http://www.obu-cci.or.jp/
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大府ブランドを世界に！
ロザリオビアンコ

マニキュアフィンガー

会
員
の
広
場

　共和会共和病院は、「優しい医療・楽しい職場」の理念のもと、患者様の気
持ちを尊重し、寄り添う医療介護を行っております。年に2回介護職員初任者研
修も実施しており、現在、「11月コース」の受講生を募集しています。心身共
健康な方で、職業として考えておられる方以外も今後に備え介護技術を学びた
い方等、どなたでもご参加いただけます。明るい、ベテラン講師陣が優しく皆
さんをサポートします。一緒に学びませんか？申込み・問合せは、担当までお
電話ください。共和病院ホームページからのお申込みも可能です。

医療法人共和会
介護職員初任者研修事業

介護職員初任者研修もしています！

●住　所／大府市梶田町２丁目 123 番地
●TEL 0562－46－2222（代表）
●介護職員初任者研修担当：中井・松下
●当該研修受講者には当院への就職優遇制度有り医療法人　共和病院　共和会

メナードフェイシャルサロン
Ｐｅｃｈｅｐｕｔｕｒ（ペッシュプティール）
サロンオーナー　山田　悦可

　当店は、お客様に合わせたエステをリーズナブル提供し、且つ長く通っていた
だく事を目指したエステサロンです。スキンチェックを通して、お客さまの悩み
改善、化粧品の提案、使用方法、メイクアドバイスなども行っております。さら
には、女性を応援するメナードのサービス「また来店したい」と思わせるイベン
トのお手伝いも行っております。現在、企業・店舗・サークルなどでご活用いた
だいており、ハンドマッサージ、美肌カウンセリング、メイクサービスなど無料
で実施しております。お気軽にお問い合わせください。

気軽に通える本格派エステサロン ●住　所／大府市桃山町５－６３　中本ビル２Ｆ
●TEL 0562－45－5767　　
●定休日：日・月曜日
●営業時間：平日 10：00～ 20：00　土 9：00～ 15：00
●駐車場：2台

9月21日（日）ウェルネスバレーフェスタ開催
あいち健康の森公園・げんきの郷あすなろ舎で
皆様のご来場をお待ちしています！
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㈱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。

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

【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

お問合せ TEL 052-804-4583

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～  

商業部会主催

おおぶ商人塾「Evernote活用セミナー」
7月30日（水） 於：当所３階大ホール
　　　　　　　　　　　　　 時：19:00～21:00
　講師に加藤晃敏氏
（㈲WITH A 代表取締
役）を招き、Evernote
（エバーノート）の活用
方法について解説して
いただきました。
　Evernoteを活用しデーター管理ができること
で、「資料のペーパーレス」、また「紙ベースによる資
料検索と比較した場合、時間短縮につながる」と説
明し、実際にその場で“名刺を使い”データー化・検
索など実践していただくなど、初心者の参加者に
とってもEvernoteの魅力を感じるわかりやすい内
容となりました。

Evernoteって何？
　Evernoteはネット上に写真やメモ等の保存がで
き、必要な時に簡単にみることができるクラウドサー
ビスです。

Evernoteの特徴
①画像内の文字まで読み取り、検索ができます。
②PCやスマートフォンの容量は限られていますが、
　Evernoteは無制限
③PCメールも送れる。また、ケータイからもメール
　が送れる。　　　　　　　　　　　　　　　等々

製造業部会主催

会社を伸ばす！　雇用助成金と就業規則
～社労士だから知っている助成金活用セミナー～
8月5日（火） 於：当所2階会議室
 時：14:00～17:00 
　あいち社労士セミ
ナーの会sunlectと
共催で助成金活用セ
ミナーを開催しまし
た。
　セミナーは2部構成で、第１部は社労士事務所
PIERREの横山要範氏より､申請しやすい助成金の
種類、事前準備や申請方法などを、第２部ではフロー
リッシュ社労士事務所の新美智美氏より、労働トラブ
ルを起こさない、就業規則の作成・見直しのポイント
について解説していただきました。
　今回紹介された助成金は、雇用保険に加入してい
る事業所には受給の可能性があるものの、あらかじ
め準備が必要なものが大半を占めています。雇用助
成金活用をお考えの事業所は、事前にご相談いただ
くとスムーズです。お気軽にお問合せください。
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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。

