
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27年1月末会員総数

1,637

平成26年度大府商工会議所

4～1月加入者数

目標達成まで

107

93

大府商工会議所ホームページ　http://www.obu-cci.or.jp/
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平成26年度確定申告書作成指導日 ～準備はお早めに～
2/23（月）・2/24（火）・2/25（水）・3/2（月）・3/3（火）
時間：13：30～15：30　場所：大府商工会議所3階大ホール

大府ブランドを世界に！
第19回全国納豆鑑評会
東海農政局長賞受賞

第19回全国納豆鑑評会
農林水産省食料産業局長賞受賞

会
員
の
広
場

　当店は1969年に開業し、以来40数年おかげさまで地域の皆様にご愛顧いただい
ている写真専門店です。スタジオを完備しておりますので、成人式や七五三、家族
との大切な節目の写真を最高の想い出と共に真心をこめてお撮りいたします。お客
様の「笑顔」が最高の宝物です。また、フィルム・デジカメのプリントもお任せく
ださい。1枚1枚丁寧に補正し最適な色のプリントに仕上げます。ぜひお気軽に足を
お運びください。

あなたの魅力を最大限に表現した一枚お届けします！

●住　所／大府市共西町 3-270
●TEL 0562－46－6501
●定休日／木曜日
●営業時間／平日 8:00 ～ 20:00、日祝 9:00 ～ 18:00

グリーンフィールド名高山
代表取締役　中野 亮太

㈱共和カメラ
代表取締役　牧之瀬　昭

　ゴルフを思う存分練習していだけるよう、リーズナブルな料金設定とコンディ
ションの良いゴルフボールの提供にこだわっています。特にボールは打感が良く沢
山打っても疲れにくいものを採用し、定期的に入れ替えを行っているため、お客様
に喜ばれています。また、毎回現金精算方式を採用しており、気軽な気持ちでご利
用いただけると思います。
　現在、皆様により良い練習環境を提供するため、営業しながら打席棟改修中。２
月中に工事を終え、３月には温かみが感じられる練習場に生まれ変わります。ご期
待ください！

本気で練習したいゴルファーを応援します！

●住　所／大府市横根町名高山 26-1　　●TEL 0562－48－6131　　
●定休日／年中無休（場内メンテナンス、天候等により休業する場合があり）
●営業時間／平日 8:45 ～ 23:00　土日祝 8:00 ～ 23:00
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11月 21日（水）　於：当所３階大ホール　時：14：０0～15：50

　議案審議を前に、西尾
信用金庫より地域産業振
興を目的とするご寄付を
賜ったことに対し、木村
会頭が同金庫大府共和支
店の中根哲也支店長に感
謝状を手渡しました。

審議事項
議案第１号　会員の加入について
　２２事業所の加入が提案されました（詳細は下
段「新入会員の紹介」をご覧ください）。
議案第２号　常議員の補欠選任（案）について
　常議員に欠員が生じたため、次の者を選任する
ことが提案されました。　　　※敬称略
　田中博昭（デンソーテクノ㈱・総務部部長）
　交代理由：前任者清水英範氏の退職
議案第３号　平成２７年度事業計画重点事項（案）
　　　　　　について

　３月の通常議員総会を前に次年度の事業計画重
点事項を審議しました。
議案第４号　大府市中小企業基本条例（案）につ
　　　　　　いて
　市条例（案）に大府市及び商工会議所の責務が明
記される予定のため、現時点での条例案が提案され
ました。

　4議案とも原案どおり可決されました。

報告事項
①ウェルネスバレーフェスタ開催（案）について
②愛知県への要望（知多地域経済会議の要望書）
　について
③会員の脱退並びに変更について
④平成２７年度主要会議日程について
⑤１月・２月の行事予定について
その他
　閉会後、名古屋中小企業投資育成㈱による自社
株対策について勉強会を開催しました。

第5回定例常議員会

期間：平成26年11月 12日～平成27年1月20日

～平成26年度　新入会員　よろしくおねがいします～

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

事業所名 代表者 住　所 業種・取扱い商品
合同会社八星服部ケアプラン事業所
小笠原至税理士事務所
　　　　　　―
山口農園
安田重機
尾下工業
㈲川合商事
早川葡萄園
クノデザインワークス
㈲ワーカー・ビー
庭順
㈱ｓｅｉｗａ
㈱真栄建装
Ｓｗｅｅｔ Ｒｏｓｅ
司法書士おおた事務所
㈱エイテック
㈱英寿鉄工所
至学館大学
㈱ジーピーセンター
ピッツァフリットすみよし
ナチュラルライフ
㈱日誠

