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第６回「ものづくり日本大賞」優秀賞受賞！

大府ブランドを世界に！
会員企業 中部スリッター株式会社
代表取締役　平田 紀生 氏

㈱ＫＳクリエイト

建物の塗り替え、メンテナンスはお任せ下さい    

　弊社は平成 16年より創業の非常に若い会社になります。
　実績だけで見てしまえば、老舗の同業社に劣ってしまいますが、機動力は自
身の動き方次第で、また、信頼は若くても得られると考えています。機動力と信
頼は企業にとって当然の事ですが、それを継続していけるように、初心を忘れ
ない心掛けで、お客様にとって最良の企業を目指します。
   

代表取締役　加藤　健人

　当社は、お客様の会社にて必要とされる機械設備や機器を自社設計・制作を
行っています。
　現場の作業者の声を直にお聞きして、改善を行いながらその会社の要望に
沿った機械設備をお客様と共に作り上げることを心掛けています。設備の新規
開発・設計・施工ときたらまずご相談ください。
　また、今年より大府市と大府商工会議所が推進する「製販ドリブンモデル」に
参加し、新しく医療・福祉機器分野の参入を目指した活動も行っています。機
械設備でお困りの事業所がございましたら、是非ご相談ください。 

現場ニーズを重視した機械設備の設計制作はお任せ    

●住所／名古屋市緑区大高町寅新田 138-1     
●TEL ／ 052-829-1233

●住所／大府市共和町油田 128     
●TEL ／ 0562-85-9915
●営業時間／ 9:00 ～ 15:00
●定休日／日曜日
●見積もり無料      

㈱KHエンジニアリング
代表取締役　木村　敏章

▲特許技術で穴あけしたパイプ

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12月末会員総数

1,703

平成27年度大府商工会議所

4～12月加入者数

目標達成まで

102

78
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決算・確定申告個別指導

2月22日（月）、23日（火）
　　24日（水）
　3月 1 日（火）、2 日（水）
時：13：30～15：30
　所：当所3階大ホール

1月　January
 5 日（火） 仕事始め
  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）
 14日（木） 大府支部大府豊川講
  （7:40 ～ 豊川稲荷）
 18日（月） 定例金融相談
  （10:00 ～ 当所 1階相談室）
 24日（日） 横北支部初詣五社めぐり
  （9:00 ～ 藤井神社等）
 27日（水） 住宅修繕相談
  （13:00 ～ 当所 1階相談室）

2月　February
 2 日（火） 橋本実践塾発表会
  （11:00 ～ 東海興業精機）
 ５日（金） 省エネ・リサイクル視察
  （13:40 ～ バイオガス発電施設等）
 9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 ～ 片山ナルコ）
  決算確定申告勉強会
  （13:30 ～当所 3階大ホール）
 10日（水） 住宅修繕相談
  （13:00 ～ 当所 1階相談室）
 12日（金） 税務経理相談
  （予約制 当所 1階相談室）
 14日（日） 珠算・暗算・段位認定試験
  （9:00～ 当所3階大ホール及び会議室）
 17日（水） IT セキュリティセミナー
  (15:00 ～ 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）
 24日（水） 住宅修繕相談
   （13:00 ～ 当所 1階相談室）
 28日（日） 日商簿記検定
  （9:00 ～ 当所 3階大ホール）

 3 大府商工会議所会頭新年のごあいさつ
 4 大府市長新年のごあいさつ
 5 愛知県知事新年のごあいさつ
 6‐7 インド経済産業視察研修報告
 8‐12 会議所だより
  橋本実践塾
  吉森支部 視察研修
  大府あきんど塾 Instagramセミナー
  第９回産学官連携交流会
  第３回 ハナモモの木植樹祭
  ウェルネスバレー絵画コンテスト表彰式
  女性会懇親会
  理容業講習会
  役員視察研修
  第６８回全知多珠算競技大会
  共和駅前イルミネーション点灯式
  年末調整勉強会
  建設業部会 ボランティア清掃活動
 13 講習会・イベントのご案内
  会頭杯ゴルフコンペ
  初春の催し 七福神めぐり・盆梅展
 14 大府商工会議所・行政からのお知らせ
  大府プレミアム付商品券使用期限 
  愛知県の特定最低賃金改正
  確定申告書等作成コーナーのご案内
  美味しいまちのグルメ駅伝　
 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
  ㈱ＫＨエンジニアリング
  ㈱ＫＳクリエイト
  会員加入促進キャンペーンにご協力を！

～大府商工会議所～
会　頭 木村　勝昭
副会頭 加藤　　満
副会頭 半谷　眞宏
副会頭 河野　博哉
専務理事 井上　　雅
常議員 阿久澤　仁
　〃 石田恭一郎
　〃 岩田　守弘
　〃 大嶋　久邦
　〃 岡戸　章二
　〃 岡部　篤男

常議員 加藤　久德
　〃 門脇　昭三
　〃 神谷恵美子
　〃 鬼頭　佑治
　〃 木村　彰彦
　〃 鈴木　　修
　〃 鷲見　成起
　〃 田中　博昭
　〃 中島　利一
　〃 永田　　司
　〃 中本　和則

常議員 成戸　繁之
　〃 野々垣　一
　〃 野村　　隆
　〃 橋本　洋一
　〃 花井　宏基
　〃 早川　建志
　〃 坂野　俊直
　〃 日高　　章
　〃 深谷　啓治
　〃 深谷　光俊
　〃 深谷　洋二

常議員 古市　晃久
　〃 星河　年男
　〃 水野　正士
　〃 森實　建介
　〃 山田　惠子
監　事 浅見　邦治
　〃 小崎　康弘
　〃 鈴木　隆浩
顧　問 磯谷　智生
参　与 阿部　　親

迎 春迎 春

所在地／大府市追分町１-１５ 　電話：０５６２－４８－１９００
取扱製品等／自動車向けパイプ加工品、汚水理施設向けステンレス溶接、

水処理機器組み付け加工
㈲シバ金型（岐阜県各務原市）と共同で、パイプの外側からの３６０度複数穴1
回加工法を開発。この度、㈲シバ金型の芝 泰吉氏、芝 世志造氏とともに、第
６回「ものづくり日本大賞」優秀賞を受賞（案件名「ピン制御式からくり金型」で
実現した、全く新しいパイプ加工法の確立）。１月６日（水）大府商工会議所新
年賀詞交歓会（会場：大府市役所地下多目的ホール）で紹介いたします。
   