今回のセミナーで紹介された雇用助成金
●トライアル雇用奨励金 ●業務改善助成金
●キャリアアップ助成金 ●両立支援助成金
●特定就職困難者雇用開発助成金
●高年齢者雇用開発特別奨励金

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（月） ふるさとガイドおおぶ役員会
  （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）
  住宅用火災警報器・家具転倒防止金具 
  取り付け支援　（10：00～　申込者宅）
 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）
 25 日（木） まちづくり検討委員会視察研修
  （柏の葉アーバンデザインセンター・柏商工会議所）
 26 日（金） まちづくり検討委員会視察研修
  （柏の葉アーバンデザインセンター・柏商工会議所）
 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）
 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）

10月　OCTBER
 2 日（木） おおぶ社会人学舎
  （16:00 ～ 当所 3階大ホール）
 3 日（金） 本支部連絡会議
  （13:30 ～ 当所 3階大ホール）
 4 日（土） 実践創業塾 （9:30 ～ 当所 3階大ホール）
 7 日（火） ふるさとガイドおおぶ役員会
  （9:30 ～ 当所 2階会議室）
 8 日（水） 住宅修繕相談
  （13:00 ～ 当所 1階相談室）
 9日（木） 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）
 11 日（土） 実践創業塾 （9:30 ～ 当所 3階大ホール）
 12 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 )
 17 日（金） 正副会頭会議
  （7:30 ～当所 1階会議室）
 18 日（土） 実践創業塾 （9:30 ～ 当所 3階大ホール）
 20 日（月） 定例金融相談
  （10:00 ～ 当所 1階相談室）
 21 日（火） 定例税務経理相談
   （13:30 ～ 当所 1階相談室）
 22 日（水） 住宅修繕相談
  （13:00 ～当所 1階相談室）
 25 日（土） 第 45回大府市産業文化まつり
  （9:30 ～大府市民体育館周辺）
 26 日（日） 第 45回大府市産業文化まつり
  （9:30 ～大府市民体育館周辺）

 2‐5 会議所だより
  おおぶ商人塾　EVERNOTE活用セミナー　
  雇用助成金と就業規則セミナー
  橋本実践塾　第 7期生始動！！
  　「タツミ化成㈱」「㈱共和熱処理」
  幹部会議
  女性会　愛厚ホーム大府苑夏まつり
  おおぶ社会人学舎「営業・顧客開拓」
　　　　
 6‐7 大府商工会議所ホームページリニューアル

 8 第３９回共長夏まつり
  第３３回大府夏まつり
  第２１回「夢サポート」助成団体決定

 9 大府のぶどう物語

 10 講習会・イベントのご案内
  ウェルネスバレーフェスタ
  実践創業塾

 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
  医療法人共和会 共和病院
  メナードフェイシャルサロンＰｅｃｈｅｐｕｔｕｒ
　　　
  会員加入促進キャンペーンにご協力を！

園主の奥さん／鈴木広子さん
大府市長根町二丁目５６番地
TEL ： ０５６２-４６－４７４７
営業時間 ： 午前９時～午後７時
シーズン通して豊富な品種を取り扱っています。

今月の表紙／山銀ぶどう園（直売・直送専門）



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

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！

無料アプリ
「ココアル」を
ダウンロードして

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      

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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平成２６年度「橋本実践塾」の７期生が６月１７日から活動をスタートしました。
今年は会員企業から１０社（１０名）が参加し、２グループに分かれて塾生メンバー事業所の現場で２Ｓ（整
理・整頓）をベースにした改善を実践しています。今期から商業や建設業のメンバーも参加しています。