服部まゆみ
小笠原　至
蟹江　康彦
山口　茂樹
安田　智宏
尾下　竜馬
川合　長年
大威　千里
久野　浩明
中西　幸雄
浅田　　順
岸下　信和
新美　　進
伊藤沙耶花
太田　和利
嶋田　正寛
直井　陽典
谷岡　郁子
青木　勝英
住吉　智徳
則信　千恵
尾之内誠嗣

東新町
半田市
長草町
共和町
神田町
長根町
追分町
横根町
柊山町
月見町
吉田町
梶田町
長根町
名古屋市
桃山町
柊山町
北崎町
横根町
豊明市
吉田町
一屋町
知多市

福祉サービス
税理士事務所
一般管工事業
野菜小売業
クレーンオペレーター
一般管工事業
運送業
果実小売業
グラフィックデザイン
造花フラワーアレンジ
造園工事業
専用機械設計開発製造
塗装工事業
ロザフィとデコパージュ教室
司法書士事務所
機械設計
工場設備部品製作
大学
印刷物製造販売
揚げピザ
アロマセラピスト
施設管理業

3

（敬称略）

▲中根哲也支店長（左）
　右は木村会頭

表紙の人／代表取締役 高丸喜文さん（中央）
　　　　　市川智久さん(左)､長江伸治さん（右）
撮 影 日／平成２７年１月１６日（金）
開催場所／有限会社高丸食品　大府市一屋町１-８０
　　　　　電話：０５６２－４６－５０２５
昭和４２年創業の納豆屋さん。平成２５年度全国
納豆鑑評会で農林水産省食料産業局長賞と東
海農政局長賞を受賞。表紙参照。
自慢の納豆は、大府市内で移動販売しています。

今月の表紙／有限会社高丸食品

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。

2月　February
   3 日（火） 橋本実践塾発表会
  （11:00 ～ 中島特殊鋼）
   8 日（日） 珠算・暗算・段位認定試験
  （9:00～ 当所3階ホール及び会議室）
 10日（火） 正副会頭会議
  （9:00 ～ 当所 1階会議室）
  橋本実践塾発表会
  （11:00 ～ シンセイ建設）
  確定申告勉強会
  （13:30 ～ 当所 3階大ホール）
  18 日（水） 定例金融相談
  （10:00 ～ 当所 1階相談室）
  22 日（日） 日商簿記検定試験 
  （9:00 ～ 当所 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）
  決算・確定申告個別指導
  （13:30 ～ 当所 3階大ホール）
  マーケティングセミナー
  （19:00 ～ 当所 3階大ホール）
  24 日（火） 決算・確定申告個別指導
  （13:30 ～ 当所 3階大ホール）
  25 日（水） 決算・確定申告個別指導
  （13:30 ～　当所 3階大ホール）
  住宅修繕相談
  （13:00 ～ 当所 1階相談室）
  リフォームセミナー
  （19:00 ～ 当所 3階大ホール）

3月　March
 2 日（月） 決算・確定申告個別指導
  （13:30 ～ 当所 3階大ホール）
 3日（火） 決算・確定申告個別指導
  （13:30 ～ 当所 3階大ホール）
 4日（水） 正副会頭会議
  （11:30 ～ 当所 1階会議室）
  常議員会
  （14:00 ～ 当所 3階大ホール）
 10日（火） 共長支部講演会
  （13:30 ～ 大府市勤労文化会館）
 11日（水） ISO9001、ISO14001セミナー
  （13:30 ～ 当所 3階大ホール）
  住宅修繕相談
  （13:00 ～ 当所 1階相談室）
  定例税務経理相談
  （13:30 ～ 当所 1階相談室）
 15日（日） ウェルネスバレーフェスタ
  （10:00 ～ あいち健康の森）
 17日（火） 失敗しないための募集採用セミナー
  （13:30 ～ 当所 3階大ホール）
 18日（水） 定例金融相談
  （10:00 ～ 当所 1階相談室）
 20日（金） 安全体感道場体験研修
  （13:00 ～ TABMEC）
 21 日（土） 創業個別相談会
  （10:00 ～ 当所 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） 珠算優良生徒表彰式
  （13:30 ～ 当所 3階大ホール）
 25日（水） 住宅修繕相談 
  （13:00 ～ 当所 1階相談室）
 27日（金） 通常議員総会
  （14:00 ～ 当所 3階大ホール）
 31日（火） 橋本実践塾発表会
  （11:00 ～ トーエイテクノ）

