
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10月末会員総数

1,621

平成26年度大府商工会議所

4～10月加入者数

目標達成まで

81

119

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！
八ツ屋神明社の絵馬（裏に回ってみると･･･）

共和駅前のモニュメント

会
員
の
広
場

　知多牛・知多ハッピーポーク・旬の海鮮など地元知多半島の食材を取り揃え
ています。お店でさばく新鮮ホルモンは各部位280円～と、とってもリーズナ
ブル♪10月～スタートした【豚肉のせいろ蒸し】【もつ鍋】【鶏塩鍋】も大
好評！メイン料理が選べる宴会コースは3000円～承り中。120分飲み放題⇒1500円！もちろん飲み放題の
みの注文OKです♪定食メニューも豊富で550円～あります。一番人気は【知多牛100％ハンバーグ】
980円。ランチタイムはドリンクも付いてとってもお得です♪

知多大府屋たがや

地元の食材を七輪炭火焼で炙れる居酒屋！

●住　所／大府市共栄町八丁目１番地 15
●TEL 0562－85－1223
●営業時間／ 11:00 ～ 14:00　17:00 ～ 23:00
●駐車場／店舗前 3台　店舗隣 5台

店長　谷　努

ＪＡあぐりタウン
げんきの郷
代表取締役社長　鈴木 康男

▲代表取締役　鈴木 康男

　げんきの郷は、平成１２年１２月に「農と食、健康」をテーマとした複合交流施設としてオープンいたしま
した。採れたての野菜・果物がいっぱいの直売所を中心に、花と緑のグリーンセンター、パン・惣菜工房、ス
イーツ工房、天然温泉、レストランが揃っています。秋冬の農産物が豊富に出揃う時期となり、知多半島全域
から毎日採れたての農畜産物を大勢の農家が元気に出荷しています。地域の皆さまの健康を願い「新鮮・良
質」を基本に、おいしい旬をしっかりとお届けします。

地域農業のげんきを目指す

●住　所／大府市吉田町正右エ門新田 1-1
●TEL 0562－45－4080　　
●定休日／毎月初めの日１日（ついたち）
　　　　　※土・日・祝日の場合は翌平日
●営業時間／ 9:00 ～ 18:00　
　　　　　　※ほか施設により異なる

「健康ふれあい・おおぶdeビンゴ」開催中
連携主催商店街でお買い物（５００円以上）して
スタンプシールを集めてビンゴにチャレンジ！！
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Vol. 本支部連絡会議 ～地域に根ざした支部活動で地域の活性化を目指す～

10月3日（金）　於：当所３階大ホール　時：13：30～ 15：00

　大府商工会議所４支部の役員、事務局幹部及
び支部担当者が参加して、２議案の協議及び報
告を行うとともに、本部（事務局）と支部の情
報の共有化を図りました。

井上専務理事の挨拶
　風車共済加入促進キャンペーン、会員加入促
進キャンペーンへの協力に対し、お礼を述べる
とともに、引き続き新規会員紹介等について協
力を依頼しました。また、９月２１日（日）に
実施したウェルネスバレーフェスタや１２月１
３日（土）にデビューする「ふるさとガイドお
おぶ」の活動について報告し、今後とも地域に
根ざした活動 ( 地域おこし ) に、支部役員及び会
員の協力と理解を求めました。

協議及び報告
風車共済加入促進結果について
　平成２６年７月１５日（火）～３０日（水）（支
部役員同行期間７月１５日（火）～１８日（金））
にわたり実施した、風車共済キャンペーンは、
目標２００口を大幅に上回る２２７口を獲得で
きた旨報告しました。そのうち１６８口（全体
の７４％）が支部役員同行による成約で、あら
ためて支部役員及び会員の皆様の尽力が大であ
ることを実感することとなりました。
　また、支部同行による成約については、１口
につき４，０００円の協力手数料と８月３１日
時点の保有口数 ×３００円を、支部活動費とし
て、１０月２１日（火）各支部口座に振り込む
旨を報告しました。

会員加入促進中間報告について
　会員加入促進期間（平成２６年４月～平成２７
年３月末（加入推進強化期間９月１１日（木）～
２５日（木））について、現状報告を行いました。
目標加入件数を２００件とし、組織を挙げた取り
組みとするため、役員等１人当たり２件の未加入
事業所の紹介を依頼して活動していますが、紹介
件数が５４件（うち紹介加入３６件）に留まって
おり、厳しい状況であることを説明し、引き続き
の協力を依頼しました。
　尚、紹介団体への加入報奨金（１件紹介加入で
４，０００円）を、１０月２１日（火）各支部口
座に振り込む旨報告しました。

