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アールカート (同）【㈲共栄設計】

仲間と一緒にモータースポーツで盛り上がろう！    

　当社はスポーツカート（汎用 4 サイクルエンジンをレーシングカートのフ
レームに載せた物）用のスバル製エンジンとカート部品の販売及びスポーツ
カート耐久イベントの企画・運営を行う会社です。数あるモータースポーツの
中で唯一の団体戦のスポーツカート耐久イベント、全員がドライバーでありメ
カニックでありピットクルーなんです。"Let's enjoy go kart" の精神で各地の
サーキットで開催されてます。来シーズンは実業団クラスを新設の予定なので
会社の看板背負って仲間と参加してみませんか？
    

代表　中村　賢一

　最近では、お客様のライフスタイルの多様化により、ヘアースタイルの変化も早く、
お客様のニーズも様々です。
　当店では、お客様のニーズに合わせたヘアーの提案ができるよう、毎年、ファッショ
ンの本場パリ、ロンドンにて技術研修を受けると共にヨーロッパ 最新のトレンドを知
り、お客様に最高のサービスが提供できるように心掛けています。パリの人たちに好
まれるカラー、ロンドンの人たちも目を輝かせるカットなど、美容室あかい三輪車か
らヨーロッパの空気を感じてみませんか？皆様のご来店をお待ちしています。 

More Feeling your hair　    

●住所／大府市共和町 2-18-8 共和プラザビル１０１   
●TEL ／ 0562-48-1023
●営業時間／ 9：00～ 19：00    
●定 休 日／毎週月曜日
　　　　　　第 2、3火曜日

●住所／大府市共栄町 2-411-4     
●TEL ／ 0562-38-5858
●SUBARU製の発電機も販売して
　います。    

美容室 あかい三輪車
代表者　村本　正志

（C）motegi.allsports.jp

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

大府ブランドを世界に！

新社会人学舎「滝谷経営塾」
見えない問題解決の骨子

●システムで思考する　●プロセスで行動する

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28年3月加入分まで継続決定）

会員加入目標数

180

平成27年11月末会員総数

1,705

平成27年度大府商工会議所

4～11月加入者数

目標達成まで

99

81
演習風景

滝谷敬一郎氏



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

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

11月 11日（水）　於：当所３階大ホール　時：1４：00～ 1５：３０

第 4回定例常議員会

審議事項
議案第１号　会員の加入について
　２１事業所の加入が承認されました（詳細は会報１２
月号４頁の「新入会員の紹介」をご覧ください）。

報告事項
①会員加入促進中間報告について
　９月３０日時点で加入目標１８０件に対し、累計７８件（う
ち紹介による加入２９件）。組織を挙げた取組みとする
ため、役員等１人当たり２件の未加入事業所の紹介を
再度依頼。
②第９回産学官連携交流会についいて
　平成２７年１１月２５日（水）１３時１０分から大府市役
所多目的ホールにて開催。テーマは、「持続的成長に
向けた開発と生産性の向上」
③役員視察研修について
　平成２７年１２月３日（木）～４日（金）静岡県富士市
産業支援センターｆ-Biz 等を訪問、中小企業・小規模
事業者支援の参考とする。
④役員・議員懇親会について
　平成２７年１２月９日（水）１８時から味三昧みかどに
て開催。

⑤新年賀詞交歓会について
　平成２８年１月６日（水）１１時から大府市役所多目的
ホールにて開催。
⑥ウェルネスバレーフェスタ開催報告について
　平成２７年９月１３日（日）開催の総括及びアンケート
結果を報告。来場者数２７,０００人（昼の部 :２２,０００人、
夜の部 :５,０００人）。
⑦第４６回大府市産業文化まつりの事業報告について
　会報１２月６頁に掲載。
⑧大府プレミアム付商品券事業について
　予約販売と直接販売の内容報告し、問題点及び次
回へ向けての考え方を提示。
⑨まっちふる大府について
　１１月２日（月）にタウンポータルサイト「e-Town 大府」
から「まっちふる大府」にリニューアルしたことを報告し、
内容紹介実施。
⑩会員の脱退並びに変更について
⑪１１月・１２月の行事予定について
⑫部会、支部、委員会等の報告について
　
その他
①大府商工会議所インド視察研修報告について
　１１月３日（火）～８日（日）４泊６日で総勢２３名にて
インド（訪問都市：バンガロール・マイソール）を訪問。
ＪＥＴＲＯでブリーフィ
ング後、会員企業
の㈱豊田自動織機
の現地企業等を視
察し、現地事情等
を把握、インドの経
済成長を実感する
研修となった。
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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。

