
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2月末会員総数

1,643

平成26年度大府商工会議所

4～2月加入者数

目標達成まで

114

86

大府商工会議所ホームページ　http://www.obu-cci.or.jp/
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ウェルネスバレーフェスタ ～健康逸品・花と光の祭典～
ハンギングバスケットや竹花器の寄せ植え体験等も実施、
　飲食エリアでは、各店自慢の健康逸品が並びます！！

大府ブランドを世界に！
ハンギングバスケット

竹花器の寄せ植え

会
員
の
広
場

　名四国道(23号線)共和インター手前にある人形店です。
当店小売部門は、｢お雛様のお顔、五月人形の勇ましさ｣を大切に、お客様の家族の
絆・笑顔を思い浮かべて販売させていただきます。
　製造部門は、お雛様、兜飾りなどのケース飾りを製造し全国の小売店へと出荷し
ています。その他にも、お客様の大切な物を飾るガラスケース(1本からでもお受け
します)の製造も承っておりますので、ご相談ください。ご来店お待ちしております。

思い出の 1ページを彩る初節句

●住　所／大府市共栄町三丁目３-３　　●TEL  0562－48－5945
●定休日／ 12月～ 4月 無休 (※12/31、1/1、1/2 は休み )  
　　　　　 5 月～ 11月 土・日・祝
●営業時間／ 10:00 ～ 18:30

カーマート・ＡＳＡＤＡ
代表　浅田 英二

㈲人形の川秀
代表取締役　境田　充志

　当店は、大府市横根グラウンド横、池下交差点角です。
　中古車をメインに販売しておりますが、新車、買い取り、鈑金、保険などを取
扱っております。車両価格9.9～39万円位の低価格車両を取揃え、展示車にない車
両の注文販売も行っております。大府市近郊のお客様で下取車など価格に満足頂け
ない方は、是非、当店に御相談ください。
　Goo、カーセンサーに掲載中です。査定は無料です！車のことなら大府横根町
カーマートＡＳＡＤＡを宜しくお願いします。

買い取り車、０査定は有りません！

●住　所／大府市横根町池下 23番地 1　　●TEL 0562－45－6355　　
●定休日／水曜日
●営業時間／ 9:30 ～ 20:00　日祝 9:30 ～ 19:00

せんしゅう



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～  

役員視察研修(今治商工会議所)
～地場産業再生、地域おこし事業を学ぶ～
　　　1月27日(火)、28日(水)正副会頭を始めとする役
員、行政、事務局20名にて今治商工会議所(愛媛県)
を視察しました。

　今治市は、愛媛
県の北東部に位置
し、人口約166,000
人で松山市に次
ぐ、愛媛県下第2の
都市です。瀬戸内
海の風光明媚な景
観と伊予水軍城址

などの歴史遺産を誇る観光都市であり、また大型船
の生産実績が国内シェア約2.5割を占める造船・海
運都市です。繊維産業も盛んで、特にタオル生産は、
全国生産高の約5割のシェアを誇っています。その
他にも食料品製造業、農林業、漁業も盛んに行われ
ています。

　大府市と比較すると、人口約1.9倍、総面積約13
倍、製品出荷額1.5倍、小売業販売額2倍、商工業者
数2.3倍、小規模事業者数1.9倍、商工会議所会員数
1.8倍といった状況です。

今治タオルプロジェクト
　今治市は、古くから我が国有数のタオル生産地で
したが、近年、中国から輸入される安価なタオルにお
され、年間生産量が5分の１に減少し、壊滅的な打撃
を受けました。
　2006年「今治タオルプロジェクト」を立ち上げ、独
自の品質規格を策定(１cm角タオルが５秒以内に沈

み始めたら合格)、著
名デザイナー(佐藤
可士和氏)の活用、人
材育成(タオルソムリ
エ試験制度)等により
今治タオルのブラン
ド力が向上し、認知度
36.6％(2004年)から
71.0％(2012年)に上昇、20年間続いた生産量の減
少が2011年に下げ止まり、欧州に販路拡大するなど
の成果を挙げ、地場産業の再生を見事に成し遂げま
した。