「橋本実践塾」第７期生始動！！

◎ファイル棚の２Sを
　行うことにより、取
　り出し時間の短縮
　につながった。

◎区画線の見直しを
　行い有効スペース
　を確保。

＜今回の活動成果＞
▲グループ名「壱」の皆さん

◎騒音対策として緩
衝シュート試作と防
音シート設置。　作
業者の負担軽減に！

発表者は
松井誠志郎さん
（共和熱処理）

◎完成品置場における
納入先の見える化を
行い、積込作業時間
の短縮につながった。

＜今回の活動成果＞
▲グループ名「セブンズ」の皆さん

▲挨拶する木村勝昭会頭

第1グループ「壱」の活動
　タツミ化成㈱の現場で４回の改善活動を実施し、
７月２９日に成果発表会を行いました。

第2グループ「セブンズ」の活動
　㈱共和熱処理の現場で４回の改善活動を実施
し、８月５日に成果発表会を行いました。

左から
平松さん（ケーエスシー）
鵜野さん（シンセイ建設）
竹内さん（柏木産業）
當山さん（東海塗装工業所）
松井さん（共和熱処理）

発表者は紅一点の
藏田琴未さん
（タツミ化成）

左から
西田さん（中島特殊鋼）
田中さん（アズイン大府）
藏田さん（タツミ化成）
広川さん（トーエイテクノ）
冨谷さん（大翔電機）

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～  

幹部会議
8月6日（水） 於：当所３階大ホール
　　　　　　　　　　　　　 時：14:00～16:00

　大府商工会議所の
部会・委員会・支部か
ら提出された行政へ
の提言・要望事項に
ついて協議しまし
た。
　要望事項が多岐に

わたるため、事務局で９項目に分けて整理しました
が、重点要望を明確化するため、今年は重点事項を３
つ決めて各部会・委員会・支部よりご提案いただき
ました。
　今回の幹部会議で取りまとめた要望事項は、９月
１０日（水）開催予定の常議員会に提案・ご承認いた
だいた後、９月１９日（金）に予定されている補助金要
望とともに、正副会頭から大府市長、大府市議会議
長に要望書を手渡す予定となっています。また、愛知
県に関する項目につきましては、愛知県商工会議所
連合会並びに知多地域経済会議（５市５町の１２経済
団体で構成）を通し要望をしてまいります。
　そのほか、７月１５日（火）から３０日（水）にわたって
実施した風車共済キャンペーンについて、目標２００
口を上回る２２７口のご成約をいただいたことについ
て報告が行われ、事務局よりお礼の言葉が述べられ
ました。

女性会　愛厚ホーム大府苑夏まつり協力
8月6日（水） 於：愛厚ホーム大府苑
 時：19:00～20:30　 

　大府商工会議所女
性会は、長年、特別養
護老人ホーム「愛厚
ホーム大府苑」（大府
市森岡町）の夏まつり
で模擬店を出店し、入
所者やそのご家族及び近隣住民の方々との交流の
お手伝いをしています。毎年、女性会のみたらし団
子を楽しみにしていただいている方も多く、用意し
た800本があっという間になくなってしまいました。

おおぶ社会人学舎「営業・顧客開拓」
８月７日（木） 於：当所3階大ホール
 時：16:00～18:00　

　奥田誠氏（野村総合
研究所上席コンサルタ
ント）より「日本の営業
が変わる!!営業改革の
新たな胎動を探る」と
題した講義が行われま

した。営業業務改革の最新動向と方向性について、
実例を交え解説していただいたことで、受講生はよ
り理解を深めることができました。IT化によって情報
過多が進む昨今において、よりリアルを重視した経
営が必要という説明には引き込まれました。
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特徴　その2

今回のサイト作成には、昨年から開催されているＩＴ推進会
議の意見を大きくとりいれています。ＩＴ推進会議のメンバー
は、商業部会、製造業部会、建設業部会、情報・物流・サー
ビス業部会から各々２名を選出していますので、幅広い意見
をいただくことができました。

左上から時計回りに、桜井指圧治療院 桜井さん、アズイン大府 古市さん、
㈲ローザンヌ 大矢さん、アンズデザイン 山口さん、シンセイ建設㈱ 
深谷さん、豊和住建㈲ 三宅さん、㈱鬼丸 鬼丸さん、㈱梶川工作所 梶川さん

会員の意見が大きく取り入れられました！
今回は、表面的なリニューアルではなく、カテゴリーの整理
から文章までを全面的に作り直しました。
サイトマップを作り直すことにより、原則３クリック以内で
最下層ページに辿り着けるようになりました。