12月　December
 2 日（水） 役員視察研修（静岡県富士市）
 3日（木） 役員視察研修（静岡県富士市）
 5日（土） 全知多珠算競技大会 
  （9:30 ～ 大府市役所地下）
 6日（日） ビジネス実務法務検定
  （10:00 ～ 当所 3階大ホール）
 7日（月） 年末調整勉強会 
  （13:30 ～ 当所 3階大ホール）
 9日（水） 住宅修繕相談
  （13:00 ～ 当所 1階相談室）
  税務経理相談
  （予約制 当所 1階相談室）
 12日（土） 建設業部会清掃活動
  （9:45～ 共和夢通り等）
  創業個別相談会
  （10:00 ～ 当所 1階相談室）
 13日（日） 環境社会検定
  （13:30 ～ 当所 3階大ホール）
 14日（月） 正副会頭会議
  （9:00 ～ 当所 1階会議室）
 18日（金） 定例金融相談
  （10:00 ～ 当所 1階相談室）
 22日（火） 新入会員交流会
   （14:00 ～ 当所 2階会議室）
 25日（金） 年末調整作成指導
   （13:30 ～ 当所 3階大ホール）
 28日（月） 仕事納め

1月　January
 4 日（月） 仕事始め
 5日（火） 年末調整作成指導
  （13:30 ～当所 3階大ホール）
 6日（水） 正副会頭会議
  （13:30 ～ 当所 1階会議室）
  新年賀詞交歓会
　　  (11:00 ～ 大府市役所地下 )
 7 日（木） 年末調整作成指導
  （13:30 ～当所 3階大ホール）
 12日（火） 税務経理相談
  （予約制 当所 1階相談室）
 13日（水） 住宅修繕相談
  （13:00 ～ 当所 1階相談室）
  常議員会
  （14:00 ～ 当所 3階会議室）
 18日（月） 定例金融相談
  （10:00 ～ 当所 1階相談室）
 27日（水） 住宅修繕相談
  （13:00 ～ 当所 1階相談室）

 　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
  地方創生講演会
  DIYと工事店の良好な関係性とその未来
  大府支部視察研修「飛騨高山」
  美容業講習会「成人式向けのアップ＆帯結び」
  大府市産業文化まつり
  滝谷経営塾
　　 8 ウェルネスバレー絵画コンテスト結果発表
　
 9 講習会・イベントのご案内
  平成２８年新年賀詞交歓会
  清掃活動ボランティア募集
  新入会員交流会
　  美味しいまちのグルメ駅伝
　　 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礼
  「経営発達支援計画」認定されました
  風車共済還付金のお知らせ
  労働保険加入のお願い
  相続税基礎控除の引き下げのお知らせ
　　
 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   
  美容室 あかい三輪車
  アートカート(同 )【㈲共栄設計】
　  会員加入促進キャンペーンにご協力を！

　平成22年より毎年開催していた｢おおぶ社会人学舎｣
をリニューアルし、新社会人学舎『滝谷経営塾』として開
講。講師に滝谷敬一郎氏（滝谷国際経営事務所 所長）を
招き、全ての業種の経営者や後継者および幹部職員向け
のセミナーとして、①経営とは何か、②経営問題はどうした
ら解決できるのか、③チーム別事務演習を行ってきました。
平成27年11月17日に最終回を迎え、成果発表会後に、
24名の受講者に修了証を授与しました。

今月の表紙／新社会人学舎「滝谷経営塾」

3

▲豊田通商インディアの物流倉庫見学

下記の期間、休館いたします。

平成２７年１２月２９日（火）
～

平成２８年１月３日（日）

大府商工会議所
年末年始休館のお知らせ



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

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

情報・物流・サービス業部会主催
岩佐大輝「地方創生」講演会
１０月2１日（水）　　　　　於：当所３階大ホール
　　　　　　　　  　　　  時：１５:００～１７:00