その他
　去る９月１９日（金）、各支部・部会等からの要望
を盛り込んだ「大府商工行政等に関する要望書」
を大府市及び市議会に提出した旨報告しました。

風車共済キャンペーン支部別成約口数

団体別紹介件数及び加入件数

 成約口数（うち同行成約口数）

大府支部 53（35）

横北支部 81（63）

共長支部 61（49）

吉森支部 30（21）

その他 2

合計口数 227（168）

 紹介団体 紹介数 加入数 成約率％

 大府支部 １１ ５ ４５.５

 横北支部 ８ ７ ８７.５

 共長支部 １７ １４ ８２.４

 吉森支部 ５ ２ ４０.０

 青年部 ９ ４ ４４.４

 女性会 ２ ２ １００.０

 その他 ２ ２ １００.０

 合　計 ５４ ３６ ６６.７

大府支部長 伊藤啓信 代表取締役 ㈲はんの伊藤

横北支部長 大嶋久邦 代表取締役 ㈱尾三熔材

共長支部長 深谷孝利 代表者 深谷設計室

吉森支部長 岡部篤男 取締役 ㈱げんきの郷

平成２６年度大府商工会議所４支部の支部長
敬称略

支部名 氏　名 役　職 事業所
表紙の人／長谷伸一さん（あずき薬局）左
　　　　　横井充成さん（東鮓共和店）右
開催日時／毎月第３日曜日午前９時～午前１１時
開催場所／八ツ屋神明社
　　　　　大府市共和町二丁目１１番地の１
会場の八ツ屋神明社は、勝負事の神が祭られて
いることで有名。受験、就活、スポーツの試合前
にお参りに来る人が後を絶ちません。

今月の表紙／共和の金ちゃん朝市

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。

11月　November
   2 日（日） 珠算・暗算検定、段位認定試験
  （9:00～ 当所3階大ホール及び2階会議室）
 3 日（月） ハナモモの種収穫体験
  （7:10 ～ 南信州ふるさと村自然園）
 4日（火） ベトナム経済産業視察研修事前説明会
  （14:00 ～ 当所 3階大ホール）
 7日（金） Jimdo ホームページ作成セミナー
  （15:00 ～ 当所 3階大ホール）
 8日（土） 実践創業塾
  （9:30 ～ 当所 3階大ホール）
 9日（日） ふるさとガイドおおぶ定例会・委員会
  （9:30 ～ 当所 2階会議室 )
 12 日（水） 正副会頭会議
  （11:30 ～ 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 3階大ホール）
 16日（日） 日商簿記検定試験
  （9:00 ～当所 3階大ホール及び2階会議室）
 17日（月） まちづくり検討委員会
  （10:00 ～当所 3階大ホール）
 18日（火） 定例金融相談・1日公庫
  （10:00 ～ 当所 1階相談室）
  ベトナム経済産業視察研修（出発）
 21日（金） 定例税務経理相談
  （13:30 ～ 当所 1階相談室）
 22日（土） モニターツアー講演会
  （10:30 ～ 当所 2階会議室）
 23日（日） 福祉住環境コーディネーター検定試験
  （10:30 ～ 当所 3階大ホール）
  ベトナム経済産業視察研修（帰国）
 26日（水） 住宅修繕相談
  （13:00 ～ 当所 1階相談室）
  未来工業視察研修
  （10:00 ～ 大垣市未来工業）

12月　December
   2 日（火） 橋本実践塾発表会
  （11:00 ～東海塗装工業所）
   5 日（金） 産学官連携交流会
  （13:00～大府市役所多目的ホール）
   7 日（日） ビジネス実務法務検定試験
  （10:00 ～ 当所 3階大ホール）
  ふるさとガイドおおぶ研修会
  （10:40 ～　南中コース）
   8 日（月） 正副会頭会議
  （9:00 ～ 当所 1階会議室）
  年末調整勉強会
  （13:30 ～ 当所 3階大ホール）
   9 日（火） ふるさとガイドおおぶ役員会
  （9:30 ～ 当所 2階会議室）
  住宅修繕相談（13:00～当所1階相談室）
  14 日（日） 環境社会（eco）検定試験
  （13:30 ～ 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）
  21 日（日） ふるさとガイドおおぶ合同定例会・ 
  研修会（9:30 ～ 当所 3階大ホール）
 22日（月） 定例税務経理相談
  （13:30 ～ 当所 1階相談室）
  26 日（金） 仕事納め