 3 第５回定例常議員会

  新入会員のご紹介

 4‐7 会議所だより

  まちづくり検討委員会・視察研修（薬香草園）
  小学生・ウェルネスバレー絵画コンクール
  平成 27年新年賀詞交歓会
  そろばん授業にボランティア講師派遣
  女性会 椿大神社・千代保稲荷神社参拝
  横北支部 初詣五社巡り
  大府支部 豊川稲荷講

 8‐9 平成 26年度ベトナム経済産業視察研修報告

 10 大府商工会議所・行政からのお知らせ

  リフォーム物件とホームインスペクション
  ISO9001･ISO14001 2015 年規格改訂解説セミナー
  第 24回会頭杯ゴルフコンペ

 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

  ㈱共和カメラ
  グリーンフィールド名高山

  会員加入促進キャンペーンにご協力を！

 3 第４回常議員会

 4 新入会員のご紹介

 5‐7 会議所だより
  第４５回大府市産業文化まつり
　　　 　親子でハナモモの種収穫体験
　　　　 女性会視察研修　
　　　　 Jimdoホームページ作成セミナー
　　　　 大府支部視察研修

 8‐13 大府市商工行政等に関する要望書の回答

 14 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礼
  新年賀詞交歓会のご案内
  平成２６年工業統計調査
  珠算・暗算検定、段位認定試験施行
  日商簿記検定試験施行
  おおぶ子育てサポート優良事業者募集

 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
  Ｅｓｔａｌｅａｌｅａ（エスタレアレア）
  Yellow BuRny（イエローバーニー）

  会員加入促進キャンペーンにご協力を！

納豆製造風景



〈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 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      

4 5

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～  

平成２７年 新年賀詞交歓会
～会議所活動による地域の発展を目指す～
1月7日（水） 於：大府市役所多目的ホール
 時：１１：００～１３：００　　　　

　毎年恒例の新年賀詞交歓会を開催したところ、会
員はじめ来賓、関係者など２３０名の方々にご出席い
ただきました。
木村会頭挨拶
　昨年４月の消費税増
税、電力料金値上げ等
はあったものの、景気は
緩やかな回復基調にあ
り、特に輸出産業の回復
は、日本経済全体に明る
い兆しをもたらしています。今後は中小企業にとっ
ての真の景気回復が待たれると話し、今年の経済発
展への期待を寄せました。
商工会議所として組織運営基盤強化を図る
　また、平成２６年度の取組みとして、会員加入促進
キャンペーンを挙げ、大府商工会議所は組織運営基
盤の強化を図るため、役職員一丸となって実施し、既
に１００を超える事業所に加入していただいたことを
報告するとともに、引き続き関係者の皆様の協力を
依頼しました。
自らが参画し皆で作り上げていく意識を
　このほか「まちづくり」「観光振興」「中小企業者へ
の支援」等々に取組み、地域経済の発展に尽くして
きたとし、地域発展には、自らが参画し、一つひとつ

作り上げていくことが重要と語り、挨拶を締めくくり
ました。
全国納豆鑑評会でダブル受賞　㈲高丸食品
　今年の交歓会で
は、平成２５年度に全
国納豆鑑評会で、「農
林水産省食料産業局
長賞」と「東海農政局
長賞」をダブル受賞し
た㈲高丸食品（社長：
高丸喜文氏）をお招きしました。
　全国納豆鑑評会は、納豆の製造技術改善と品質向
上を目指して行われている審査会です。
　高丸氏は、原料となる大豆の産地に足を運び、農
家の人の話に耳を傾けることにより、農家の苦労や
思いを知り、納豆作りへ「こだわり」が生まれたと語
り、様々な人との出会いの大切さを感じさせる感動
的なお話をしてくださいました。
　また、交歓会では、前述の農林水産省食料産業局
長賞を受賞した「いちずに納豆」を使った納豆巻きが
振舞われました。