　今回は、震災被災地に
僅か３年で日本を代表す
る農業生産法人を築き
上げた岩佐大輝氏を講
師に招き、「地方創生」を
テーマに講演会を実施
しました。
　「故郷の特産品であるイチゴの価値を押し上げた
い」そう考えた岩佐氏は、一粒千円で売れる「ミガキ
イチゴ」やスパークリングワイン、イチゴのコスメな
ど、イチゴをブランディングした商品を立ち上げまし
た。さらに「復興支援」は既に過去のことと位置付け、
現在は、積極的に地方を世界に発信。今や上海や香
港のみならずインドにまで市場を開拓し、インドでは
複数の法人を立ち上げて拠点としています。
　「地方が元気にならないと、日本のイノベーション
の源泉である多様性が失われてしまう。だから地方

が元気なる必要が
あるのです」そう
熱く語る岩佐氏
に、参加者からは
最後まで多くの質
問が寄せられまし
た。

建設・住宅関連事業者向け
「消費税転嫁対策セミナー」
10月28日（水） 於：当所３階大ホール
　　　　　　　　　　　　　時：１9:００～21:００ 

　増税後は、新築受注
減など影響が懸念され
ており、今後の業界動
向を知り、経営力強化
を図るため、セミナー
を開催しました。今回
は、「ＤＩＹと工事店の良

 1 総合ギフト IGAWA 井川　宣広 長草町 他に分類されないその他の小売業 商業

 2 酒ゃビック大府店 伊藤　彰悟 明成町 酒小売業 商業

 3 ㈱Ｌexey 浅見　浩史 吉川町 機械器具設置工事業 建設業

 4  山口　正二 東海市 一般電気工事業 建設業

 5 cocora 小林　厚子 吉川町 美容業 商業

 6 樹塗装 金　孝道 東海市 塗装工事業 建設業

 7 プライムハート 赤坂　幸子 柊山町 その他の療術業 商業

 8 ㈲藤山電設 藤山　耕 東新町 一般電気工事業 建設業

 9 知多商人 山口　達也 共和町 受託開発ソフトウェア業 

 10  鈴置　琴恵 北崎町 貸家業 建設業

 11 Plaisir 仲井　仁人 共和町 美容業 商業

 12 ハックドラッグ大府店 白石　潔 東新町 医薬品小売業 商業

 13 ドラッグストアーレモン長草店 三品　昌大 明成町 医薬品小売業 商業

 14 ドラッグストアーレモン大府半月店 三品　昌大 半月町 医薬品小売業 商業

 15 ㈱シバタ 柴田　芳樹 共栄町 ガソリンスタンド 商業

 16 ㈱ INFINITE EVOLUTION 永井　博 横根町 医薬品小売業 商業

 17 ㈱ KSクリエイト 加藤　健人 共和町 塗装工事業 建設業

 18 TK 楠本　拓也 知多市 一般電気工事業 建設業

 19 ㈱アイセイ 長屋　賢治 桜木町 金属工作機械製造業 製造業

 20 HOT HAND 井野口幹根 半月町 美容業 商業

 21 エーエスケアサービス㈱ 早川　佳人 吉田町 老人福祉事業 

～平成27年度　新入会員　　よろしくおねがいします～
期間：平成27年9月9日～11月 10日

事業所名No, 代表者 住　所 業種・取扱い商品 所属部会

（敬称略）

情報・物流・
サービス業

情報・物流・
サービス業

好な関係性とその未来」をテーマに、市場が急激に
伸びているＤＩＹ関連の先進事例を紹介する内容で
した。講師の石原憲彦氏（イビケン㈱）からは、利益
率の高い「職人お助けサービス」や参考ホームペー
ジ、他県の工務店での新たな取組みなどをスライド
資料により、分かりやすく説明していただきました。

大府支部視察研修旅行
「飛騨高山」
11月10日（火） 於：岐阜県高山市
　　　　　　　　　　　　　　時：7:2０～18:15 

　当所大府支部（支部長：伊藤啓信氏/㈲はんの伊
藤）は、恒例の秋の視察研修を実施しました。参加者
３２名にて、秋の紅葉深まる高山の地を訪れ、高山の
古い町並みや朝市を散策、飛騨高山まつりの森（祭
屋台）では、伝統文化と新しい技術の融合させた平
成屋台を見学し感動しました。昼食は、本陣平野屋・
花兆庵にて飛騨牛を堪能し、参加者一同、秋の飛騨
高山を満喫しました。