 3 本支部連絡会議

 4‐8 会議所だより
  吉森支部　振舞い
  第２３回会頭杯ゴルフコンペ
  一店逸品「大府 deまち歩き」実施説明会
  橋本実践塾　第 2ステージの活動報告
  実践創業塾
  女性会  グラウンドゴルフ大会
  シニアマーケット攻略セミナー
       
 9 ウェルネスバレーフェスタ実績報告

 10 大府商工会議所・行政からのお知らせ
  大府商工会議所後期会費納入のお願い
  労働保険加入のご案内
  愛知県一斉ノー残業デー
  ちたしん「夢サポート」応募者募集
  エコ（ペットボトル）キャップ届けました

 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
  知多大府屋たがや
  ＪＡあぐりタウンげんきの郷
　　　
  会員加入促進キャンペーンにご協力を！



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

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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▲商業部会長の深谷洋二氏

▲次から次へと人が押し寄せビックリ！

吉森支部 振舞い
9月21日（日） 於：半月町一丁目東交差点
　　　　　　　　　　　時：8:30～13:00

　ＪＲさわやかウォーキングにあわせ、参加者へのお
もてなしとして、アイスコーヒー、冷し甘酒、ジュース
等の振舞いを実施しました。

　コース途中の
神 明 ポ ケット
パークに休憩し
て頂けるようベ
ンチも設置し、冷
たい飲物、チラシ
やパンフレットを配布しました。　　
　９時頃から続々と参加者が訪れ、準備した冷し甘
酒は大変好評で１０時半頃には在庫切れとなり、アイ
スコーヒーとジュースがなくなる１３時頃まで実施し
ました。
　快晴の中、約２,５００杯を振舞い、支部役員は汗だ
くになりましたが、皆さんの喜ばれる様子をみると
疲れも吹き飛びました。

第２３回会頭杯ゴルフコンペ
9月24日（水） 於：新南愛知カントリークラブ
　　　　　　　　　  時：8:00～12:00

　当日は、午後から雨となる天気でしたが、木村会
頭をはじめ３５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。

大
府
駅（
ゴ
ー
ル
）

　
　⇒

あ
い
ち
健
康
の
森

あ
い
ち
健
康
プ
ラ
ザ

　
　⇒

げ
ん
き
の
郷

　
　⇒

常
福
寺

　
　⇒

保
健
セ
ン
タ
ー

　
　⇒

文
化
交
流
の
杜
ア
ロ
ー
ブ

　
　⇒

長
草
天
神
社

　
　⇒

東
光
寺

　
　⇒

八
ツ
屋
神
明
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共
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ス
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ト
）

9/21　ＪＲさわやかウォーキングコース

振舞いはココ！

第２３回結果発表（敬称略）
 優　勝 河野　博哉
 準優勝 近藤　健一
 ３　位 平下　　学

   アウト５
 坂野　俊直

  鷹羽　文男

   イン12
 加藤　久徳

  大嶋　久邦

   アウト４
 花井　宏基

  岩田　守弘

   イン11
 吉田　正弘

  松原　大虎
 ベストグロス 平下　　学

ド
ラ
コ
ン

ニ
ア
ピ
ン

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～  

一店逸品「大府deまち歩き」実施説明会
9月26日（金） 於：当所３階大ホール
　　　　　　　　　　　　　 時：15:00～16:00

　平成２６年度一店逸品「大府deまち歩き」事業が
10月１日（水）より５３店の参加でスタートしました。
　本事業（一店逸品運動）は平成１８年からスタート
し、今年で９年目を迎えます。毎年、試行錯誤を重ね、
事業のレベルアップを図り、市内商店及び地域の活
性化を目的に事業を実施しています。
　今年も深谷商業部
会長（㈲ステーション
･イン･大府 取締役
会長）を中心に横井
一店逸品分科会長
（東鮓 共和店）ら若
手メンバーで企画・
運営方法などを検討し、冊子や販売促進用グッズ作
成などの準備を進めてきました。
事業実施にあたり、９月２６日（金）１５時から、参加店
（５３店）を対象に実施説明会を開催しました。
　事業内容
①お店を知ってもらう「冊子」の製作・配布
②お店を訪れてもらう「スタンプラリー、謎解きゲー
　ム」の実施（10/1～1/12まで）
③お店のファンになってもらう「ふれあいゼミナー　
　ル、まちコラボ」の実施
④各所開催のイベントへの参加
⑤社会貢献活動として「エコキャップ」回収協力
　などの事業の実施方法の確認を行いました。