まちづくり検討委員会・視察研修
１２月１５日（月） 於：㈱ 生活の木本社
１２月１6日（火） 於：薬香草園（飯能市）

　大府商工会議所まちづくり検討委員会は、㈱生活
の木が運営している薬香草園（埼玉県飯能市）を視
察しました。

　１５日は、㈱生活の
木の本社（東京都渋
谷区）にて、代表取締
役である重永 忠氏
から会社の歴史や経
営方針等の説明を受
けました。同社は、

ハーブ、アロマテラピーを通して、半健康、半病気の
マーケットに対して「予防」の視点で事業展開されて
います。また、重永氏が振興組合原宿表参道欅会の
副理事長を務めていることから、表参道の振興活動
の説明も伺うこともできました。
　翌１６日は、薬香草
園（埼玉県飯能市）を
訪問し、施設見学と
㈱生活の木の専務取
締役である宇田川 
僚一氏により事業説
明と社会貢献活動へ
の取組みをお聞きしました。

　今回の研修
で、薬香草園
は、重永氏、宇
田川氏のビジ
ネスに対する
感性・姿勢がカ
タチになってい
るものだとよく
わかりました。

　大府市にも平成２７年４月、「あいち健康の森薬草
園」が開園します。現在は行政主導ですが、今後生活
の木のような民間企業のノウハウを取り入れ、薬草
（ハーブ）をウェルネスバレー構想の魅力創出の起爆
剤にできたらと、夢がますます広がりました。

小学生・ウェルネスバレー絵画
コンクール 審査会 ～結果発表～
１2月8日（月） 於：当所２階会議室２
 時：１３:３０～１４:３０

　平成２６年９月２１日（日）に開催したウェルネスバ
レーフェスタに合わせ、「私の考える未来のウェルネ
スバレー」をテーマに、小学生から絵画の応募を募っ
ていましたが、この度、厳正な審査の結果、受賞作品
が決定しましたので、お知らせします。

　受賞作品は、順次市内金融機関にて巡回展示（ス
ペースの関係上、金・銀・銅賞のみ）しています。２月
は、碧海信用金庫大府支店（１／２６～２／６）→碧海
信用金庫大府中央支店（２／９～２／２０）→碧海信用
金庫大府西支店（２／23～3／6）の順に展示予定
で、その後のスケジュールについては、現在調整中
です。また、当所ホームページでも公開しています。
　子供たちの考える「未来のウェルネスバレー」を実
現させるためにも、大府商工会議所は、大府市民・東
浦町民及び行政、その他関係機関と連携を図り、ウェ
ルネスバレー構想の実現に向け、尽力していきたい
と考えています。何卒、ご理解とご協力のほど、よろ
しくお願いいたします。
　なお、受賞式は、平成２７年３月１５日（日）ウェルネ
スバレーフェスタで行われ、あいち健康の森公園交
流センターで受賞作品が展示されます。

▲㈱生活の木の重永社長

▲㈱生活の木の宇田川専務

▲薬香草園を視察する様子

▲安部井 杏さんの作品
　(大府市内小学１年生)

低学年の部

高学年の部

▲挨拶する木村勝昭会頭

▲㈲高丸食品の高丸喜文社長

▲狩野結南さんの作品
　(大府市内小学４年生)

【金賞】
作品披露



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 ㈱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。

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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横北支部主催
第１３回「初詣五社巡り」開催
1月18日（日） 於：藤井神社 等　
 時：９：００～１２：００

　横北支部は、毎年恒例となっている五社巡りを開
催いたしました。１３回目を迎えた今年は、役員・会員
事業所の従業員や家族など２２０名が参加しました。
五社巡りは、横根・北崎地区にある地元氏神様五社
を徒歩にて参拝して回り、木製の絵馬に判を押して
もらうスタンプラリー形式にて行っています。
　のぼりを持った先
導者を先頭にスター
トを切ると、藤井神
社・北尾御嶽山神社・
北尾新田神社・北崎
神明社・山之神社の
順に巡りました。
　参拝を終えた参加者の方々は、藤井神社にて横北
支部で用意したおでんや焼きそばを堪能すると共
に、お楽しみ抽選会や太鼓の演奏を楽しんで頂きま
した。

大府支部 第８回豊川稲荷講
1月20日（火） 於：豊川稲荷・岩津天満宮 等
　 時：７：２０～１７：００

　今回で８回目を迎え、大府支部毎年恒例となった
豊川稲荷講は、参加者２８名にて、まず学問の神様と
して有名な岩津天満宮、その後、真福寺を参拝し、午
後からは豊川稲荷と砥鹿神社を参拝しました。