美容業講習会「成人式向けの
アップ＆帯結び」
11月16日（月）　　　　　　於：半田商工会議所
　　　　　　　　　　　　　時：１0:００～１3:30

　ヘアースタイリスト寺嶋鉄男氏（てらじま美容室
代表）、着付けに松山香代氏（ＰＡＳＳＯ代表）を講師
に招き、成人式向けの最新のトレンドとなる、アップ

ヘアースタイルと帯結
びについて実技指導を
いただきました。講師の
経験談を交えた技術披
露を動画に撮る方も多
く、受講者の眼差しは真
剣そのものでした。
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～部会・委員会・支部・講習会・イベント等のご報告です～  会議所だより会議所だより



㈱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。

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

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
　100,000部
  （42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

第６回滝谷経営塾
11月17日（火）　　　　　　於：当所３階大ホール
　　　　　　　　　　　　　　時：１５:００～１９:４０

　第６回滝谷経営塾は、講義、チーム別演習、成果発
表会を行いました。終了後、懇親会を開催し、受講者
相互の親睦を深めました。

（1）講義　講師著書｢見えない問題解決法｣
　事業が達成しても失敗しても、その原因分析を全
員でしなければならない。部下を動かすには、その人
のレベルに合わせた動機付け(=目標の付与)が必要
と語りました。

（2）講義　ドラッカー｢経営の実学｣
　管理者の仕事は、①目標の設定②仕事の体系化③
動機づけ④仕事の評価⑤部下の育成の５つであり、
投入した資源よりも大きな成果を生み出すための管
理者の役割を学びました。

（3）演習
　①関心事②目標仮説③分析④結論の４つにまと
め、発表会の準備をしました。

（4）成果発表会
　統一テーマ｢いま、われわれは何をすべきか｣につ
いて、Ａ～Ｄチームがそれぞれのテーマを全員参加
で成果発表を行いました。

Ａ『優秀な人材・人手を育成、確保したい』
　今は、管理者が教育をしていない。自己実現に向け
た専門教育や技術伝承などで優秀な人材を育成し、

将来性のある魅力ある会社にすることで、結果的に
優秀な人材を確保できると結論付けました。

Ｂ『３年以内に高齢者が安心して暮らせる大府市
を実現したい』

　①ウェルネスバレー内を移動する自動走行車の開
発②ボタン操作で数分でバスが来るしくみづくり③
ウェルネスバレーに高齢者を呼び込む情報発信、の３
つをニュービジネスとして提言しました。

Ｃ 『正の資産を活用して少子高齢化の問題をビジ
ネスとして解決したい』

　｢家庭(労働者)｣の子供を｢高齢者｣が世話をする託
児所を｢企業｣が支援することで、３者が｢高齢者雇用｣、
｢労働力の提供｣、｢安心な子育て｣のメリットを享受
できると結論付けました。

Ｄ 『会議所の企画力によって会員企業の新たな
チャレンジを支援したい』

　商工会議所の職員は、統一的な研修により、均一
的な能力こそあるが、特質した能力がない。そこで、
各々が目標設定をす
ることで、｢大府ブラ
ンドを世界へ!｣の達
成に向け、支援力を高
めると宣言しました。
〔会頭挨拶〕
　木村会頭は、受講者に修了証を授与し、成果発表
に対する謝意を述べ、見えない問題に怖さがあり、修
得した解決手順を自社で活かして欲しいとの期待を
述べました。

会議所だより会議所だより

おぶちゃん
大府市健康づくり

マスコットキャラクター

１０月３１日（土）・１１月１日（日）　　時：９:３０～１６:００（１日は１５：３０まで）
　　　　　　　　　　　　　　　於：大府市民体育館・駐車場
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産業文化まつりゲート