自転車による「まちおこし」
　温暖な気候、多島の自然美、架橋による魅力的な
景観を活かし、サイクリングによる「まちおこし」に取
り組んでいます。
　愛媛県主催で、同県と広島県を結ぶ西瀬戸自動車
道(しまなみ海道)にて、国際サイクリング大会を開催
したところ、8,000名が参加し、大会運営には総勢
4,600名が協力されたそうです。大会は大成功し、次
回の開催を望む声が多数寄せられているとのこと
でした。
　また、今治市も300名のサイクリング大会「ツー
ル・ド・玉川」を開催し、成功を収めています。

　今治を愛する多くの人々が各方面で関わりを持
ち、郷土愛を育む取り組みを実施している点に感心
しました。
　大府市も、今治市のように地域を愛してもらう取
り組みをしていけば、結果的に「大府が元気なる」の
ではないかと感じました。

▲挨拶する木村会頭、
　右は今治商工会議所の川上昭一会頭

▲漆塗りの自転車も登場！（漆塗りは今治市の地場産業）

▲タオル美術館ICHIHIROを見学

▲千光寺山（広島県尾道市）から見下ろす瀬戸内の美しい景色
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表紙の人／青年部会員の皆さん
　左から、大和田さん･島岡さん･青山さん
　古市さん（H26年度会長）･赤田さん･相田さん
撮影場所／あいち健康プラザ西側広場
知多半島初のプロジェクションマッピングを企画。
３月１５日ウェルネスバレーフェスタ夜の部で、あい
ち健康プラザ西側の壁面（表紙参照）に、幻想的
な映像を映し出します。

今月の表紙／大府商工会議所青年部

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。

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）
   15 日（日） ウェルネスバレーフェスタ
  （10:00 ～ あいち健康の森公園）
  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
  （14:00 ～ 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） 省エネセミナー
  （13:30 ～ 当所 3階大ホール）
  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）

4月　Apri l
 8 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）
 14日（火） 青年部通常会員総会
  （17:00 ～ 当所 3階大ホール）
 18日（土） 大倉公園つつじまつり
  （9:30 ～ 大倉公園・桃山公園）
 19日（日） 大倉公園つつじまつり
  （10:00 ～ 大倉公園･桃山公園）
 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）
 23日（木） ビジネスマナー講座
  （9:30 ～ 当所 3階大ホール）

 3 役員視察研修（今治商工会議所）
  ～地場産業再生、地域おこし事業を学ぶ～

 4‐6 会議所だより
  平成 26年度トップセミナー
  橋本実践塾
  平成 26年度決算・確定申告勉強会
  第 24回大府盆梅展

 7 第 22 回ちたしん夢サポート助成団体決定
  業務災害補償プラン取扱会社追加

 8‐9 講習会・イベントのご案内
  失敗しないための採用募集セミナー
  ＩＴセミナー フェイスブックを味方にする技術
  好感度アップ！ビジネスマナー講座
  ウェルネスバレーフェスタ
  　～健康逸品・花と光の祭典～

 10 大府商工会議所・行政からのお知らせ
  愛知県警察本部からの注意喚起
  珠算・暗算・段位認定試験施行

 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
  ㈲人形の川秀
  カーマート・ＡＳＡＤＡ

  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！



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

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

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

▲NTTビジネスソリューションズ 伊藤支店長

▲トヨタ自動車㈱ 福市取締役・専務役員

会議所だより

平成２６年度トップセミナー
1月30日（金） 於：当所３階大ホール
 時：１５：１５～１７：１５　

　当所は、（公財）日本電信電話ユーザ協会知多地区
協会と共催で、２部構成によるトップセミナーを開催
しました。
　第１部では、NTTビジネスソリューションズ東海支
店名古屋南営業支店の伊藤孝浩支店長に「最近の通
信事情について」解説していただきました。