今月の表紙／中部スリッター株式会社　代表取締役：平田 紀生 氏

年 頭 所 感

　新年あけましておめでとうございます。皆
様方におかれましては、輝かしい平成28 年の
新春を健やかにお迎えのこととお慶び申し上
げます。

　日頃は、当会議所の各種事業活動にご支援
ご協力を賜わり、厚く御礼申し上げます。
　会員各位と役職員の皆様と一緒になって、
微力でありますが、本年も当地域の商工業の
発展と地域の活性化に力を注いでまいりたい
と存じます。昨年と変わらぬご指導ご鞭撻を
賜わりますようお願い申し上げます。
　
　大府商工会議所は、現在、商工業活性化ビ
ジョン第２期短期行動計画に続く第３期短期
行動計画を策定中であります。変革する時代
に対応するため、柔軟な事業運営に努め、各
種課題の解決にひとつずつ取り組んでまいり
ます。
　昨年は、東浦町商工会とともに共同申請し
ておりました、「経営発達支援計画」が知多
半島で唯一国の審査をとおり、新たな小規模
事業者への支援を開始いたします。
　「組織運営基盤の強化」を図るため、昨年
度に引き続き、会員の皆様と職員一丸となり
会員推進キャンペーンを実施し、昨年の４月

から既に100を超える事業所に加入いただきま
した。引き続きご協力を賜りますようお願い
申し上げます。
　昨年 10月には、プレミアム付商品券発行を
させていただきました。会員の皆様のうち
300を超える事業所に協賛いただき、実施す
ることができました。
　11月には、あいち健康の森公園において、
市民参加による300本のハナモモの植樹を愛知
県知事始め多くの来賓をお招きし開催いたし
ました。
　また、着地型観光をめざし、１月からは、
日本商工会議所の無限大事業による「健康
ちょい旅 in おおぶ」として、４つのコースを
設定し、モニターツアーを開催いたします。

　今後の商工会議所活動を一層活性化させ、
地域の発展を目指すには、会員の皆様や私た
ち自身が、自ら参画し、一つひとつを作り上
げていくという意思を持つことが重要ではな
いかと思います。大府商工会議所が取り組む
各種事業に対しまして、皆様方の一層のご理
解、ご支援とご協力を心からお願い申し上げ、
新年のご挨拶とさせていただきます。

平成28年　元旦

大府商工会議所会頭
　　　木 村 勝 昭
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行動計画を策定中であります。変革する時代
に対応するため、柔軟な事業運営に努め、各
種課題の解決にひとつずつ取り組んでまいり
ます。
　昨年は、東浦町商工会とともに共同申請し
ておりました、「経営発達支援計画」が知多
半島で唯一国の審査をとおり、新たな小規模
事業者への支援を開始いたします。
　「組織運営基盤の強化」を図るため、昨年
度に引き続き、会員の皆様と職員一丸となり
会員推進キャンペーンを実施し、昨年の４月

から既に100を超える事業所に加入いただきま
した。引き続きご協力を賜りますようお願い
申し上げます。
　昨年 10月には、プレミアム付商品券発行を
させていただきました。会員の皆様のうち
300を超える事業所に協賛いただき、実施す
ることができました。
　11月には、あいち健康の森公園において、
市民参加による300本のハナモモの植樹を愛知
県知事始め多くの来賓をお招きし開催いたし
ました。
　また、着地型観光をめざし、１月からは、
日本商工会議所の無限大事業による「健康
ちょい旅 in おおぶ」として、４つのコースを
設定し、モニターツアーを開催いたします。

　今後の商工会議所活動を一層活性化させ、
地域の発展を目指すには、会員の皆様や私た
ち自身が、自ら参画し、一つひとつを作り上
げていくという意思を持つことが重要ではな
いかと思います。大府商工会議所が取り組む
各種事業に対しまして、皆様方の一層のご理
解、ご支援とご協力を心からお願い申し上げ、
新年のご挨拶とさせていただきます。

平成28年　元旦

大府商工会議所会頭
　　　木 村 勝 昭



大府新江工業団地協同組合

新春を迎えて新年のごあいさつ

　あけましておめでとうございます。
　新たな年が、県民の皆様方にとりまして、
輝かしい１年となりますよう、心からお祈り
申し上げます。
　昨年は、リニア中央新幹線、燃料電池自動
車ＦＣＶ、国産初のジェット旅客機ＭＲＪと
いう、日本の未来を創るプロジェクトが大き
く動き出した年でした。中でも、11 月の県営
名古屋空港におけるＭＲＪの初飛行は、半世
紀ぶりとなる国産旅客機の量産という夢を乗
せた飛行であり、当地域の航空宇宙産業の発
展に大きな弾みとなるものと大変嬉しく思っ
ています。
　日本の中心に位置する愛知県は、日本一の
Technology（技術）と Tradition（伝統）を誇る
我が国の産業の中心地、まさに “Heart” of　
JAPAN です。今年は、この愛知の強みをさ
らに進化させる年にしたいと思います。
　2027 年度のリニア開業を前に、名古屋駅の
スーパーターミナル化や鉄道・道路など社会
基盤の整備を着実に進め、世界に発信する「中
京大都市圏」づくりに取り組むとともに、次
世代産業の育成・振興、企業立地の促進、中
小企業支援、さらにはＴＰＰ協定の発効も見
据えた農林水産業の振興などにより、愛知の
産業力を一層強化してまいります。

　そのためには、「人財力」の強化も重要です。
４月開校の県立愛知総合工科高校を核に次代
のモノづくりを担う人材の育成に取り組むほ
か、女性の活躍促進、高齢者や障害のある方々
への支援の充実など、すべての人が輝き、活
躍する愛知づくりを進めてまいります。
　さらには、福祉・医療の充実、地震津波対
策や交通安全対策、「環境首都あいち」に向
けた取組、スポーツ大会や国際会議の積極的
な誘致などとともに、地方分権や行財政改革
の推進、東三河県庁を核とする地域振興にも
力を注いでまいります。
　さて、今年５月には三重県で伊勢志摩サ
ミットが開催されます。愛知は、そのゲート
ウェイとして関係者の受入れに万全を期する
ことはもちろん、これを好機と捉え、産業観
光や武将観光、日本一の山車からくりなど、
愛知の魅力をしっかりとＰＲしてまいります。
　そして、８月からは、あいちトリエンナー
レ、国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭と、
大規模な文化行事を連続して開催する「芸術・
アートの年」でもあります。多様な魅力のあ
ふれる文化芸術作品をお楽しみいただきたい
と思います。
　こうした取組を通じ、愛知の総合力を一段
と高め、「日本一元気な愛知」の実現に全力
で取り組んでまいりますので、県民の皆様の
一層のご理解とご支援をお願い申し上げます。

平成 28 年元旦

愛知県知事
　　大 村 秀 章

　謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
　大府商工会議所の皆様には、新年を健やか
なお気持ちで迎えられたことと、心からお慶
び申し上げます。関係者の皆様には、日頃か
ら本市の商工業振興のため、格別なご尽力を
賜わり、誠にありがとうございます。
　わが国の経済状況は、個人消費については
横ばいが続いています。輸出関連産業の収益
は増加しているものの、企業の設備投資は落
ち込んでおり、企業を取り巻く環境も厳しい
状況が続いております。政府による確実な景
気回復策が切に望まれるところですが、市と
しても、引き続き商工業振興はもとより市民
生活をしっかり支えていく市政の運営に努め
てまいりたいと考えております。
　昨年は、市制施行 45 周年を迎え、様々な
記念事業が行われました。「大府プレミアム
付商品券発行事業」を、地元商工業への支援
政策として、商工会議所と連携して行いまし
た。また、商工会議所青年部が主体の「ハロ
ウィンイベント」も開催され大いに賑わった
と聞いております。
　また、毎年開催されております「大倉公園
つつじまつり」「産業文化まつり」なども商
工会議所との共同開催することで、大きな盛
り上がりをみせました。