　豊川稲荷は、正式の寺号は妙厳寺と称する寺院で
す。商売繁盛の神として知られ、日本三大稲荷の一
つに数えられています。ご祈祷をしていただいた後
には、皆で精進料理を美味しくいただきました。その
後、砥鹿神社を参拝してから、昨年同様、ラグーナ蒲
郡に立ち寄り、買い物と美しい海の景色を楽しみ、会
員相互の懇親を図りました。
　大府支部会員の皆様に、商売繁盛、家内安全のご
祈念いただくために始めた豊川稲荷講ですが、今で
は「これに参加しないと一年が始まったような気が
しない」という方もいるようです。

日本珠算連盟大府支部
ボランティア講師派遣によるそろばん授業
1月14日（水） 於：神田小学校
 時：１、２時限目 

　日本珠算連盟大府支部に所属する珠算塾の先生
が、ボランティア講師として、毎年市内小学校のそろ
ばん授業のお手伝いをしています。
　平成１５年度より始まったボランティア講師派遣
も、１２年目を迎えました。
　今年度は市内全校から申込があり、ボランティア
講師派遣を行っています。
小学校では、３年生の３学期を中心に「そろばん」授
業が設定されていますが、時代の変化とともに「そろ
ばん」に習熟している先生が少なくなってきている
ことから、プロである珠算塾の先生がボランティア
でお手伝いをするようになりました。
　授業では、そろばんに初めて触れる子供でも興味
を持ち、楽しく理解できるように心がけ、教材にも工
夫を凝らして教えています。

　今回取材に訪れた神
田小学校では、基礎的な
ことから読上げ算まで、
短い時間ながら密度の
濃い授業が行われてい
ました。子供たちにとっ
ては、普段と勝手の異な

る授業だったはずですが、皆、興味津々といった面持
ちで楽しそうに学んでいました。

女性会 椿大神社と
千代保稲荷神社に参拝
1月14日（水） 於：椿大神社・千代保稲荷神社
　 時：8：0０～１6：００

　大府商工会議所女性会は３１名にて、三重県鈴鹿
市にある伊勢国一の宮 猿田彦大本宮「椿大神社」に
出かけました。
　1月も１４日となると
人で混み合うこともな
く、スムーズに参拝する
ことができました。境内
は幽厳な雰囲気が漂っ
ており、自然と厳粛な気
持ちになりました。参拝
後は、節分前とあって、お清めした豆を購入する参加
者も多く、２月３日にはそれぞれの家庭で豆まきに使
われることでしょう。
　その後、なばなの里（桑名市）に立ち寄り、昼食に
ハマグリ釜飯をいただき、千代保稲荷神社（岐阜県
海津市）に向かいまし
た。平日にも関わらず、
参拝者が溢れていまし
た。商売繁盛の神社で
知られるだけあって、門
前町も大変な賑わい
で、大府にこの活気を
持ち帰りたいほどでし
た。

▲真剣に授業に取り組む児童達
　（１月１４日神田小学校にて）

▲椿大神社拝殿でお参り

▲おちょぼさんでは油揚げをお供え祈願

▲五社巡りに出発!!
▲お天気に恵まれ、豊川稲荷本殿を背景に記念撮影

▲おでんや焼きそばの振る舞い ▲太鼓は年の初めにぴったり

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

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
（37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

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

お気軽にご相談下さい。

TEL 0562-47-6697
FAX 0562-57-1113

〒474-0052　
愛知県大府市長草町中屋敷23-6

代表 坂口 美穂

相続税・贈与税・事業継承支援
会計税務顧問・記帳代行
決算業務・申告業務
新規事業・会社設立支援

坂口公認会計士
税理士事務所

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      

8 9

　大府商工会議所は、木村会頭を団長に、参加者26
名で、2010年に中進国の仲間入りを果たし、発展著し
いベトナム社会主義共和国を訪問し、現状視察を実
施しました。
　約6時間のフライトの後、ベトナム南部の商都ホー
チミンに18日に降り立ち、翌19日から視察を開始し
ました。

　2日目となる11月19
日（水）、ホーチミン市内
のJETRO会議室にて、
JETRO・ホーチミン事
務所長、ホーチミン日本
商工会（以下、JBAH）事
務局長から、ベトナムへ
の投資と課題など、ベト