第１部　最近の通信事情について
　インターネットの
普及に伴い、10年前
にはなかったスマー
トフォンが登場する
とともに情報通信機
器も著しく増加して
おり、今後は更に多

様化と拡大が続くことが予想されると語り、MVNO
や光コミュニケーションビジネスなど、通信事業に関
わる新しい形態について、詳しく説明していただき
ました。

第２部　デザインには企（わけ）があり、
　　　　スタイルには意味がある
　第２部は、講師にトヨタ自動車㈱取締役・専務役員
の福市得雄氏を招き、講演していただきました。福市
氏は、トヨタ自動車㈱でデザイン本部本部長を務め

られ、2014年から
はLexus Interna-
tional President
に就任されていま
す。
　以前は、尖ったも
のを作ろうとして
も、会議で評価を
受けるうちに、欠点をなくすことに重点が置かれ、結
局「誰からも嫌われない製品」「個性のない製品」に
落ち着いていましたが、現在は、長所を活かすモノ
づくりに方針を転換しているそうです。魅力ある製
品を生み出すため、「思いっきりやって失敗したほう
が良い」という言葉に説得力を感じました。
　トヨタ車にデザインの統一感をもたせ、ブランド化
を図りつつ、類似感（個性がない）がないよう配慮
し、国や地域によってデザイン戦略を変えていく手
法を展開されているそうで、車両デザインに目の錯
覚を役立てていることをわかりやすく解説していた
だきました。
　また、社内では、数字（売上等）は、目的・目標であ
り、大切なのは持続的成長（年輪経営）とし、「100万
台売るより1人の満足と笑顔を目指す。100万人の
我慢からは『唯一無二』は生まれない」と語り、今年
のデザインのテーマは、『笑顔』にしたいと笑ってお
話しされたのが印象に残りました。
　質疑応答も活発に行われ、聴講者もトヨタ自動車
㈱のコンセプトに触れることができ、大変有意義な
時間を過ごすことができました。

 

　「橋本実践塾」第４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。
　会場会社の経営者、製造業部会の笹田第１分科会長（㈲山本鈑金）と橋本塾長の立会いのなか、
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。

「橋本実践塾」第４ステージの活動報告

第１グループ「壱」の活動
　中島特殊鋼㈱にて４回の改善活動を実施し、
２月３日に成果発表会を行いました。

◎設備レイアウトを変更す
ることで、ムダ歩行が減
るなど、作業性が向上し
た。また通路の確保にも
繋がった。

◎加工予定板を設置する
ことで各担当者の仕事
量の把握が可能となり、
作業の見える化を行っ
た。

▲発表者は西田輝美さん（中島特殊鋼）

今回の活動成果

★橋本実践塾８期生の募集を行っています！詳細は会報の折込チラシにて★

第2グループ「セブンズ」の活動
　シンセイ建設㈱にて４回の改善活動を実施し、
２月１０日に成果発表会を行いました。

◎品名やサイズを見やすく
表示することにより、適
正な置場を納入関係部
署に伝達できるように
なった。

◎建材置場にて種類別区切
り部の色付けを行い、プラ
チェーンで表示を明確
化。在庫の把握や入搬出
の作業効率が向上した。

▲発表者は鵜野悟志さん（シンセイ建設）

今回の活動成果



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      

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
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平成２６年分 決算・確定申告勉強会
改正のポイントとその対策！
2月10日（火） 於：当所３階大ホール
 時：１３:３０～１７:００　 

　税理士の井藤 哉先生を講師に招き、平成２６年度
の決算・確定申告について、わかりやすく解説して
いただきました。

　参加者には、税務署より送付された確定申告に関
する書類一式を持参していただき、各自該当する部
分を確認しながらの勉強会を進めていきました。
　講義終了後には、税率変更により平成２６年分から
計算方法に変更のある消費税及び地方消費税の確
定申告などについて、講師による個別税務相談も行
いました。
　なお、当所での確定申告集合受付は、２月２３日
（月）、２４日（火）、２５日（水）、３月２日（月）、３日（火）で、
いずれも午後１時３０分からとなります。持ち物等詳
細は、大府商工会議所ホームページをご覧下さい。