　大府市は、高速道路や鉄道などの交通に恵
まれ、通勤・通学の便もよく、現在では、近
隣市町からの流入が増えてきている魅力的な
まちとなっております。新たな区画整理事業
の計画や大府駅・共和駅付近を中心に高層マ
ンションの建設が進み、若い家族が住みやす
い環境も整っています。現在は、人口が８万
９千人を超えるまでに成長し、市内では自動
車関連産業をはじめ機械、鉄鋼、金属加工産
業などが盛んになり、愛知用水の恩恵による
都市近郊型農業が営まれるなど、成熟したま
ちへと日々変化を続けています。
　引き続き、「健康都市おおぶ」を発信する、
「健康づくり」、「文化・スポーツ」、「緑化」
などの事業に取り組みつつ、新たな「着地型
観光」の提案とともに、「ウェルネスバレー
構想」を推進し、大府が元気で活力あるまちと
なる施策を展開してまいりたいと思います。
　大府商工会議所におかれましては、引き続
き商工業活性化ビジョン＜大府ブランドを世
界に＞の展開により、中小事業者の経営基盤
の健全化、安定化を目指すとともに、産学官
の連携により社会情勢に対応した事業展開を
ご期待申し上げます。
　今年も市政運営にご理解とご協力をお願い
するとともに、皆様のますますのご健勝とご
活躍を心から祈念申し上げ、新年のごあいさ
つといたします。

大府市長
　　久 野 孝 保

迎 春
理事長 松原　大虎（大翔電機㈱）
副理事長 小崎　康弘（㈲大府プラスチック工業） 
理　事 朝倉　洋一（㈱ワークアップアサクラ）
　〃 三品　富康（㈱浅井歯科技研）
監　事 阿部　寛基（㈲共和スプリング製作所）
顧　問 渋谷　正勝（㈱中部オールサービス）
 川田　一男（㈲川田工業）
 青本　憲泰（大天工業㈱）
 岡田　　明（㈲共栄工業）
 尼子　正秀（尼子工業㈱） 

伊藤　　誠（大洋化学工業㈱）
古道　　健（㈱古道工業所）
釜谷　雅彦（シナノア㈱）
日高　　章（日多加産業㈱）
篠田　耕一（三力工業㈱）
山崎伊佐雄（タツミ化成㈱）
平下　　学（平下塗装㈱）
釜谷　雅彦（㈱シナノコーポレーション）
朝倉　洋一（㈲エムケイライン）
日高　　章（日多加ファインモールド㈱）

支部長 花井　宏基 理　事 竹内　道春 理　事 酒井　基之 理　事 青山　信夫
副支部長 大嶋　久邦 〃 青山　浩一 〃 平下　　学 〃 神野　尚美
副支部長 山田　敏二 〃 笹田　栄治 〃 相羽　英人 〃 松葉　正歩
副支部長 坂野　俊直 〃 日高　　章 〃 水野　正士 〃 古井　澄子
副支部長 三品　富康 〃 森本　　忍 〃 兼松　邦人 〃 鈴口かずよ
理　事 深谷　洋二 〃 中本　和則 〃 浅見　邦治 監　事 加藤　　満
　〃 早川　建志 〃 野村　　隆 〃 中村　直也 〃 深谷　啓治
　〃 坂　保利勝 〃 永田　　司 〃 深谷　剛寿 顧　問 平下　清次
　〃 山田　惠子 〃 渡辺　秀雄 〃 牧之瀬　昭 〃 青本　憲泰
　〃 伊藤　賴一 〃 坂井　　修 〃 佐治　秀樹
　〃 加古　丞二 〃 近藤　健一 〃 服部　定信

半田法人会　大府支部
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大府新江工業団地協同組合

新春を迎えて新年のごあいさつ

　あけましておめでとうございます。
　新たな年が、県民の皆様方にとりまして、
輝かしい１年となりますよう、心からお祈り
申し上げます。
　昨年は、リニア中央新幹線、燃料電池自動
車ＦＣＶ、国産初のジェット旅客機ＭＲＪと
いう、日本の未来を創るプロジェクトが大き
く動き出した年でした。中でも、11 月の県営
名古屋空港におけるＭＲＪの初飛行は、半世
紀ぶりとなる国産旅客機の量産という夢を乗
せた飛行であり、当地域の航空宇宙産業の発
展に大きな弾みとなるものと大変嬉しく思っ
ています。
　日本の中心に位置する愛知県は、日本一の
Technology（技術）と Tradition（伝統）を誇る
我が国の産業の中心地、まさに “Heart” of　
JAPAN です。今年は、この愛知の強みをさ
らに進化させる年にしたいと思います。
　2027 年度のリニア開業を前に、名古屋駅の
スーパーターミナル化や鉄道・道路など社会
基盤の整備を着実に進め、世界に発信する「中
京大都市圏」づくりに取り組むとともに、次
世代産業の育成・振興、企業立地の促進、中
小企業支援、さらにはＴＰＰ協定の発効も見
据えた農林水産業の振興などにより、愛知の
産業力を一層強化してまいります。

　そのためには、「人財力」の強化も重要です。
４月開校の県立愛知総合工科高校を核に次代
のモノづくりを担う人材の育成に取り組むほ
か、女性の活躍促進、高齢者や障害のある方々
への支援の充実など、すべての人が輝き、活
躍する愛知づくりを進めてまいります。
　さらには、福祉・医療の充実、地震津波対
策や交通安全対策、「環境首都あいち」に向
けた取組、スポーツ大会や国際会議の積極的
な誘致などとともに、地方分権や行財政改革
の推進、東三河県庁を核とする地域振興にも
力を注いでまいります。
　さて、今年５月には三重県で伊勢志摩サ
ミットが開催されます。愛知は、そのゲート
ウェイとして関係者の受入れに万全を期する
ことはもちろん、これを好機と捉え、産業観
光や武将観光、日本一の山車からくりなど、
愛知の魅力をしっかりとＰＲしてまいります。
　そして、８月からは、あいちトリエンナー
レ、国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭と、
大規模な文化行事を連続して開催する「芸術・
アートの年」でもあります。多様な魅力のあ
ふれる文化芸術作品をお楽しみいただきたい
と思います。
　こうした取組を通じ、愛知の総合力を一段
と高め、「日本一元気な愛知」の実現に全力
で取り組んでまいりますので、県民の皆様の
一層のご理解とご支援をお願い申し上げます。