　最後に、冨田副部会長（染と呉服とみたや 代表
者）発声による「頑張ろう」三唱で参加店との事業成
功を祈願しました。

▲謎解きゲームの説明をする
　古市イベント分科会長（アズイン大府）

▲ペットボトルキャップ
　でポリオワクチンを

頑
張
ろ
う
！

　頑
張
ろ
う
！

　
　頑
張
ろ
う
！

店
頭
の
赤
い

の
ぼ
り
が

参
加
店
の
目
印
！



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

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。

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
　99,000部
（35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

6 7

夢の実現を目指す！

平成26年度「実践創業塾」

　大府商工会議所と東浦町商工会の主催で、これか
ら創業を考えている方、創業間もない方、起業に関
心のある方を対象に、９月２０日・２７日、１０月４日・１１
日・１８日、１１月８日までの６日間（全て土曜日の計３１
時間）、起業家支援セミナー「実践創業塾」を当所３階
大ホールで実施しています。

産業競争力強化法が施行
　本塾は、本年１月２０日に施行された産業競争力強
化法に基づき、地域における創業の促進を目的とし
て、市区町村（大府市と東浦町）が創業支援事業者
（大府商工会議所と東浦町商工会）と連携して策定
する「創業支援事業計画」の認定を受け実施してい
ます。特に創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓
等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援
の取組を「特定創業支援事業」（実践創業塾）と位置
づけ、本支援を受けた創業者は、登録免許税の軽減
措置、信用保証枠の拡大等の優遇措置を受けること
が出来ます。

新規開業で地域を元気に！
　景気回復が叫ばれていますが、小規模事業者に
とって、その実感は乏しく、廃業率が開業率を上回っ
ているのが現状です。そこで、当所と東浦町商工会
が手を結び、新規開業により、地域経済の安定的発
展及び地域雇用機会の確保し、地域経済を活性化に

寄与しようとの
思いで、実践創
業塾を企画しま
した。
　初回は、大木
ヒロシ氏（ジャイ
ロ総合コンサル
ティングの専門スタッフ）より創業全般について、第
２回目から第５回目までは、マーケティング戦略・営
業販売戦略・情報発信力の強化・会計の基礎知識・ビ
ジネスプラン作成・販売経路・顧客戦略・販売促進
ツール等々について学びました。とかく座学は一方
通行となりがちですが、対話形式で各受講者の立場で
指導が行われたため、活発な議論が展開されました。
　最終となる第６回目は、日本政策金融公庫熱田支
店・愛知県信用保証協会・全国労働保険事務組合連
合会愛知支部の各担当者より、計画的な資金調達や
融資制度・労働保険について、具体的な説明及びア
ドバイスをいただく予定です。

創業個別相談会も開催中
　月に一度週末に創業個別相談会（要予約）を無料
で開催し、税理士と中小企業診断士の資格を持つ相
談員が応じていますので、是非、ご利用ください。
［相談日］各日とも10：00～11：00
［会場］大府商工会議所
11月15日（土）、12月13日（土）、1月17日（土）
2月7日（土）※、3月21日（土）
※2月7日（土）のみ会場は、東浦町商工会

　「橋本実践塾」第２ステージの活動報告がそれぞれのグループ毎に実施されました。
リーダ役が活動成果を発表するとともに、他の塾生一人ひとりが今回の活動に対する感想を述べ、改善
プロセスを共有しました。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２ステージの活動報告

◎朝食コーナーの改
善を実施。お客様
の動線について調
査・分析を行い、
テーブル、食器返
却棚、食材置場の
レイアウトを改善。
朝食コーナーの混
雑解消につながっ
た。