第２４回大府盆梅展
2月9日（月）～15日（日） 於：大倉公園
　 時：１０:００～１６:００

　大府市の春の恒
例行事「大府盆梅
展」（主催：大府市
観光協会）が開催
されました。長い
年月をかけ丹精込
めて育てられた盆

梅約７０点が展示されたほか、川柳や呈茶、梅の苗木
販売も行われました。日替わりで琴・尺八の演奏や
甘酒無料サービス、やきいも販売も行われ、市内外
から訪れるお客様をおもてなししました。
　１４日（土）には、
時折雪が舞う中、
当所女性会がお手
伝いし、温かいぜ
んざいを振る舞い
ました。
　また、今年は「ふ
るさとガイドおお
ぶ」による観光ガ
イドもあり、大倉公
園や桃山公園の歴
史などを観光客に
説明し、大府の魅
力ＰＲに一役買い
ました。

▲盆梅をじっくり鑑賞中

▲ボランティアガイド大活躍

▲ぜんざいの無料サービス

会議所だより

第２２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２２回助成金支給団体が決定しました。
　総数３８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８団体（順不同）が選ばれました。おめでとうございます。　　　　　　　

①石ヶ瀬地区福祉委員会
（災害時の安否確認を迅速に行うための「黄色いハンカチ」全戸配布による防災整備）

②子育てネットワーカー「かえる」
　（子育てネットワーカー会員の会による人形劇や子供と母親が一緒に歌う「音楽会」を開催する子育て支援）

③ひとまちおうえん隊Ｄ’ＡＲＴ
　（地域活性化を推進する活動団体が、あいち健康の森公園内の「薬草園」で木工教室を開催し、環境配慮に
よる地域づくりを提案）

④大府の着地型観光を盛り上げる会
　（史跡・名所の発掘と健康をテーマとした新たな観光スポットを創出する観光振興）

⑤（福）長福会デイパーク大府
（地域との密接な関係を活かし、災害時に一時的な避難場所として施設を開放する防災整備事業）

⑥大府商工会議所青年部
（プロジェクションマッピングの投影イベントの実施による地域活性化）

⑦昆虫応用技術研究会メガソマ
（大府市、東浦町内の４事業所共同による、昆虫の生態応用技術を使ったウォーキング補助器具の開発）

⑧大府学研究会
（大府市の歴史や文化を調査し「ご当地検定」を実施して、地域文化の研究と伝承活動を促進）

業務災害補償プラン取扱会社追加のお知らせ

　平成２７年２月１日より、今まで提携の４保険会社に加え、あいおいニッセイ同和損害保険㈱も業務災害補償プ
ランの提携会社となりました。業務災害補償プランは、会員事業所へのサービスの充実を目的として、労働災害
による死亡や怪我での入院・通院費用、慰謝料、争訟費用などを補償するものです。本プランは、労災事故に対
する補償の必要性の高まりに対応した内容となっており、政府労災の上乗せ補償に加えて、企業責任への補償
（慰謝料など）もセットされています。日本商工会議所団体契約ならではのスケールメリットを活かした割安な保
険料水準（一般加入に比べ約半額）に加え、売上高と業種に基づいて保険料を算出するため、従業員の入れ替わ
り等の面倒な手続きも不要です。

　契約をご希望の方は、商工会議所までご連絡ください。また、会員限定のプランとなっておりますので、契約を
希望される非会員の方には、会議所への加入を是非お勧めください。

第２３回公募は４月に行われます。問合せは、最寄の知多信用金庫まで。

　　●提携保険会社
　　　●  損害保険ジャパン日本興亜㈱　●  東京海上日動火災保険㈱　●  富士火災海上保険㈱
　　　●  三井住友海上火災保険㈱　　　●  あいおいニッセイ同和損害保険㈱



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

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
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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！