ナムの現状についてご説明いただきました。
☆ベトナム投資のメリット☆
　第一のメリットは、豊富で勤勉な若くて安価な労働
力（平均年齢27歳）で、３５歳未満が全人口の70％を
占め、人口ピラミッドは東京五輪時（1964年）の日本
と同じということです。労働力としての質も高く（識
字率95％、手先が器用）、向上心が高いという国民性
から、採用面接時に「当社は教育研修がしっかりして
いる会社です」とうフレーズが有効なのだそうです。
また、安定した政治（共産党・一党独裁）の下、国策に

よる安い電力料金（カンボジアの1/3以下）や自然災
害の少なさ（地震や洪水の心配がない）から、ベトナ
ムへの投資は拡大を続けています。
　特にホーチミンは、タイやシンガポールを経由し欧
州への輸送も行うことができるうえ、中国とASEAN
を結ぶ位置にあることが優れた点で、海運にも強み
があります。ベトナムにとって、日本は世界一のODA
供与国であり、親日家が非常に多いのも人間関係を
築くのに役立つ点です。
☆ベトナム投資の課題☆
　タイや中国と比較して、原材料・部品など現地調達
率が低く（32％）、結局、輸入に頼らざる得ない点やホ
ワイトカラー人材（特に日本語話せる人材）の不足が
挙げられています。また、不透明な商習慣（賄賂）や法
制度、税制・税務手続きの煩雑さも悩まされることが
多く、現地を良く知る人のサポートが重要になりま
す。JBAHが、アジアの商工会において高い組織率
（加入率70％超）にあるのも、ベトナムでの商売が難
しい(情報交換が欠かせない)ということの裏返しと
いうことでした。

ロンドウック工業団地

　ＪＥＴＲＯでブリーフィングを終えた後、19日（水）午
後、ホーチミン近郊にあるロンドウック工業団地を訪
問しました。同団地は、2012年夏に造成地引渡しを開
始したばかりの新しい工業団地です。ホーチミン市

内、空港、港等からのアクセスもよく、何よりITサポー
トや人材採用サービス、物流サービス等が充実し、天
然ガスの供給システムを構築されていることから、入
居企業が生産に専念できる点が魅力です。特に、強固
な地盤が建設コスト削減
につながることなど、現
地担当者ならではの話を
聞くことができました。
　同団地は、元はカシュー
ナッツ畑だったそうです
（カシューナッツはベトナ
ムが輸出量世界一）。

ＶＳＩＰ工業団地

　20日（木）午前、ホーチミン近郊のVSIP工業団地内
にあるTSUCHIYA TSCO (VIETNAM)CO., LTD
（槌屋ティスコ ベトナム）を訪問しました。
　同社では少人数のグループに別れ、工場内を見学
させていただきました。工場内は整理整頓が行き届
き、また、従業員の方々も礼儀正しく、感心させられま
した。工場内には到るところにルールや手順が掲示さ
れており、誰の目にもわかりやすい環境が作り出され
ていました。ただ日本式を導入するのではなく、互い
に文化や習慣の違いを踏まえ、分かりやすくルールを
掲示することが、海外で操業するとき大切であること
を痛感しました。

タンロン工業団地

　21日（金）は、ベトナム北部の首都ハノイにあるタン
ロン工業団地を訪れ、日本高圧電気㈱と住友重機械
工業㈱のベトナム工場を視察させていただきました。
　日本高圧電気㈱は、既に稼動している中国工場
（2002年）に加え、リスク
回避（China＋1）及びコ
ストダウン（人件費）の観
点から、政治体制の安定
しているベトナムへ進出
したとのこと。中国での
経験をベトナム工場
（2008年）の運営に活かしているお話を興味深く伺
いました。社会主義国では、なにかあれば「社内規程
の有無」を問われるため、「社内規程を固めること」が
重要であること、日本人スタッフは最小限に抑え、現
地の人に仕事を教えていくべきであるということ
等々、現地で苦労してきた方のお話は説得力がありま
した。
　住友重機械工業㈱ベトナム工場は、第1・2工場と第
3工場から成り、総勢1230名の従業員を抱える工場
です。従業員の平均年齢は約26歳と若く、工場内を見
学させていただいた時も、「若い人しかいない」ことに
驚きました。

ベトナム視察を終えて･･･
　ベトナムは、1975年まで戦争をしていた国とは思
えないほどの活気に溢れていました。高度経済成長
の最中にあり、今後は市場としての可能性も感じまし
た。