目的のページを見つけやすくなりました！

大府商工会議所のホームページがリニューアルオープン！

http://www.obu-cci.or.jp または

平成26年８月1日

大府商工会議所

価値ある情報をご提供していきます！！

ＩＴ推進会議メンバー

特徴　その1

特徴　その4

今後は、セミナー、相談会、イベント等のお申込みがＷＥＢ
サイトからも可能になりました！

セミナーの申し込みがWEBから可能になりました！
会報の最新号だけでなくバックナンバーもＷＥＢサイトで閲
覧いただけます。※バックナンバーは数ヶ月分

当会議所会報もＷＥＢからご覧いただけます！

特徴　その3



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

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㈲
大府市半月町3-184-3
☎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

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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第３９回共長夏まつり

　共和・長草地区は、「金メダルのまち共和」を
スローガンに掲げ、マスコットキャラクター「金
ちゃん」とともに精力的にまちおこしに取り組
んでいる地域です。今年の夏まつりでは、八ツ
屋神明社、共和夢通り、金の噴水を共和のパワー
スポットとして紹介するなど、地元の方々が率
先して様々な仕掛けを行い、地域の活性化に取
り組んでいます。

開催日：７月26日（土）・27日（日）
場　所：ＪＲ共和駅西広場

●ぶどう
　戦後、果樹類は政府の成長作目に選定され、開墾地などで盛んに作られるようになりました。
　特に、ぶどうは、植樹から４年で経済樹齢（経済的に採算のとれる収穫量になる樹齢）に達する上、戦後
の食生活の変化に伴い需要も増加し、流通価格の高い巨峰作りなどは大府果樹復興の条件をそろえてい
ました。
　横根町の早川ぶどう園では「巨峰作り」に取り組み、昭和４０年代以降には多くのぶどう農家が巨峰の
栽培面積を広げ、今日では大府といえば「巨峰」と言われるほどのぶどうの産地になりました。
　大府のぶどう園では、市場出荷のほか各ぶどう園ごとにぶどうの直売・摘み取り販売・産地直送が多く
行われています。

●観光ぶどう狩り
　現在も根強い人気のある「大府長根山ぶどう狩り」（平成２５年度の入園者数５，８９１名）は、昭和３
９年（１９６４）に始まりました。当時、市場ではぶどうが生産過剰気味になっていたことや収穫時期が短
期に集中していることで人手不足になるなどいくつかの問題をかかえていたぶどう農家は、愛知県園芸
課や大府産業課などとも協議し、「観光ぶどう狩り」を導入しました。「観光ぶどう狩り」は、マイカーの普
及やレジャー観光熱の高まり、新聞社や鉄道会社とのタイアップによる宣伝のほか、種なしぶどうの普及
や巨峰栽培の拡大などで定着していきました。
　昭和５１年（１９７６）につくられた「大府ばやし」にも、桃山公園や長草のどぶろくまつりなどととも
に、長根山のぶどう狩りが登場しています。

　【大府ばやし（３番）】　♪大府むすめは　長根のぶどう　　　誰が狩るやら　気がもめる　
　　　　　　　　　　　　男心を　男心を　情けでとかす　　味も器量も　粒ぞろい♪♪
　今年も８月５日からデラウェア（種無し）のぶどう狩りが行われ（現在は終了しています）、９月１日現
在は、巨峰ぶどう狩りが、９月１７日（水）までの予定で実施されています。

　【大府長根山ぶどう狩り（巨峰）】
　　入園料金：大人１，５００円、小人１，０００円、幼児６００円　
　　※お土産なし
　　開園時間：午前９時～午後５時　　※団体のお客様のみ要予約
　ただし、天候等の影響により、終了日は変更される場合がありますの
で、詳しくは、大府長根山観光ぶどう組合事務局
　（電話：０５６２－４６－３６３４）でご確認ください。