＜今回の活動成果＞

▲発表者は田中克治さん（アズイン大府）

◎階段下の２S（整
理・整頓）を実施。
新設備導入のス
ペースを確保。

◎分散していた完成
品置場を出荷棚に
集約し、会社別に色
分け。出荷工数の
削減につながった。

＜今回の活動成果＞

▲発表者は平松義樹さん（ケーエスシー）

第1グループ「壱」の活動
　ビジネスホテルのアズイン大府で４回の改善活
動を実施し、９月３０日に成果発表会を行いました。
製造業以外の事業所では初めての取組みです。

第2グループ「セブンズ」の活動

　㈱ケーエスシーの現場で４回の改善活動を実施
し、１０月１６日に成果発表会を行いました。

会議所だより会議所だより



おかげ様で大盛況！ご協力ありがとうございました！

ウェルネスバレーフェスタ開催報告ウェルネスバレーフェスタ開催報告

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、商店街の活性化と持続可能な地域づくりを目指す目的で開催されました。ウェルネスバレーＰＲのた
め、東浦町と大府市が共同開催した市民参加型イベントとして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。
前回３月16日開催 ( 集客 12,000 人 )、健康ふれあいフェスタ in ウェルネスバレーと同様のアンケート結果
が出ました。(回答数：40件 )

日時 ： ９月２１日（日）９:30～１５:４０　天気：快晴（気温27℃）
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：１８，０００人 

Ｑ. 来場者したご感想は?　
　来て良かった 85％
　次回もぜひ来たい 72％

◇ウェルネスバレーについて
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　　　　　　　 42％
　② 名前は聞いたことがある　 32％
　③ ①＋②　　　　　　　　　 74％

Ｑ. 市民がウェルネスバレーに望むことは…
　① 健康・医療・福祉に関する　
　　　　　　　　 施設が集っている地域　43％
　② 食の健康・体の健康に関する
　　　　　　　　　 施設が充実した地域　26％

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。

◇商店街の認知度について
Ｑ.ご存知の商店街はありますか？（複数回答）
　　（大府市在住者）
　① げんきの郷・すくすくケ丘 47％
　② 大府市共和商業協同組合 16％
　③ 大府駅前振興会 13％
　④ 大府中央通商店街振興会 9%
　⑤ 市役所前発展会 6%

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

◇買い物に行く場所について
Ｑ. 買い物に行かれる場所はどちらですか？
（大府市在住者）
① 大府市内 64％
② イオン 28％
③ 名古屋市内 4％

今後の展開・改善点
商店街認知度を向上させる取り組みが必要です。

アンケート結果以外からのご報告
□駐車場について
　午前 10 時で 1,000 台の駐車場が満車となり駐車
場待ち渋滞が発生しました。イベント時の駐車場対策

の検討が必要です。

□JRさわやかウォーキング (誘致案件 )について
◎行程（JR 共和駅→共和の金ちゃん朝市→長草天神
　社→文化交流の杜アローブ→大府市福祉・健康フェ
　ア (石ケ瀬会館 )→あいち健康の森公園→大府駅）
◎参加人数2,236人
◎大府のおもてなし
　長草天神社での「ふるさとガイドおおぶ」の説明、
氏子の皆様による接待及び「㈲やまや」による漬物の
ふるまい、吉森支部の皆様によるアイスコーヒー等
2,500杯の接待を実施しました。
　「大府の人は温かい」と好評でした。

今後の展開・改善点
　今後も、おもてなしの心で接待を行い、大府のブラ
ンディングアップに繋げられるよう取り組みます。

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1月）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％

駅周辺商店街の認知度が 10% 前後と低いことが
分りました。

大府市内で買い物するとの回答が 64% と、多く
の市民が大府市内で買い物をしていることがわか
りました。

①+②は69％で過半数を越えました。

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？

会議所だより
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左から平下さん、坂野さん、鷹羽さん

女性会 健康づくり事業 
グラウンドゴルフ大会
10月8日（水） 於：大府みどり公園
　　　　　　　　　　　　　    時：9:30～12:00

　大府商工会議所女性会は、『健康都市』大府の市
民として、健やかに事業活動・女性会活動に従事で
きるよう健康づくり事業を行っています。その一環と
して、この度「グラウンドゴルフ大会」を開催しました。