こどもコマづくり体験

製造業部会

花の寄せ植え体験

商業部会

親子工作教室

建設業部会

OBU バーガー販売

青年部

飲食バザー

女性会

遠野市消防団ラッパ隊ふれあい金魚すくい

青年部ＯＢ

チャリティわたがし

情報・物流･サービス業部会

※写真は催事の一部です。このほかにもたくさんの催事とイベントを実施しました。ご協力ありがとうございました。
王滝村のくりぴー

小矢部市のメルギュー

　秋晴れの晴天の下、両日あわせて、約4１,０００人(大府市発表)の方々が
来場し、会場は大盛況となりました。岩手県から遠野市消防団ラッパ隊も
駆けつけ、すばらしいパフォーマンスを披露してくださいました。当所は、
会場内に本部を設け、屋外即売会、商工業振興展、屋外イベントを開催し
たほか、各部会や青年部、女性会も各々企画した催事で参加し、青年部Ｏ
Ｂ会には、ふれあい金魚すくいでご協力いただきました。

第４６回大府市産業文化まつり
主催：大府市・大府市教育委員会・大府商工会議所・ＪＡあいち知多

市制４５周年記念 ～未来へつなぐ健康おおぶ～



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！

■住所  半月町2-14
■電話  080-7008-4996
■営業  月～木  9:00～15:00
　　　木～土20:00～24:00
■定休  日曜日

カラオケ喫茶happy voice i
「シフォンケーキ」

美味しいまちのグルメ駅伝美味しいまちのグルメ駅伝

㈱伊藤プラス
チック工業
伊藤　誠さん
紹介ランナー

happy voice i
渡邉のり子さん

店主

次回ランナーは、㈱石野工務店の石野真寿さん

happy voice i さんは、
昨年12月にオープンした
ばかりのきれいなお店。
9：00～15：00はカラオケ
喫茶として営業しており、
シフォンケーキが大人気！
20：00～24：00は店主が
かわいいBar風カフェに
変わります。

　平成２７年９月１３日（日）より募集を開始した小学生向けウェルネスバレー絵画コンテストは、
「ぼく・わたしのお気に入りの風景 in ウェルネスバレー」をテーマに、ウェルネスバレーのお気に入りの
風景を各々自由に描いていただきました。
　１０月２１日（水）に、審査会を開催し、４４点の応募の中から各賞を決定し、１１月２８日（土）、健康
長寿フェスティバルのメインステージ（あいち健康の森大芝生広場）にて表彰式を行いました。入選作品は、
大府市役所で１２月２２日～２5日まで、あいち健康の森公園交流センターで１２月２９日～１月１１日まで
展示されます。

ウェルネスバレー絵画コンテスト入選者発表！

平成２８年新年賀詞交歓会のご案内

高　学　年　　部の

タイトル：青空と木の見えるポイント
田野 心愛さん（小５）金賞

銀賞
タイトル：緑の中のはすの花と白い橋

金田 茉莉江さん（小 4）

タイトル：プラザとはすの花
近藤 みこさん（小５）

低　学　年　　部の

タイトル：健康の森でしゃしんをとった思い出
アンダグ ニジ アンドロさん（小 2）金賞

銀賞
タイトル：ラジオ体操（大芝生広場）

竹田 龍空さん（小 3）

タイトル：けんこうのもりでたのしくあそんだ１日
櫻井 颯人さん（小 2）銅賞 銅賞

平成２８年１月６日（水）１１時～１３時　
２,０００円（１名）※当日受付にて申し受けます。

※当日参加も可能ですが、できる限り事前にお申込みください。
　アルコールの準備はありません。

チラシまたは当所ホームページからお申込みください。

大府商工会議所 総務・会員サービス課　 電話 :０５６２－４７－５０００

　大府商工会議所は、恒例の新年賀詞交歓会を下記のとおり開催いたします。会員の皆様の多数のご参
加をお待ちしています。

日 　 時

参 加 費

申 込 み

問 合 せ

大府市役所地下多目的ホール場 所

日 時

集合場所

平成２７年１２月１２日（土）
八ツ屋会館駐車場
（共和町２丁目１０番地５）
１０:００～１１:００
市道大府共和線（共和夢通り）
共和駅周辺
建設業部会会員に限らず、周辺地域の皆
様など、ご協力いただける方なら、どな
たでもＯＫ。当日参加も大歓迎です！
大府商工会議所 担当 : 加古・山本
     電話：０５６２－４７－５０００