平成26年度 大府商工会議所
ベトナム経済産業視察研修報告

日程：平成26年11月18日（火）～23日（日）　訪問都市：ホーチミン、ハノイ

ホーチミン
ＪＥＴＲＯ・ホーチミン事務所にて

ハノイ

▲ＪＥＴＲＯ・ホーチミン事務所所長の
安栖氏（起立）、JBAH事務局長の大
林功氏（手前）

▲操業準備中のAIDO INDUSTRY 
VIETNAM COMPANY LIMITED  
(愛同工業㈱)を見学

▲日本高圧電気㈱の井上氏（手前）

▲アオザイ姿の従業員の方々と記念写真（槌屋ティスコベトナム玄関前にて）

訪問企業
AIDO INDUSTRY VIETNAM COMPANY LIMITED
PEGASUS‒SHIMAMOTO AUTO PARTS VIETNAM CO., LTD.

訪問企業:TSUCHIYA TSCO(VIETNAM)CO.,LTD

訪問企業
NIPPON KOUATSU ELECTRIC VIETNAM CO.,LTD
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES （VIETNAM）CO.,LTD



■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27年1月15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
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【開 催 日】　３月２４日（火）
　　　　　　午前８時７分スタート　　　　　
【開催場所】　ベルフラワーカントリー倶楽部
　　　　　　住所：岐阜県瑞浪市日吉町8671-1
　　　　　　電話：0572‐64‐2121
【競技方法】　ダブルペリア方式
【定　　員】　10組（40名）
【参 加 費】　3,000円  　年会費1,000円（初参加の方のみ）

【申込方法】　２月13日（金）までに参加費と
　　　　　　年会費を添えて、商工会議所事務局
　　　　　　までお申込みください。

【利用料金】  16,570円（消費税込）
　〔内訳〕
　◎プレー代（グリーンフィ・キャディフィ･カートフィ
　　･ロッカーフィ･利用税）
　◎キャディ付乗用カート
　◎飲食代（モーニングコーヒー・茶店各１ドリンク･　　
　　昼食＋１ドリンク･オードブル＋フリーソフトドリンク）
【交通手段】　各自乗合せでお願いします。
　　　　　　※午前７時20分までにお越しください。
【問 合 せ】　電話0562‐47‐5000
　　　　　　(大府商工会議所 山田・佐藤 )

　これからの建設業界・住宅関連産業はどうなっ
ていくのだろうか？今後の業界を取り巻く環境が
どうなっていくか、注目されているホームインス
ペクション（住宅診断）について説明します

【日　時】　２月25日（水）午後７時～９時
【会　場】　大府商工会議所　３階大ホール
【講　師】　イビケン株式会社
　　　　　コンポーネント事業部 石原憲彦 氏
【定　員】　35名
【申　込】　折込チラシまたは当所ホームページ
　　　　　よりお申込みください
【問合せ】　大府商工会議所　電話0562-47-5000 

建設・住宅関連事業者向け消費税転嫁対策セミナー
リフォーム物件とホームインスペクション

　利用者の多様化、知識や技術の発達、産業の変
化などに伴い、2015 年に規格が改訂されます。
取得されている ISO を継続するためには、今回
の主な変更点をいち早く知り、文書類の改訂作業
を行う必要があります。本セミナーでは、iSO 審
査の専門家から解説していただきます。

【日　時】　３月11日（水）午後１時半～３時半
【会　場】　大府商工会議所　３階大ホール
【講　師】　（一財）電気安全環境研究所・
　　　　　ISO登録センター 所長代理　小西浩志 氏
【内　容】　①改訂の背景や変更内容の概略
　　　　　②マネジメントシステムの構成内容
　　　　　③新規用語の説明
【申　込】　折込チラシまたは当所ホームページ
　　　　　よりお申込みください
【問合せ】　大府商工会議所　電話0562-47-5000

ISO9001･ISO14001
2015年規格改訂に関する解説セミナー

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、建設業、小売業は改善、その
他の3業種は悪化した。

●一般工事業からは、「人手不足が続いてい
るため、新規受注を控え、着工済みの案件
の消化に注力している」とのコメント。自
動車関連部品製造業からは、「売上が伸び
悩む中、仕入価格の上昇による収益圧迫が
続き、経営は徐々に厳しくなっている」と
のコメント。時計・貴金属販売店からは、
「足元の売上は好調に推移しており、採算
も改善傾向にある。ただし、これ以上円安
が進めば、輸入品の値上げが予想されるた
め、先行きに不安が残る」との声、理容業
からは、「家計負担の増大を受けて、低価
格のヘアカット専門店などに男性客が流れ
ており、売上が減少している」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
と比べほぼ横ばいの見込み。産業別にみる
と、建設業、卸売業で悪化、サービスで改
善、その他の2業種で横ばいの見込み。