　プレー前に大府市
の健康づくり推進委
員の指導でストレッ
チを行い、その後、Ａ
ＫＢ４８『恋するフォー
チュンクッキー』の曲

に合わせて踊り、楽しく体をほぐしました。
　秋晴れの下、７チー
ムに分かれ２ゲーム
行った結果、坂野好子
さん（バンノ自動車商
会）が、接戦を制し、優
勝を勝ち取りました。
２位は平下操さん（平
下塗装㈱）、３位には
鷹羽保子さん（㈲タマテル食品）が入賞しました。
　また、平下操さん（平下塗装㈱）、深谷房子さん（深
谷ミシン店）、青山多美枝さん（新栄電気㈱）、市川朝
子さん（健康づくり推進委員）が、見事、ホールインワ
ン賞を獲得しました。

情報・物流・サービス業部会主催
シニアマーケット攻略セミナー
10月22日（水） 於：当所３階ホール
　　　　　　　　　　　　　    時：14:00～16:00

　近年、シニアマー
ケットの重要性が問
われていますが、ど
のようなアプローチ
をすれば良いのか掴
みきれていないのが
現状ではないでしょ

うか？今回は、シニアビジネスの本質を知ってもらう
ために、同分野の第一人者である村田裕之氏をお招
きしました。
　村田氏によると、シニア市場には、多くの俗説が蔓
延しているとのことですが、セミナーではデータを
基に、シニア市場の本質と攻略へのヒントについて
お話いただきました。
特に重要だと感じたのは以下の３点です。

１． 基本は不満、不安、不便の解消
２． シニア市場はミクロ市場の集合体
３． 今後のシニア層はネットを使う情報強者

　今回のセミナーでは、我々はシニア市場に対して
多くの先入観を持っていたことが分かりました。しか
し、有望な市場であることは変わりありません。シニ
ア市場を理解したうえで、正しいアプローチをする
ことが重要だと感じました。



■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1.35％
　　　　　　設備資金　１０年以内（うち据置期間２年以内）　年1.35％
■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10月 10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

　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。地域振興や地域活性化につ
ながる新たな活動・事業を助成金の提供で支援し
ます。

【募集期間】
　10月１日（水）～11月28日（金）

【助成（寄付）金額】
　年間総額 1,000 万円以内。１団体１回の応募
　で活動・事業の50％以内、最高200万円以下。
　ISO14001認証取得は１企業10万円

【問合せ及び詳細】
　知多信用金庫 企画部 夢サポート事務局　
　電話 0569‐26‐1015
　http://www.chitashin.co.jp
　☆最寄の知多信用金庫でも相談できます。

第22回「夢サポート」
応募者募集中！

11 月 19日（水）は、愛知県内一斉ノー残業デー
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　平成 25 年９月 24 日から平成 26 年 10 月 3
日まで、皆様の協力を得て回収したペットボトル
キャップを、回収事業者に引き渡しましたので、
ご報告します（今回２回目）。

●引渡日：平成26年10月３日（金）
●数　量：42,682個（99.26kg）

●CO2削減量（累計）：430.48kg
●ポリオワクチン（累計）：68人分

●収集数（累計）：58,764個

エコ（ペットボトル）
キャップ届けました！

　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年度商工会議所後期分会費の納
入時期となりました。１１月４日付で会員の皆様
宛に会費納入通知を同封させていただきましたの
で、よろしくお願いいたします。

　１１月２５日（火）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。

大府商工会議所後期会費
納入のお願い

　労働者（アルバイトを含む）を１人でも雇って
いる事業主は労働保険（労災保険・雇用保険）に
加入する義務があります。

＊労働保険は、労働者の方々が不慮の業務上災害・
　通勤災害を被った場合、育児休業及び介護休業
　の場合、自ら職業に関する教育訓練を受けた場
　合に給付を受けることができます。また、事業
　主のみなさんにも各種助成金の対象となる制度
　です。

＊労働保険の諸手続きについては、労働保険事務組
　合や社会保険労務士を活用することもできます。

【相談】刈谷公共職業安定所
　　　 電話 0566－88－0040
　　　 半田労働基準監督署
　　　 電話 0569－21－1030

労働保険の加入手続きは
お済ですか？

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、小売業は悪化、サービス業は
ほぼ横ばい、その他の３業種は改善した。