清掃活動ボランティア募集 !
建設業部会主催 

集合９：４５

実施時間

実施場所

募集対象

問 合 せ

日 時

場 所

平成２７年１２月2２日（火）

大府商工会議所 ３階 大ホール

１. 商工会議所はこう使うべし！
２. 我々は会議所をこうやって使っている！
３.１分間 自己紹介タイム！
４. 運命を変えるかもしれない名刺交換タイム！

無料　　　　　　　１２月１５日（火）
申込書をＦＡＸ等でご提出下さい。
大府商工会議所
電話：０５６２－４７－５０００

１４:００～１６:００

内 容

参加費

申込み

問合せ

締 切

商工会議所新入会員交流会
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税理士をお探しの方は！

％28.8

10 11

平成２７年１月から

相続税・贈与税についてお知りになりたい方は！
　★国税庁ホームページで調べられます！
　★電話相談センターで相談できます！
税務署に電話して自動音声案内により「１」を選択、次に相続税の「２」を選択してください！

　日本税理士連合会ホームページの「税理士情報検索サイト」（http://www.zeirishikensaku.jp）で
税理士等の検索が可能です。

　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、失業した場合、高齢者で賃金
が低下した状態で継続して働いている場合、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、事業主の皆様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。まだ、
加入手続きをとられていない事業主の皆様は、今すぐ加入手続きをお願いします。

大府商工会議所・行政等からのお知らせ

「経営発達支援計画」認定！

相続税の基礎控除が引き下げられました
www.nta.go.jp　⇒　相続・贈与税特集

税務署からの
お知らせ

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。

【ご相談】　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

　この度は商工会議所後期分会費の納入にご協力
いただき、誠にありがとうございました。指定の
口座より引き落としさせていただいた口座振替の
会員様につきましては、１月号（１月４日配
付開始）の会報に領収書を同封させてい
ただきますので、ご査収下さい。

大府商工会議所
後期会費納入のお礼

こんなにお役にたちました！

（H27.12.7 支払い）風車共済 還付

風車共済は、大府商工会議所の会員を対象にし
たグループ共済制度です。１口１,０００円で大き
な安心が得られます。（最高５口、但し６１歳以
上は掛金が変わります）

保険金・給付金のお支払い状況
                                   （H26.9.1～H27.8.31）

アクサ生命保険給付分
死亡保険金 １件 ５００,０００円
ケガ入院給付金 ４件 ３４２,０００円
合　計 ５件 ８４２,０００円
会議所独自給付分
ケガ通院見舞金 ２０件 ３１０,０００円
病気入院見舞金 １５件 2４０,０００円
還暦祝金 ２４件 ４３０,０００円
結婚祝金 １９件 ３３０,０００円
出産祝金 １８件 ４１０,０００円
合　計 ９６件 １,７２０,０００円

【問合せ】
   大府商工会議所　電話：0562-47-5000

速報!

　大府商工会議所は、平成２７年１１月１７日付
けで、東浦町商工会と共同申請していた「経営
発達支援計画」（第２回第１次認定）の認定を受
けました。
　今後は、小規模事業者の事業の持続的発展を
支援する体制を整備するため、鋭意、準備を進
めてまいります。

　去る9月 10日（木）、大府市観光協会主催による大府市観光みやげ推奨品選定会（推奨期間2年のため
２年毎に開催）において、下記の品々が推奨品に決定しました。各店自慢の逸品です。お土産と言わず、ご
自宅用としてもご利用ください。推奨品は、大府市産業文化まつり（10 月 31 日、11 月 1 日）の会場で
展示されます。お気に入りを見つけてください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（順不同）

～第 12回大府市観光みやげ推奨品～

事業所名
（電話番号）

菓子・食品部門

（４６－０２２９）

（４６－１６１２）

（４８－０２６１）

（４６－４４２１）

（４６－８６２５）

（４６－００７６）

（４６－５２５５）

（４６－０８８０）

（４５－４０８０）

（４６－２１６８）

（８５－５６４２）

（４６－４７４７）

（４８－１２３３）

商　品　名
　　　★新規商品　★継続商品　

今回から特別推奨品（５回連続で推奨品に認定）

（商品の販売は、ふじや酒店、げんきの郷で行っています）

推奨品にはこのピカピカ
のシールを貼ることがで
きます！

■融 資 額　2,000万円以内
　　　　　　※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1.15％
　　　　　　設備資金　１０年以内（うち据置期間２年以内）　年1.15％
■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11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～