平成 28 年元旦

愛知県知事
　　大 村 秀 章

　謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
　大府商工会議所の皆様には、新年を健やか
なお気持ちで迎えられたことと、心からお慶
び申し上げます。関係者の皆様には、日頃か
ら本市の商工業振興のため、格別なご尽力を
賜わり、誠にありがとうございます。
　わが国の経済状況は、個人消費については
横ばいが続いています。輸出関連産業の収益
は増加しているものの、企業の設備投資は落
ち込んでおり、企業を取り巻く環境も厳しい
状況が続いております。政府による確実な景
気回復策が切に望まれるところですが、市と
しても、引き続き商工業振興はもとより市民
生活をしっかり支えていく市政の運営に努め
てまいりたいと考えております。
　昨年は、市制施行 45 周年を迎え、様々な
記念事業が行われました。「大府プレミアム
付商品券発行事業」を、地元商工業への支援
政策として、商工会議所と連携して行いまし
た。また、商工会議所青年部が主体の「ハロ
ウィンイベント」も開催され大いに賑わった
と聞いております。
　また、毎年開催されております「大倉公園
つつじまつり」「産業文化まつり」なども商
工会議所との共同開催することで、大きな盛
り上がりをみせました。

　大府市は、高速道路や鉄道などの交通に恵
まれ、通勤・通学の便もよく、現在では、近
隣市町からの流入が増えてきている魅力的な
まちとなっております。新たな区画整理事業
の計画や大府駅・共和駅付近を中心に高層マ
ンションの建設が進み、若い家族が住みやす
い環境も整っています。現在は、人口が８万
９千人を超えるまでに成長し、市内では自動
車関連産業をはじめ機械、鉄鋼、金属加工産
業などが盛んになり、愛知用水の恩恵による
都市近郊型農業が営まれるなど、成熟したま
ちへと日々変化を続けています。
　引き続き、「健康都市おおぶ」を発信する、
「健康づくり」、「文化・スポーツ」、「緑化」
などの事業に取り組みつつ、新たな「着地型
観光」の提案とともに、「ウェルネスバレー
構想」を推進し、大府が元気で活力あるまちと
なる施策を展開してまいりたいと思います。
　大府商工会議所におかれましては、引き続
き商工業活性化ビジョン＜大府ブランドを世
界に＞の展開により、中小事業者の経営基盤
の健全化、安定化を目指すとともに、産学官
の連携により社会情勢に対応した事業展開を
ご期待申し上げます。
　今年も市政運営にご理解とご協力をお願い
するとともに、皆様のますますのご健勝とご
活躍を心から祈念申し上げ、新年のごあいさ
つといたします。

大府市長
　　久 野 孝 保

迎 春
理事長 松原　大虎（大翔電機㈱）
副理事長 小崎　康弘（㈲大府プラスチック工業） 
理　事 朝倉　洋一（㈱ワークアップアサクラ）
　〃 三品　富康（㈱浅井歯科技研）
監　事 阿部　寛基（㈲共和スプリング製作所）
顧　問 渋谷　正勝（㈱中部オールサービス）
 川田　一男（㈲川田工業）
 青本　憲泰（大天工業㈱）
 岡田　　明（㈲共栄工業）
 尼子　正秀（尼子工業㈱） 

伊藤　　誠（大洋化学工業㈱）
古道　　健（㈱古道工業所）
釜谷　雅彦（シナノア㈱）
日高　　章（日多加産業㈱）
篠田　耕一（三力工業㈱）
山崎伊佐雄（タツミ化成㈱）
平下　　学（平下塗装㈱）
釜谷　雅彦（㈱シナノコーポレーション）
朝倉　洋一（㈲エムケイライン）
日高　　章（日多加ファインモールド㈱）

支部長 花井　宏基 理　事 竹内　道春 理　事 酒井　基之 理　事 青山　信夫
副支部長 大嶋　久邦 〃 青山　浩一 〃 平下　　学 〃 神野　尚美
副支部長 山田　敏二 〃 笹田　栄治 〃 相羽　英人 〃 松葉　正歩
副支部長 坂野　俊直 〃 日高　　章 〃 水野　正士 〃 古井　澄子
副支部長 三品　富康 〃 森本　　忍 〃 兼松　邦人 〃 鈴口かずよ
理　事 深谷　洋二 〃 中本　和則 〃 浅見　邦治 監　事 加藤　　満
　〃 早川　建志 〃 野村　　隆 〃 中村　直也 〃 深谷　啓治
　〃 坂　保利勝 〃 永田　　司 〃 深谷　剛寿 顧　問 平下　清次
　〃 山田　惠子 〃 渡辺　秀雄 〃 牧之瀬　昭 〃 青本　憲泰
　〃 伊藤　賴一 〃 坂井　　修 〃 佐治　秀樹
　〃 加古　丞二 〃 近藤　健一 〃 服部　定信

半田法人会　大府支部
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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 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

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

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

〈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

　大府商工会議所は、木村会頭を団長に、参加者23
名で、特に最近注目され、発展著しいインド共和国を
訪問し現状視察を実施しました。
　11月3日（火）に、フライト10時間30分、乗り継ぎ待
ち時間約6時間の後、インド南部、デカン高原の南側
にあるバンガロールに降り立ち、翌4日から視察を開
始しました。

　2日目となる4日
（水）、バンガロール市
内のJETRO会議室に
て、JETRO・バンガ
ロール事務所の田代
所長から、インド及び
カルナータカ州概況
と日系企業進出動向
など、インドの現状に

ついてご説明いただきました。
☆カルナータカ州及びバンガロール概況☆
　バンガロールの魅力は、「インドの軽井沢」と呼ばれ
る高原都市であり、気候が穏やかで涼しく過ごしやす
いことです。他の都市に比べ、お酒や肉が食べられる
など、欧米的な文化を吸収している都市でもあり、研
究機関や大学など、高度な人材が豊富なことも魅力
です。インドの南部は、地理的にどこからでも均等に
アクセスが可能なため、国防産業の都市として発展
し、他の都市に比べると産業が集積しています。工作

機械ではインドの約60％、バイオ産業では30％、航空
産業では25％のシェアを占めています。自動車・自動
車部品産業も外資系企業が多数進出しており、ＩＴ産
業・バイオ産業も集積しており、インドのシリコンバ
レーと呼ばれています。インド全体の日系企業のう
ち、15％ほどがカルナータカ州にあり、自動車（四輪・
二輪）、産業機器分野のほとんどがバンガロール周辺
に集中しています。在留邦人数もデリーに次ぐ多さに
なっています。バンガロール近郊には工業団地も多く
ありますが、進出するための手続きには時間がかか
り、また、インフラの未整備などの問題もあり、厳しい
とのことでした。その他、カーストなど文化の違いや
インド人の気質についても進出の際には考えないと
いけないとのことでした。