日　時：3月 17日（火）13：30～ 15：30
会　場：大府商工会議所　2階会議室
講　師：磯部法子社会保険労務士事務所
 代表　磯部法子氏
内　容：実践的な採用のノウハウを公開します！
 ◆最近の採用事情と課題
 ◆自社をアピールして応募者を増やす方法
 ◆採用のカギは履歴書の見方と面接の仕方
 ◆面接のミスマッチ防止に適正診断
 ◆採用に関係ある助成金

主　催：大府商工会議所
問合せ：0562－47－5000

～良い人材を採用できれば会社が変わる～

失敗しないための採用募集セミナー 9:00～ 17:30　花いっぱいフェア 
ハンギングバスケット、竹花器の寄せ植え、こけ玉作り体験
ドーム菊販売、花の苗販売、4/28開園の薬草園PRコーナー
ウェルネスバレー絵画コンクール受賞作品展示（交流センター）

10:00～ 18:00　健康逸品フェア   
ジャージー牛のアイスクリーム、本格チヂミ、焼きそば
たこ焼き、貝焼き、ナンカレー、海老天巻、助六、和菓子等　　
減塩味噌汁の試飲（協力：イチビキ）

12:00～ 13:00　夢風船「ぴゅあ」ライブ
14:30～ 16:30　シンポジウム
　　　　　　　　　「持続可能な健康づくり」
場　　所：あいち健康プラザ・ヘルスサイエンスシアター
基調講演：「楽しみながら健康づくり～さあ、ご一緒に～」
講　　師：村本あき子氏
　　　　　（（公財）愛知県健康づくり振興事業団健康
　　　　　開発部長）
報　　告：「効果的なダイエットについて」
講　　師：加藤三基男氏（サン食品㈱　代表取締役社長）
席の事前申込は3/12( 木 ) 締切（当日参加可）

16:00～ 18:00　ステージイベント（運営：青年部）
　　　　　 　　　　豚汁の振るまい（協力：女性会）
18:30～ 19:40　プロジェクションマッピング
「出店ブース」でお買い物のお客様に先着で観覧券贈呈！

ウェルネスバレーフェスタ ～健康逸品・花と光の祭典～
開催日：平成２７年３月１５日（日）　会場：あいち健康の森公園

　社会人として身につけておきたいマナーや心構えを学び、企業（事業所）の一員として、好感
度アップを目指しましょう。専門講師の指導により、挨拶、名刺交換、電話応対などのビジネス
マナーについて、ロールプレイングを取り入れた実践的なセミナーを開催いたします。

日　時：3月 18日（水）15：00～ 17：00
会　場：大府商工会議　3階大ホール
講　師：ソーシャルメディアコンサルタント
　　　　柴　佳織 氏
内　容 ◆個人アカウントのビジネスには限界がある？
 ◆フェイスブック上の危険から身を守ろう
 ◆運営の目的と全体設計
 ◆自社の場合はどんな投稿にすればいい？
 ◆投稿は全員に表示されているわけではない
 ◆事例や投稿ポイント紹介

主　催：当所 情報・物流・サービス業部会
　　　　（公財）日本電信電話ユーザ協会知多地区協会
問合せ：0562－47－5000

～ ITセミナー　Facebookを使う貴方へ～

フェイスブックを味方にする技術

好感度アップ！！ビジネスマナー講座

日　時：4月 23日（木）9：30～ 16：30
　　　　（お昼休憩1時間。昼食の用意はありません）
会　場：大府商工会議所　3階大ホール
定　員：20名（定員になり次第締切り）
講　師：オフィス成旺　伊藤 享子 氏
受講料：会員事業所
　　　　　　3,000円 /1名（税込み）
　　　　非会員事業所 
　　　　　　6,000円 /1名（税込み）
　　　　※当日お支払いいただきます。
申込み：4 月 16 日（木）までに参加申込書を当所