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、小売業で悪化、その他の４業種で
改善した。各業種から寄せられたコメントは
以下のとおり。

●「戸建やマンション・アパートなど、住宅関連
の受注が堅調だが、技術職不足への対応に
苦慮している」（一般工事業）、「足元では自
動車や工作機械メーカー向けの引き合いが
多かったものの、取引先によって生産水準が
ばらついており、受注が安定しない」（金属加
工業）、「人件費などのコスト増が続く中、先
行きへの不安感が強いため、安易に設備投
資や賃上げはできない」（総合スーパー）、
「宿泊部門は外国人観光客を中心に堅調。他
方、飲食部門は忘年会予約の出足が鈍かっ
た」（旅館業）

●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、製造
業、卸売業で改善、その他の３業種でほぼ横
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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ブロック別全産業DI
（前年同月比）の推移（東海）業況

 　15年　      　　　　　　先行き見通し
 5 月   6 月 7 月 8月 9月 10月 11月～1月 

業　　況 ▲ 0.6 ▲ 11.7 ▲ 18.1 ▲ 10.5 ▲ 14.9 ▲ 11.0 ▲ 7.2
       
売　　上 　 2.2 ▲ 6.1 ▲ 5.6 ▲ 2.2 ▲ 6.3 ▲ 5.5 ▲ 0.6

採　　算 ▲ 8.4 ▲ 14.6 ▲ 16.9 ▲ 16.8 ▲ 23.7 ▲ 9.3 ▲ 11.1
       
資金繰り ▲ 10.4 ▲ 13.2 ▲ 11.7 ▲ 10.2 ▲ 13.4 ▲5.1 ▲ 6.3
       
仕入単価 ▲ 30.9 ▲ 35.2 ▲ 45.1 ▲ 36.9 ▲ 35.5 ▲ 30.7 ▲ 28.8
       
従 業 員 17.9 17.3 16.9 17.7 17.7 22.0 22.2

全産業ＤＩ（前年同月比）の推移

平成27年10月調査結果
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アールカート (同）【㈲共栄設計】

仲間と一緒にモータースポーツで盛り上がろう！    

　当社はスポーツカート（汎用 4 サイクルエンジンをレーシングカートのフ
レームに載せた物）用のスバル製エンジンとカート部品の販売及びスポーツ
カート耐久イベントの企画・運営を行う会社です。数あるモータースポーツの
中で唯一の団体戦のスポーツカート耐久イベント、全員がドライバーでありメ
カニックでありピットクルーなんです。"Let's enjoy go kart" の精神で各地の
サーキットで開催されてます。来シーズンは実業団クラスを新設の予定なので
会社の看板背負って仲間と参加してみませんか？
    

代表　中村　賢一

　最近では、お客様のライフスタイルの多様化により、ヘアースタイルの変化も早く、
お客様のニーズも様々です。
　当店では、お客様のニーズに合わせたヘアーの提案ができるよう、毎年、ファッショ
ンの本場パリ、ロンドンにて技術研修を受けると共にヨーロッパ 最新のトレンドを知
り、お客様に最高のサービスが提供できるように心掛けています。パリの人たちに好
まれるカラー、ロンドンの人たちも目を輝かせるカットなど、美容室あかい三輪車か
らヨーロッパの空気を感じてみませんか？皆様のご来店をお待ちしています。 

More Feeling your hair　    

●住所／大府市共和町 2-18-8 共和プラザビル１０１   
●TEL ／ 0562-48-1023
●営業時間／ 9：00～ 19：00    
●定 休 日／毎週月曜日
　　　　　　第 2、3火曜日

●住所／大府市共栄町 2-411-4     
●TEL ／ 0562-38-5858
●SUBARU製の発電機も販売して
　います。    

美容室 あかい三輪車
代表者　村本　正志

（C）motegi.allsports.jp

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

大府ブランドを世界に！

新社会人学舎「滝谷経営塾」
見えない問題解決の骨子

●システムで思考する　●プロセスで行動する

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28年3月加入分まで継続決定）

会員加入目標数

180

平成27年11月末会員総数

1,705

平成27年度大府商工会議所

4～11月加入者数

目標達成まで

99

81
演習風景

滝谷敬一郎氏