　3日目となる5日
（木）午前、バンガロー
ル郊外ジガニ地区に
あるKTTM（豊田自動
織機）を訪問しまし
た。紡機事業は20年
前から始まり、エンジ
ン事業は15年11月に
別会社を立ち上げ、16年3月の生産開始に向け現在
準備中とのことです。工場内は整理整頓が行き届き、

海外でもトヨタの工場であるなと感じました。「人にや
さしいライン作り」をコンセプトに、安全に、無理なく、
間違いなく、簡単に作業できるような環境が作り出さ
れていました。日本式を押し付けるのではなく、文化
や習慣の違いを踏まえ、お互い歩み寄りながら改善し
て仕事をされているのが印象的でした。また、高額な
日本の設備に投資して少ない人数で作業するのでは
なく、安い人件費を活かし、大人数で人の手でやれる
ことはやるようにし、現地の方の雇用等が生まれるよ
うにしているとのことです。日本の考え方とは全く違
います。教育にも力を入れており、①日本人が見本を
見せる⇒②現地の人が作業し日本人がサポート⇒③
現地の人が作業し日本人が確認する、ということを繰
り返しているそうです。昼食は、工場内の社員食堂で
カレーをいただきました。

　6日（金）午前、バンガロール郊外のビダディ地区に
あるTTPI（トヨタテクノパークインディア）を訪問しま
した。当日は、急な停電日になり会社自体は休日に
なってしまいましたが、私たちのために、わざわざ出
勤していただき、工場内を見学させていただきまし
た。停電の時のために自家発電ができるようになって
いますが、コストが二倍かかるので、会社を休日にし
ているそうです。海外のトヨタ系企業では、労使がう
まくやっていくためには、従業員の足（送迎バスな
ど）・食事・残業代が大切だとされています。また、イン
ドでは、残業をせず、すぐに家に帰って家族と過ごした
い方が多いそうです。インド人はよく食べるので社員
食堂には気を遣っているそうです。

　トヨタテクノパーク
インディアの視察の
後、近くのTTI（豊田
通商インディア）を訪
問しました。こちらも
停電日でしたが、物
流倉庫とブランキン
グ工場、リサイクル工
場を見学させていただきました。こちらも綺麗に整理
整頓されており、従業員への安全教育が徹底されて
いました。インド人の特徴として、「走りながら考える、
石橋はたたかない。」というのがあり、上から決め付け
るのではなく、ある程度の方向性を示し、後は現場に
任せると、インド人はきちんとやるそうです。文化の
違い、価値観の違いがある中で、苦労して少しでも良
くして行こうという姿勢が見え、感動しました。

インド視察を終えて･･･
　インドはまだ進出するにはハードルの高い国ではあ
りますが、今後の発展が楽しみな国だと感じました。

インド経済産業視察研修報告
平成２７年度 大府商工会議所

日程：平成２７年１１月３日（火）～８日（日）　訪問都市：バンガロール、マイソール

▲ＪＥＴＲＯ・バンガロール事務所所長の田
代氏（中央）に、ご説明いただきました。

▲KTTM・帽子とイヤホンを着けて工場
見学。より近くに行きたい方には安全
靴も用意して頂きました。

▲ＴＴＰＩ・真下社長（左）にお話を伺いました。

ＪＥＴＲＯ・バンガロール事務所にて

ＫＴＴＭ（豊田自動織機）
訪問企業
  Kirloskar Toyota Textile Machinery Pvt. Ltd.

ＴＴＩ（豊田通商インディア）
訪問企業
  Toyota Tsusho India Pvt. Ltd.

ＴＴＰＩ（トヨタテクノパークインディア）
訪問企業
  Toyota Techno Park India Pvt. Ltd.

▲ヘルメットを被って工場見学
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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～  会議所だより

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

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

吉森支部研修会
11月24日（火） 於：福井県気比神宮等
　　　　　　　　　　　　　時：７:３０～１９：００

　吉森支部は、親睦を兼ねた研修会を実施しまし
た。今年は、気比神宮参拝し、昼食にカニ会席をいた
だき、塗箸日本一の若狭小浜で箸専門店に立ち寄り
ました。なかでも気比神宮の高さ約１１ｍの大鳥居
（重要文化財）は圧巻で、春日大社（奈良県）・厳島神
社（広島県）と並ぶ日本三大木造大鳥居の一つとい

うことです。また、箸匠
せいわでは、社長さん
自ら、お箸の正しい使
い方や箸使いが脳に与
える影響等を楽しく教
えてくださいました。

大府あきんど塾（平成２7年度第２回）

アナログ派の“Instagram”
ビジネス活用セミナー
11月25日（水） 於：当所３階大ホール
　　　　　　　　　　　　　 時：１９:００～２１:００

　Instagramとは、写
真に特化したSNSで、
世界4億人（国内810万
人）が利用しています。
その成長に着目したビ
ジネス活用法を坂田誠
氏（㈱はちえん。）に実例を交えながら講義いただき
ました。
①世界観と投稿頻度を決める。
　投稿する写真は同じテーマに統一する。１枚でも、
違う写真が入るとイメージが崩れて魅力がなくな
る。１日２投稿を目指す。
②模範構図を貯める
　他ユーザーのセンスある写真構図をストックし真
似すれば、良い写真が撮れる。

③ネット内外で告知、見てもらう努力をする。
　自社広告や、Facebook等との連動、（＃の活用）
を駆使して、顧客に見てもらう工夫を行う。地道に
フォロワーを増やす。

第９回産学官連携交流会
「持続的成長に向けた開発と
生産性の向上」
１１月２５日（水） 於：大府市役所多目的ホール
　　　　　　　　　　時：１３:１０～１７:００

　大府市と共催で､掲題をテーマとして産学官連携
交流会を開催したところ、大学、公的機関、企業の４７
団体が、テーマに繋がる各ブースを出展し、２４０名が
来場されました。今回は知多北部経済団体との連携
もあり、過去最大規模となりました。
　本会は、新事業
や既存事業での展
開への足掛かりに
していただくよう
産学官及び金融機
関との交流によっ
て地域産業の発展
に資することを目的として開催しています。
　開会式で木村会頭は、「新規品開発による事業創
造や付加価値増加に向けての生産性向上を期待し、
この交流会を気づきやきっかけづくりの場とした
い」と挨拶しました。

　来賓としてお迎えし
た中部経済産業局地域
経済部・次世代産業課
課長の林 正実氏は、情
報政策室長も兼務され
ており、ＩＴによる開発と

生産性の向上の観点から「ＩＴの進展は、ビジネスモ
デルの変革に繋がる。中小企業も関心を持ち、先に
何ができるかを考える機会にしてほしい」と励まし
と期待のお言葉をいただきました。
基調講演「機械加工用自働化システムの開発」　
　基調講演には、中部大学工学部長の竹内芳美氏を
招きました。竹内氏は「生産性の向上には効率的な
自動加工が必要」と語り、生産活動の変遷や多軸複
合加工用ＣＡＭによる複雑形状加工事例について詳
しく紹介していただきました。
　最後にブース出展いただいた方々に感謝し、参加
された方々の発展に繋がれば幸いです。

▲お箸の話、勉強になりました!