【協力】大府市歴史民俗資料館、大府市観光協会

大府のぶどう物語第３3回大府夏まつり

　小雨のパラつくお天気でしたが、恒例の夏ま
つりパレードでおまつりが開幕しました。毎年、
大府夏まつりには、大府中学校の生徒さん達が
ボランティアとして大勢参加します。パレード
の先導やゴミの分別等々、一生懸命取り組む姿
勢を見ていると、清清しい気持ちになります。
おまつりは郷土愛『大府愛』を育む大切な機会と
なっています。

開催日：8月2日（土）・3日（日）
場　所：ＪＲ大府駅前広場

第２１回平成２６年ちたしん｢夢サポート｣助成団体決定！
　知多信用金庫が地域振興や環境保全のために役立つ事業・活動を資金面で応援
する「ちたしん地域振興支援制度『夢サポート』」の第21回助成金支給団体が決定
しました。
　総数45件の応募の中から、活動内容や地域社会への波及性、将来性などが総
合的に判断された結果、22団体（助成額445万円）への助成が決定しました。
　大府市からは、次の２団体が選ばれました。おめでとうございます。
①大府商工会議所商業部会「健幸の黄色い花プロジェクト」
　（着地型観光事業の一環として、花を地域資源とするムーブメントづくり）
②ふるさとガイドおおぶ
　（地域の魅力づくりを発信するガイドコース作り）
第22回公募は10月に行われます。問合せは、最寄の知多信用金庫まで。



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、建設業、サービス業は悪
化、その他の３業種は改善した。

●建築工事業からは、「仕入価格上昇分の転
嫁の交渉が難航。引き合いはあるものの、
契約に至らない案件が発生している」との
コメント。航空機部品製造業からは、「人
手不足が続いているため、生産効率の高い
設備を投入し、省力化を進める」とのコメ
ント。食料品スーパーからは、「消費税引
き上げの影響から回復し、売上は前年同月
比を上回る水準になっている」との声、運
送業からは、「燃料費などコスト増加分の
価格転嫁が全くできず、業況は厳しい」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
月と比べほぼ横ばいの見込み。産業別にみ
ると、建設業、製造業で悪化、卸売業で横
ばい、その他の２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
 2 月   3 月    4 月    　　 5月    6 月    7 月    8～10月

業　　況 3.5 3.9 ▲11.3 ▲ 22.2 ▲ 20.4 ▲ 13.6 ▲14.2
       
売　　上 16.4 24.0 3.4 ▲ 15.6 ▲ 14.5 ▲ 7.9 ▲ 9.7 
     
採　　算 ▲ 4.1 5.2 ▲13.6 ▲ 28.1 ▲ 22.5 ▲ 18.1 ▲ 22.2
       
資金繰り ▲ 1.8 ▲ 4.6 ▲8.6 ▲ 21.2 ▲ 16.5 ▲ 7.5 ▲ 12.8
       
仕入単価 ▲ 48.5 ▲ 44.4 ▲55.4 ▲ 56.5 ▲ 50.7 ▲ 45.7 ▲ 40.4
       
従 業 員 10.5 13.6 15.8 14.1 13.0 9.6 14.8

全産業ＤＩ（前年同月比）の推移

平成26年6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8月13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～
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大府商工会議所主催

小学生　ウェルネスバレー 絵画コンクール作品募集!!
募集テーマ「私の考える未来のウェルネスバレー」

ウェルネスバレーフェスタ
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

日　時 ： 9月21日（日）9：3０～１5：3０
場　所 ： あいち健康の森公園とげんきの郷あすなろ舎

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！

今年 3 月 16 日（日）に開催した第 1 回健康ふれあいフェスタ in ウェルネスバレーから
さらに「健康」に的を絞りグレードアップしたウェルネスバレーフェスタを開催します！

　ウェルネスバレーライブ（ダンスや歌）、大府市内有名スポーツ団体の紹介（あの吉田沙保里選手
も来るよ！）、ウェルネスバレー体験コーナー（木工教室等々）、第６回健康逸品 , 飲食＆販売コーナー
（地元グルメがいっぱい）、リアル謎解きゲーム（親子でもチャレンジできます）等々、楽しいイベン
ト盛りだくさん！
　　　　　　☆詳しくは、会報折込チラシまたは当所ホームページをご覧ください。