へ提出いただくか、ＦＡＸにてお申込みく
ださい。

内容 ◆社会人としてのマナーの必要性
 ◆心のこもった挨拶とお辞儀
 ◆自己紹介・他人紹介・名刺交換の仕方
 ◆研修導入テスト（敬語）・敬語の基本
 ◆好感を持たれる話し方
 ◆電話応対の基礎（電話の掛け方・受け方）
 ◆電話応対のロールプレイング（研修機械使用）
 ◆好感を持たれる訪問・応対のマナー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　etc.
主　催：大府商工会議所
協　力：（公財）日本電信電話ユーザ協会知多地区協会
問合せ：0562－47－5000

連携主催：大府市共和商業協同組合、大府中央通商店街振興会、大府駅前振興会
　　　　　市役所前発展会､㈱げんきの郷、(公財 ) 愛知県都市整備協会
共　　催：大府市、東浦町、ウェルネスバレー推進会議、ウェルネスバレー推進協議会
　　　　　東浦町商工会､( 公財 ) 愛知県健康づくり振興事業団
後　　援：愛知県

主催 : 大府商工会議所、大府商工会議所青年部

イベントスケジュール



■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2月12 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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現金管理の徹底
　・閉店後の店舗や事務所内に現金を保管しない。
　・夜間金庫等へ入金する際は、不審者への警戒を怠らず、必ず複数人で対応する。
　・やむを得ず現金を金庫等に保管する場合は、
　　□防盗性の高い金庫を使用し、固定する。
　　□金庫の設置場所に至るすべての扉には、施錠設備を施し鍵をかける。
　　□店舗や事務所ごとに金庫の設置場所を設定するなど、画一化しない。
　　□現金を分散保管する。
事務所・店舗の出入口、窓等の対策（侵入に時間をかけさせる対策）
　・扉、窓等は、シャッターの設置を含め可能な限り防犯性能の高い建物部品
（CP建物部品）の設置や補助錠の活用

　・警報ベル付き防犯センサー等の警報装置を活用
防犯カメラの設置、機械警備の導入
　・駐車場、出入口、レジ付近等広範囲に、夜間で
も撮影可能な防犯カメラを設置し、撮影してい
ることを表示

　・可能な限り、警備会社に、機械警備業務を委託
　　し、機械警備による抑止力を活用し、万が一、
侵入被害にあった際は、出入口ドアや窓等の破
壊時に侵入を感知させて早期に通報

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、小売業で悪化、その
他の３業種で改善した。

●一般工事業からは、「建築資材の価格が高
止まりしており、採算は厳しい。また、年
度末に完成予定の案件が多いため、人繰り
にも苦慮している」とのコメント。コイル
製造業からは、「取引先からのコストダウ
ン要請が続き、収益改善は遅れているが、
受注は好調に推移」とのコメント。食料
品・日用品スーパーからは、「不要な支出
を控える消費者が依然として多く、売上低
迷が続いている」との声、運送業からは、
「受注が伸びているため、若手のドライ
バーを採用したいが、他業種に比べ賃金が
低いこともあり、人が集まらない」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
と比べ悪化する見込み。産業別にみると、
卸売業、小売業で改善、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     　　    　　        　　       15 年    先行き見通し
 　　 8月    9 月 10月　 11月 12月   1 月 2月～4月  

業　　況 ▲ 16.6 ▲ 11.2 ▲ 24.5 ▲ 20.1 ▲ 30.3 ▲ 19.0 ▲ 21.4
       
売　　上 ▲ 4.9 ▲ 5.3 ▲ 15.4 ▲ 17.7 ▲ 26.4 ▲ 15.5 ▲ 18.2 
  
採　　算 ▲ 17.6 ▲ 12.9 ▲ 25.2 ▲ 26.2 ▲ 32.0 ▲ 26.4 ▲ 27.2
       
資金繰り ▲ 6.7 ▲ 7.2 ▲ 12.9 ▲ 15.6 ▲ 17.2 ▲ 10.0 ▲ 15.4
       
仕入単価 ▲ 51.4 ▲ 51.2 ▲ 52.1 ▲ 42.0 ▲ 41.7 ▲ 38.5 ▲ 38.7
       
従 業 員 16.5  13.5 14.7 7.9 13.0 12.7 12.2

全産業ＤＩ（前年同月比）の推移

平成27年1月調査結果

  