日本商工会議所では、全国422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
 　　 7月    8 月 9 月　 10月 11月   12月 1月～3月  

業　　況 ▲ 13.6 ▲ 16.6 ▲ 11.2 ▲ 24.5 ▲ 20.1 ▲ 30.3 ▲ 31.3
       
売　　上 ▲ 7.9 ▲ 4.9 ▲ 5.3 ▲ 15.4 ▲ 17.7 ▲ 26.4 ▲ 20.7 
   
採　　算 ▲ 18.1 ▲ 17.6 ▲ 12.9 ▲ 25.2 ▲ 26.2 ▲ 32.0 ▲ 30.7
       
資金繰り ▲ 7.5 ▲ 6.7 ▲ 7.2 ▲ 12.9 ▲ 15.6 ▲ 17.2 ▲ 18.3
       
仕入単価 ▲ 45.7 ▲ 51.4 ▲ 51.2 ▲ 52.1 ▲ 42.0 ▲ 41.7 ▲ 38.1
       
従 業 員 9.6 16.5  13.5 14.7 7.9 13.0 10.7

全産業ＤＩ（前年同月比）の推移

平成26年12月調査結果

  

　大府商工会議所では、毎年２回（春・秋）ゴルフコンペを開催しています。ゴルフ委員会に登
録されていない方でもメンバーに加わってプレーしていただけますので、奮ってご参加ください。

第24回大府商工会議所会頭杯ゴルフコンペ

１．国交省の動向
２．住宅事業者に求められる仕事が増えた
３．インスペクションがビジネスに

3つのポイント

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。

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
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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27年1月末会員総数

1,637

平成26年度大府商工会議所

4～1月加入者数

目標達成まで

107

93

大府商工会議所ホームページ　http://www.obu-cci.or.jp/
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平成26年度確定申告書作成指導日 ～準備はお早めに～
2/23（月）・2/24（火）・2/25（水）・3/2（月）・3/3（火）
時間：13：30～15：30　場所：大府商工会議所3階大ホール

大府ブランドを世界に！
第19回全国納豆鑑評会
東海農政局長賞受賞

第19回全国納豆鑑評会
農林水産省食料産業局長賞受賞

会
員
の
広
場

　当店は1969年に開業し、以来40数年おかげさまで地域の皆様にご愛顧いただい
ている写真専門店です。スタジオを完備しておりますので、成人式や七五三、家族
との大切な節目の写真を最高の想い出と共に真心をこめてお撮りいたします。お客
様の「笑顔」が最高の宝物です。また、フィルム・デジカメのプリントもお任せく
ださい。1枚1枚丁寧に補正し最適な色のプリントに仕上げます。ぜひお気軽に足を
お運びください。

あなたの魅力を最大限に表現した一枚お届けします！

●住　所／大府市共西町 3-270
●TEL 0562－46－6501
●定休日／木曜日
●営業時間／平日 8:00 ～ 20:00、日祝 9:00 ～ 18:00

グリーンフィールド名高山
代表取締役　中野 亮太

㈱共和カメラ
代表取締役　牧之瀬　昭

　ゴルフを思う存分練習していだけるよう、リーズナブルな料金設定とコンディ
ションの良いゴルフボールの提供にこだわっています。特にボールは打感が良く沢
山打っても疲れにくいものを採用し、定期的に入れ替えを行っているため、お客様
に喜ばれています。また、毎回現金精算方式を採用しており、気軽な気持ちでご利
用いただけると思います。
　現在、皆様により良い練習環境を提供するため、営業しながら打席棟改修中。２
月中に工事を終え、３月には温かみが感じられる練習場に生まれ変わります。ご期
待ください！

本気で練習したいゴルファーを応援します！

●住　所／大府市横根町名高山 26-1　　●TEL 0562－48－6131　　
●定休日／年中無休（場内メンテナンス、天候等により休業する場合があり）
●営業時間／平日 8:45 ～ 23:00　土日祝 8:00 ～ 23:00