●建築工事業からは、「受注は堅調に推移し
ており、業績改善が進む。一方、来年度入
社予定の正社員が確保できておらず、対応
に苦慮している」とのコメント。自動車部
品製造業からは、「受注は伸びているもの
の、電力料金などのコスト増が続く中、取
引先からのコストダウン要請の強まりが懸
念される」とのコメント。文具類卸売・販
売業からは、「４月以降、売上が伸び悩ん
でいるが、高級文具を専門に扱う店舗をリ
ニューアルするなど、積極的に投資を進め
る」との声、飲食店からは、「消費税率引
き上げなどにより家計負担が増大している
ことから、客足が鈍くなっている」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。産業別にみる
と、小売業、サービス業で改善、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
 4 月    　　 5月    6 月    7 月 8 月    9 月 10月～12月

業　　況 ▲11.3 ▲ 22.2 ▲ 20.4 ▲ 13.6 ▲ 16.6 ▲ 11.2 ▲ 16.8
       
売　　上 3.4 ▲ 15.6 ▲ 14.5 ▲ 7.9 ▲ 4.9 ▲ 5.3 ▲ 12.1 
    
採　　算 ▲13.6 ▲ 28.1 ▲ 22.5 ▲ 18.1 ▲ 17.6 ▲ 12.9 ▲ 20.5
       
資金繰り ▲8.6 ▲ 21.2 ▲ 16.5 ▲ 7.5 ▲ 6.7 ▲ 7.2 ▲ 7.3
       
仕入単価 ▲55.4 ▲ 56.5 ▲ 50.7 ▲ 45.7 ▲ 51.4 ▲ 51.2 ▲ 39.1
       
従 業 員 15.8 14.1 13.0 9.6 16.5  13.5 14.3

全産業ＤＩ（前年同月比）の推移

平成26年9月調査結果

  

口座振替の方

　１１月２５日（火）までにご納入いただ
きますようお願いいたします。

口座振替以外（現金・銀行振込）の方

飲料メーカー各社の環境配慮活動によりキャップ
の重量が軽量化され、平成 24 年９月より、1kg
＝400個から430個に変更されました。

〔 キャップ860個でポリオワクチン１人分 〕

「仕事」と「生活」の調和のとれた状態（ワークライフバランス）を大切に…
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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10月末会員総数

1,621

平成26年度大府商工会議所

4～10月加入者数

目標達成まで

81

119

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

152
2014.11.1
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大府ブランドを世界に！
八ツ屋神明社の絵馬（裏に回ってみると･･･）

共和駅前のモニュメント

会
員
の
広
場

　知多牛・知多ハッピーポーク・旬の海鮮など地元知多半島の食材を取り揃え
ています。お店でさばく新鮮ホルモンは各部位280円～と、とってもリーズナ
ブル♪10月～スタートした【豚肉のせいろ蒸し】【もつ鍋】【鶏塩鍋】も大
好評！メイン料理が選べる宴会コースは3000円～承り中。120分飲み放題⇒1500円！もちろん飲み放題の
みの注文OKです♪定食メニューも豊富で550円～あります。一番人気は【知多牛100％ハンバーグ】
980円。ランチタイムはドリンクも付いてとってもお得です♪

知多大府屋たがや

地元の食材を七輪炭火焼で炙れる居酒屋！

●住　所／大府市共栄町八丁目１番地 15
●TEL 0562－85－1223
●営業時間／ 11:00 ～ 14:00　17:00 ～ 23:00
●駐車場／店舗前 3台　店舗隣 5台

店長　谷　努

ＪＡあぐりタウン
げんきの郷
代表取締役社長　鈴木 康男

▲代表取締役　鈴木 康男

　げんきの郷は、平成１２年１２月に「農と食、健康」をテーマとした複合交流施設としてオープンいたしま
した。採れたての野菜・果物がいっぱいの直売所を中心に、花と緑のグリーンセンター、パン・惣菜工房、ス
イーツ工房、天然温泉、レストランが揃っています。秋冬の農産物が豊富に出揃う時期となり、知多半島全域
から毎日採れたての農畜産物を大勢の農家が元気に出荷しています。地域の皆さまの健康を願い「新鮮・良
質」を基本に、おいしい旬をしっかりとお届けします。

地域農業のげんきを目指す

●住　所／大府市吉田町正右エ門新田 1-1
●TEL 0562－45－4080　　
●定休日／毎月初めの日１日（ついたち）
　　　　　※土・日・祝日の場合は翌平日
●営業時間／ 9:00 ～ 18:00　
　　　　　　※ほか施設により異なる

「健康ふれあい・おおぶdeビンゴ」開催中
連携主催商店街でお買い物（５００円以上）して
スタンプシールを集めてビンゴにチャレンジ！！