愛知県警察本部からの注意喚起
連続発生する事務所・出店荒し・金庫破り等にご注意ください !!
　愛知県内では、会社や工場の事務所、店舗等を狙った、同一グループによると思われる盗難被害が一晩
で連続発生しています。今後、被害が更に拡大するおそれがあることから、警察では、本年「侵入盗」を
最重点犯罪の一つと指定し、県警の総力を挙げて各種対策に取り組み、犯人グループ壊滅に向けた捜査活
動を推進しております。同種被害の未然防止に努めていただくため、犯行の特徴や防犯対策をお知らせし
ます。

発生地域等→県内全域　　発生地の環境→幹線通り沿いで多発　　発生時間帯→深夜から未明　　
侵 入 手 口→出入口ドア錠のこじ破り、出入口ドアガラスの打ち突き破り、自動ドアのこじ外し等、
　　　　　　手荒な方法で侵入
物 色 対 象→事務室保管の金庫や店舗内のレジ等を破壊し、現金等を盗む。また、金庫等を搬出する。

犯行の特徴

防犯対策の推進事項

第 203回珠算検定・第39回暗算検定
第113回段認定試験を施行
　２月８日（日）、当所にて日本商工会議所主催の珠算検定と
日本珠算連盟主催の暗算検定試験及び段位認
定試験を施行したところ、延べ８６名が受験
されました。
　次回の試験は、６月２８日（日）。受付期間は、
４月２０日（月）から５月２８日（木）まで
となっています。問い合わせは、大府商工会
議所へ（電話0562－47－5000）

そろばんで記憶力や集中力を養いましょう！
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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2月末会員総数

1,643

平成26年度大府商工会議所

4～2月加入者数

目標達成まで

114

86

大府商工会議所ホームページ　http://www.obu-cci.or.jp/
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ウェルネスバレーフェスタ ～健康逸品・花と光の祭典～
ハンギングバスケットや竹花器の寄せ植え体験等も実施、
　飲食エリアでは、各店自慢の健康逸品が並びます！！

大府ブランドを世界に！
ハンギングバスケット

竹花器の寄せ植え

会
員
の
広
場

　名四国道(23号線)共和インター手前にある人形店です。
当店小売部門は、｢お雛様のお顔、五月人形の勇ましさ｣を大切に、お客様の家族の
絆・笑顔を思い浮かべて販売させていただきます。
　製造部門は、お雛様、兜飾りなどのケース飾りを製造し全国の小売店へと出荷し
ています。その他にも、お客様の大切な物を飾るガラスケース(1本からでもお受け
します)の製造も承っておりますので、ご相談ください。ご来店お待ちしております。

思い出の 1ページを彩る初節句

●住　所／大府市共栄町三丁目３-３　　●TEL  0562－48－5945
●定休日／ 12月～ 4月 無休 (※12/31、1/1、1/2 は休み )  
　　　　　 5 月～ 11月 土・日・祝
●営業時間／ 10:00 ～ 18:30

カーマート・ＡＳＡＤＡ
代表　浅田 英二

㈲人形の川秀
代表取締役　境田　充志

　当店は、大府市横根グラウンド横、池下交差点角です。
　中古車をメインに販売しておりますが、新車、買い取り、鈑金、保険などを取
扱っております。車両価格9.9～39万円位の低価格車両を取揃え、展示車にない車
両の注文販売も行っております。大府市近郊のお客様で下取車など価格に満足頂け
ない方は、是非、当店に御相談ください。
　Goo、カーセンサーに掲載中です。査定は無料です！車のことなら大府横根町
カーマートＡＳＡＤＡを宜しくお願いします。

買い取り車、０査定は有りません！

●住　所／大府市横根町池下 23番地 1　　●TEL 0562－45－6355　　
●定休日／水曜日
●営業時間／ 9:30 ～ 20:00　日祝 9:30 ～ 19:00

せんしゅう