【資　格】8月 1日時点で小学校に在籍している児童（大府市、東浦町以外でも可）
【規　定】未発表の作品、１人１点に限る。　【部　門】低学年（1～3年生）  高学年（1～6年生）
【応　募】期間：9月 21日（日）～11月 17日（月）
 受付：大府商工会議所窓口へ『絵』をご持参ください。
 ただし、9月 21日（日）9：30～15：00は、あいち健康の公園
 交流センター前広場 商工会議所本部テントで受付けします。
【発　表】12月 12日（金）大府商工会議所ホームページにて
【受賞式】平成 27年 3月 15日（日）　あいち健康の森公園内イベント会場（午前中）
【問合せ】大府商工会議所　まちづくり推進課　電話：0562－47－5000
【後　援】大府市教育委員会

将来、創業を考えている方、創業後間もない方、起業に関心のある方なら、どなたでもご参加いただけます。

■開催日時（経営、財務、人材、販路開拓等の知識・スキル習得を目指します。各日内容は異なります）
　①　９月２０日（土）９：３０～１４：３０　　②　９月２７日（土）９：３０～１６：３０
　③１０月　４日（土）９：３０～１６：３０　　④１０月１１日（土）９：３０～１６：３０
　⑤１０月１８日（土）９：３０～１６：３０　　⑥１１月　８日（土）９：３０～１２：３０
■定　員　30名　　　　■受講料　5,000 円（全 6回分）※１回だけでも 5,000 円です。
■申込み　受講申込書を大府商工会議所へＦＡＸ（0562－46－9030）してください。　
　※受講申込書は会報９月号に折込まれています。また、当所ホームページでもご覧いただけます。
■問合せ　大府商工会議所　担当（浅田）電話：0562－47－5000

実践創業塾夢の実現を目指す！ （全６回）



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8月末会員総数

1,594

平成26年度大府商工会議所

4～8月加入者数

目標達成まで

41

159

大府商工会議所ホームページ　http://www.obu-cci.or.jp/

150
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大府ブランドを世界に！
ロザリオビアンコ

マニキュアフィンガー

会
員
の
広
場

　共和会共和病院は、「優しい医療・楽しい職場」の理念のもと、患者様の気
持ちを尊重し、寄り添う医療介護を行っております。年に2回介護職員初任者研
修も実施しており、現在、「11月コース」の受講生を募集しています。心身共
健康な方で、職業として考えておられる方以外も今後に備え介護技術を学びた
い方等、どなたでもご参加いただけます。明るい、ベテラン講師陣が優しく皆
さんをサポートします。一緒に学びませんか？申込み・問合せは、担当までお
電話ください。共和病院ホームページからのお申込みも可能です。

医療法人共和会
介護職員初任者研修事業

介護職員初任者研修もしています！

●住　所／大府市梶田町２丁目 123 番地
●TEL 0562－46－2222（代表）
●介護職員初任者研修担当：中井・松下
●当該研修受講者には当院への就職優遇制度有り医療法人　共和病院　共和会

メナードフェイシャルサロン
Ｐｅｃｈｅｐｕｔｕｒ（ペッシュプティール）
サロンオーナー　山田　悦可

　当店は、お客様に合わせたエステをリーズナブル提供し、且つ長く通っていた
だく事を目指したエステサロンです。スキンチェックを通して、お客さまの悩み
改善、化粧品の提案、使用方法、メイクアドバイスなども行っております。さら
には、女性を応援するメナードのサービス「また来店したい」と思わせるイベン
トのお手伝いも行っております。現在、企業・店舗・サークルなどでご活用いた
だいており、ハンドマッサージ、美肌カウンセリング、メイクサービスなど無料
で実施しております。お気軽にお問い合わせください。

気軽に通える本格派エステサロン ●住　所／大府市桃山町５－６３　中本ビル２Ｆ
●TEL 0562－45－5767　　
●定休日：日・月曜日
●営業時間：平日 10：00～ 20：00　土 9：00～ 15：00
●駐車場：2台

9月21日（日）ウェルネスバレーフェスタ開催
あいち健康の森公園・げんきの郷あすなろ舎で
皆様のご来場をお待ちしています！