▲中部経済産業局の林正実課長

　「橋本実践塾」第３ステージの活動報告が㈱東海理機製作所東浦工場で実施されました。
会場会社の責任者、製造業部会の笹田第一分科会長（㈲山本鈑金）の立会いの中、リーダ役が２S（整
理・整頓）活動を中心とした改善活動の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３ステージの活動報告

第１グループ「カイゼン隊」の活動
　㈱東海理機製作所の現場で４回の改善活動を実施し、１１月２４日に成果発表会を行いました。

◎ハンガー置場の不要物を撤
去しスペースを確保した。
　併せてハンガーの品番を
明示し、区画線を引くこと
により取り出し時間の短縮
につながった。
　

◎ショット室まわり
の２S（整理・整
頓）を行うことに
より、今後スペー
スの有効活用が
期待される。

▲発表者は押領司昻さん（東海理機製作所）

◎マット置場の改善
を行うことにより、
在庫調査時間の短
縮につながった。

◎備品置場の
不要物を撤
去し、必要な
備品を明示。
誰でも取り
出し易い棚
に改善した。

今回の活動成果
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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。

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

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 ㈱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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第３回ハナモモの木記念植樹祭
１１月２８日（土） 於：あいち健康の森公園
　　　　　　　 　　　　　時：１０:４０～１２:４５

　当日は絶好の天気に恵
まれ、ハナモモのオー
ナーによって、３０5本の植
樹を行いました。
　来賓に愛知県の大村知
事、深谷県議、河合県議、
大府市の久野市長、東浦

町の神谷町長等を招き、セレモニーを行った後、それ
ぞれ用意したスコップで自分のハナモモを植え、手
入れ方法の指導を受けました。今後も「花まるＯＢＵ
プロジェクト」を中心に活動を続け、平成３０年までに
合計１,０００本を植えていく予定です。

ウェルネスバレー絵画コンテスト表彰式
１１月２８日（土） 於：あいち健康の森公園
　　　　　　　 　　　　　時：１０:４０～１1:00

　「ぼくのわたしのお気に入りの風景inウェルネス
バレー」をテーマにした小学生向け絵画コンテスト
の表彰式を行い、ウェルネスバレーフェスタ実行委
員会から子供達に表
彰状と副賞を手渡し
ました。
　入賞作品はあいち
健康の森公園交流セ
ンターで１月１１日（月）
まで展示されます。

女性会懇親会
１１月30日（月）　　　　　　　於：味三昧みかど
　　　　　　　 　　　　　　　時：１８:００～２０:００

　今年１年間のお礼と会員の親睦を兼ね、大府市
長、市議会議長、愛知県会議員、大府商工会議所正
副会頭、同青年部正副会長、クラブ活動講師を招き、
懇親会を開催しま
した。女性会会員に
よる歌や踊りの披
露も行われ、最後に
来賓も一緒に参加
いただいて『大府ば
やし』を踊り、お開き
となりました。

理容業講習会
２０１６ ＮＥＷ ＨＡＩＲ ｉｔ’ｓ Ｍｙ Ｌｉｆｅ
１2月1日（火）　　　　　於：東浦町勤労福祉会館
　　　　　　　 　　　　時：１０:００～１２:００

　飯田浩喜氏（ヘアーサロン・イイダ 代表）を講師に
招き、２０１６年度県理容組合推奨のＮＥＷヘアースタ
イルについて指導していただきました。講義では、今
回のヘアースタイルコ
ンセプト、パーマの注意
点などの説明があり、そ
の後、モデルを使い、ヘ
アーカット＆パーマの実
演披露がされました。

▲来賓による記念植樹

▲おぶちゃんとおだいちゃんも一緒

▲大府ばやしでフィナーレ！

▲講師による実演

役員視察研修
(富士市産業支援センターｆ－Ｂｉｚ)
～行列のできる起業・経営支援を学ぶ～
１2月3日（木）、4日（金） 

　正副会頭を始めとする役員、行政、事務局１４名に
て富士市産業支援センターｆ-Biz(静岡県)を視察し
ました。
　富士市の人口は約２５６千人で、浜松市、静岡市に
続いて静岡県第３位の都市です。
　富士山の良質な水資源に恵まれ、明治期以降は製
紙産業が集積し、「紙のまち」として発展してきまし
た。高度経済成長期には、化学工場、輸送用機械器具
製造業が進出し、バランスのとれた産業構造を有す
る静岡県内有数の工業都市に成長しました。
　しかし、大手輸送用機器器具製造業の主力工場の
撤退、大手製紙会社の倒産等もあり、県内トップクラ
スを誇っていた工業出荷額が６番目まで下がってし
まいました。
　このため、富士市は、大企業依存体制から中小企

業支援をする体制に舵を切ることとし、全国の支援
センターを廻りました。その結果、ハード(箱物)では
なく、ソフト(人)だということに気付き、当時、支援セ
ンター業務で実績を上げていた、富士市生まれの小
出宗昭氏(静岡銀行)に市長自ら依頼し、２００８年７
月、富士市産業支援センターｆ-Ｂｉｚを発足させまし
た。今では、月に３５０～４００件の相談を受け、「行例が
できる経営支援センター」として注目されています。
　小出氏は、支援センターを病院に例え、「病院に行
くのは、病気の説明を聞きに行くのではない、治した
いために行くのである。既存の支援センターは、財
務諸表を見て会社の悪いところを説明するのに留
まり、課題に対する結果を出すことをして来なかっ
た。相談に対して、一番光っている商品・サービスを
見つけ出し、仮説を立て、相談者に課題を出し、成果
がでるまで、知恵をだし、支援することが支援セン
ターの役目」と力説しました。
　また、支援者に求められる要素は、肩書き、資格で
はなく、①ビジネスセンス　②コミュニケーション能
力〔問題発見能力〕)　③情熱　の３要素と話し、特に
「情熱」が大切で、「相談者は、経営が行き詰まり、死
活問題となっている方も多い。いい加減な気持ちで
対応できない」と語りました。
　なお、「ビジネスセンスは、日々のニュースから面
白い話題を見つけ、その背景を考えることで鍛えら
れる。毎日の積み重ねが大切」と説明されました。
　参加した役職員は、小出氏の経営支援に対する熱
い想いに感銘をうけ、「大府に来て多くの経営者に
話をしてほしい」と要望があがるほどでした。

▲小出氏（左）から説明を受ける様子
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第３回ハナモモの木記念植樹祭
１１月２８日（土） 於：あいち健康の森公園
　　　　　　　 　　　　　時：１０:４０～１２:４５

　当日は絶好の天気に恵
まれ、ハナモモのオー
ナーによって、３０5本の植
樹を行いました。
　来賓に愛知県の大村知
事、深谷県議、河合県議、
大府市の久野市長、東浦

町の神谷町長等を招き、セレモニーを行った後、それ
ぞれ用意したスコップで自分のハナモモを植え、手
入れ方法の指導を受けました。今後も「花まるＯＢＵ
プロジェクト」を中心に活動を続け、平成３０年までに
合計１,０００本を植えていく予定です。

ウェルネスバレー絵画コンテスト表彰式
１１月２８日（土） 於：あいち健康の森公園
　　　　　　　 　　　　　時：１０:４０～１1:00

　「ぼくのわたしのお気に入りの風景inウェルネス
バレー」をテーマにした小学生向け絵画コンテスト
の表彰式を行い、ウェルネスバレーフェスタ実行委
員会から子供達に表
彰状と副賞を手渡し
ました。
　入賞作品はあいち
健康の森公園交流セ
ンターで１月１１日（月）
まで展示されます。

女性会懇親会
１１月30日（月）　　　　　　　於：味三昧みかど
　　　　　　　 　　　　　　　時：１８:００～２０:００

　今年１年間のお礼と会員の親睦を兼ね、大府市
長、市議会議長、愛知県会議員、大府商工会議所正
副会頭、同青年部正副会長、クラブ活動講師を招き、
懇親会を開催しま
した。女性会会員に
よる歌や踊りの披
露も行われ、最後に
来賓も一緒に参加
いただいて『大府ば
やし』を踊り、お開き
となりました。

理容業講習会
２０１６ ＮＥＷ ＨＡＩＲ ｉｔ’ｓ Ｍｙ Ｌｉｆｅ
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▲講師による実演
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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！
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　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、奮ってご参加下さい。

　今年も初春の催しが下記のとおり開催されます。大寒から立春の時期にかけて、春を呼ぶ季節の
イベントです。お誘い合わせのうえ、是非ご参加ください。

　大府市内の７つの寺院で祀られている七福神
を巡って、新たな１年を始めましょう。ご利益
があるかもしれません。

【問合せ】大府市観光協会（大府市役所商工労政課内）電話：０５６２－４７－２１１１（代表）

【日　時】　１月３１日（日）午前９時～午後４時
【会　場】　 大日寺・地蔵院・普門寺・光善寺
　　　　　地蔵寺・浄通院・賢聖院
【内　容】　 七福神の御開帳、御朱印（巡拝朱印

帳１冊２００円、１印１００円）
　　　　　　地蔵院と浄通院では色紙販売
　　　　　　（１枚１,０００円）

☆各寺で祀られている神様にちなんだ「贈り物」
が用意されています。（先着順、数に限りあり）

第２６回会頭杯ゴルフコンペ第２６回会頭杯ゴルフコンペ

初春催し物のご案内

大府七福神めぐり

　丹精込めて育てた梅の盆栽を一堂に集め、早
春の香りをお届けします。華麗な花もお楽しみ
ください。

【日　時】　２月８日（月）～２月１４日（日）
　　　　　午前１０時～午後４時
　　　　　（最終日は３時まで）
【内　容】　盆梅・川柳の展示、呈茶、琴と尺八
　　　　　演奏
　　　　　ぜんざい、甘酒、観光みやげ物販売
【会　場】　大倉公園内管理棟・休憩棟
　　　　　歴史民俗資料館

第２５回大府盆梅展

会議所だより

第６８回全知多珠算競技大会
１2月5日（土） 於：大府市役所多目的ホール
　　　　　　　 　　　時：９:３０～１４:４０

　日本珠算連盟大
府･東海･半田支部
主催の全知多珠算
競技大会が行われ、
１１１名の選手が参加
し、日頃の成果を競
い合いました。大府

支部の結果は下記のとおりです（敬称略）。
　☆個人競技
　　小学校２年生以下の部 ２位 宮本大輝
　　　　　　同 ３位 森下　響
　　小学校４年生の部 ３位 小島隆聖
　　小学校５年生の部 ２位 熊谷弥夕
　　　　　　同 ３位 上野夏希
　　小学校６年生の部 ２位 糸山典隆　
　　中学生の部 優勝 伊藤慎悟
　☆団体競技
　　小１～３年生の部 ３位 栄速算学園
　☆個人最高得点者（小５～中学生の部）
　　栄速算学園　　伊藤慎悟

共和駅前イルミネーション点灯式
１2月5日（月） 於：ＪＲ共和駅西ロータリー
　　　　　　　 　　　　時：１7:0０～１8:00

　大府市共和商業（協）
主催によるイルミネー
ション点灯式が行わ
れ、多くの市民が集ま
りました。
　至学館大学レスリン
グ部の選手達も応援に
駆けつけ、登坂絵梨選手、土性沙羅選手は、大府市
長、大府市共和商業（協）の中村理事長とともに点灯
スイッチを押してくれました。共和駅前は、リオデ
ジャネイロ五輪での金メダルを祈願して、金色に輝
くイルミネーションになっています。午後５時から１２
時まで毎日点灯しているので、是非、ご覧ください。

年末調整勉強会
年末調整の仕方
１2月7日（月） 於：当所３階大ホール
　　　　　　　 　　　　　　時：１３:３０～１５:３０

　税理士の田島大
士先生を講師に招
き、初めての方でも
理解できるよう、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年末調整に関する
書類一式を持参していただき、年末調整の手順に
沿って勉強会を進めていきました。
　平成２８年分１月より利用されるマイナンバーにつ
いては、従業員だけでなく、控除対象配偶者や控除
対象扶養親族の個人番号も必要となるため、取扱い
についての注意点が説明されました。

建設業部会主催
清掃活動ボランティア
１2月12日（土） 於：市道大府共和線等
　　　　　　　 　　　　　　時：１０:００～１１：００

　当所建設業部会（部会長：
早川建志氏、㈱愛知工務店）
は、環境保全推進のため、毎
年ボランティアで清掃活動を
行っており、今回で１２回目を
迎えました。
　朝１０時に八ツ屋会館駐車
場に集合し、市道大府共和線

（共和夢通り）及び共和駅周辺を清掃しました。今年
は、共和駅周辺まちづくり委員会にも協力いただき、
地域住民の方々とともに清掃活動に取組みました。
　前日の荒天で、イ
チョウもかなり落葉
し、拾い集めた落ち葉
でトラックの荷台は
いっぱいになりまし
た。

▲早川建志部会長

▲共和夢通りにて清掃活動

開 催 日 ３月１６日（水）
午前８時２１分　スタート

利用料金  １７,５７０円（消費税込）

交通手段 各自乗合せでお願いします。
※午前８時までにお越し下さい。

問 合 せ  ０５６２‐４７‐５０００
(大府商工会議所 藤井・佐藤 )

〔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）
◎スループレー◎飲食代 ( 昼食＋１ドリンク、
パーティ弁当＋１ドリンク）

開催場所 葵カントリークラブ
住所：額田郡幸田町大字大草小沢３７‐１
電話：０５６４‐６２‐１２３１

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

申込方法 ２月５日（金）までに、参加費と年
会費（今年度 初参加の方のみ）を
添えて、お申込み下さい。
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▲早川建志部会長

▲共和夢通りにて清掃活動
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パーティ弁当＋１ドリンク）
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電話：０５６４‐６２‐１２３１
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■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12月 9 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、前月と比べほぼ横ばい。
産業別にみると、建設業、小売業で改善、製
造業でほぼ横ばい、その他の２業種で悪化し
た。各業種から寄せられたコメントは以下の
とおり。

●「管理技士などの有資格者の不足が深刻。採
用を強化したいが思うように進んでいない」
（一般工事業）、「自社の生産性を引き上げる
ため、生産ラインの省力化・自動化投資を検
討している」（産業用機械製造業）、「外国人
観光客向けに売場を改装した効果もあって、
インバウンド需要が好調。高額品も底堅く推
移している」（百貨店）、「ドライバー確保のた
め賃上げをしたものの、応募が少ない。また、
コスト増加分の価格転嫁をしたいが、取引先
の理解が得られず、採算は厳しい」（運送業）

●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、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
 6 月   7 月 8 月 9月 10月 11月 12月～2月 

業　　況 ▲ 11.7 ▲ 18.1 ▲ 10.5 ▲ 14.9 ▲ 11.0 ▲ 10.5 ▲ 11.8
       
売　　上 　 ▲ 6.1 ▲ 5.6 ▲ 2.2 ▲ 6.3  5.5 ▲ 3.5 ▲ 5.3

採　　算 ▲ 14.6 ▲ 16.9 ▲ 16.8 ▲ 23.7 ▲ 9.3 ▲ 14.0 ▲ 17.2
       
資金繰り ▲ 13.2 ▲ 11.7 ▲ 10.2 ▲ 13.4 ▲5.1 ▲ 10.1 ▲ 10.2
       
仕入単価 ▲ 35.2 ▲ 45.1 ▲ 36.9 ▲ 35.5 ▲ 30.7 ▲ 32.1 ▲ 25.9
       
従 業 員 17.3 16.9 17.7 17.7 22.0 19.9 20.6

平成 27年 11月調査結果

全産業ＤＩ（前年同月比）の推移
  

　国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」をご利用いただければ、画面の案内に従っ
て金額等を入力することにより、税額などが自動的に計算され、計算誤りのない申告書を作成する
ことができます。平成２７年分の確定申告に当たっては、「確定申告書等作成コーナー」をご利用い
ただき、作成した確定申告書は印刷して所轄税務署に郵送等により提出してください。また、
「e-Tax（電子申告）」を利用して提出することもできます。

大府商工会議所・行政等からのお知らせ

手書きで確定申告書を作成されている方へ税務署からの
お知らせ

　昨年１０月１日（木）から使用開始した大府プ
レミアム付商品券の使用期限は、平成２８年１月
３１日（日）までとなっています。
　参加店の皆様におかれましては、お客様への周
知に努めていただくとともに、使用期限を厳守し
ていただきますようお願い申し上げます。
　なお、受取られた商品券の換金期限は、平成２
８年２月１０日（水）です。各店指定の金融機関に、
以下の３点を持参のうえ、お手続きください。

【換金手続き時に持参するもの】
　①商品券換金振替依頼書
　②ご利用いただいた大府プレミアム付商品券
　③参加証
【問合せ】大府商工会議所　電話：0562-47-5000

大府プレミアム付商品券
参加店の皆様へ

愛知県の特定最低賃金
改正のお知らせ

　特定最低賃金が、平成２７年１２月１６日から
改正されました。
　このため、既に１０月１日に改正されている
「愛知県最低賃金」と併せ、愛知県の最低賃金（時
間額）は、次のとおりとなります。

【問合せ】
   大府商工会議所　電話：0562-47-5000

使用期限は 平成２８年１月３１日（日）まで
換金期限は 平成２８年２月１０日（水）まで

平成２７年１２月１６日発効

最低賃金名 時間額 発効日

愛知県最低賃金

鉄 鋼 業
はん用機械器具製造業
精密機械器具製造業
電気機械器具製造業
輸送用機械器具製造業
各 種 商 品 小 売 業
自動車 ( 新車 ) 小売業

（特定最低賃金）

８２０円

９１２円
８８２円
８４１円
８５２円
８９０円
８２３円
８７３円

平成27年
10月 1日

平成27年
12月 16日

■住所  桃山町5-200
　　　　ザ･リレーション1-204
■電話  0562-85-2372
■営業  月～土11:30～14:00
 　　　18:00～23:00
　　　　日・祝18:00～21:00
■定休  月曜日

広島風お好み焼き 鉄板焼き おこ家
「鉄板フレンチトースト」

美味しいまちのグルメ駅伝美味しいまちのグルメ駅伝

おこ家
秋田一紀さん
店主

㈱石野工務店
石野真寿さん
紹介ランナー

次回ランナーは、㈱ONSコンドーの近藤匡則さん

大府で広島風お好み焼き
といえば、おこ家！お好み
焼きがおいしいのは当た
り前！隠れメニューの鉄板
フレンチトーストをお勧め
します。ふわふわ、もちも
ちの食感で甘すぎず、とっ
ても美味☆
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第６回「ものづくり日本大賞」優秀賞受賞！

大府ブランドを世界に！
会員企業 中部スリッター株式会社
代表取締役　平田 紀生 氏

㈱ＫＳクリエイト

建物の塗り替え、メンテナンスはお任せ下さい    

　弊社は平成 16年より創業の非常に若い会社になります。
　実績だけで見てしまえば、老舗の同業社に劣ってしまいますが、機動力は自
身の動き方次第で、また、信頼は若くても得られると考えています。機動力と信
頼は企業にとって当然の事ですが、それを継続していけるように、初心を忘れ
ない心掛けで、お客様にとって最良の企業を目指します。
   

代表取締役　加藤　健人

　当社は、お客様の会社にて必要とされる機械設備や機器を自社設計・制作を
行っています。
　現場の作業者の声を直にお聞きして、改善を行いながらその会社の要望に
沿った機械設備をお客様と共に作り上げることを心掛けています。設備の新規
開発・設計・施工ときたらまずご相談ください。
　また、今年より大府市と大府商工会議所が推進する「製販ドリブンモデル」に
参加し、新しく医療・福祉機器分野の参入を目指した活動も行っています。機
械設備でお困りの事業所がございましたら、是非ご相談ください。 

現場ニーズを重視した機械設備の設計制作はお任せ    

●住所／名古屋市緑区大高町寅新田 138-1     
●TEL ／ 052-829-1233

●住所／大府市共和町油田 128     
●TEL ／ 0562-85-9915
●営業時間／ 9:00 ～ 15:00
●定休日／日曜日
●見積もり無料      

㈱KHエンジニアリング
代表取締役　木村　敏章

▲特許技術で穴あけしたパイプ

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12月末会員総数

1,703

平成27年度大府商工会議所

4～12月加入者数

目標達成まで

102

78


