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大府商工会議所ホームページ　http://www.obu-cci.or.jp/
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石ヶ瀬川ライトアップ夜桜（３/１９～４/１３）

大府ブランドを世界に！
４月２日（土）には午後６時から竹灯篭の点灯セレ
モニーもあります。お楽しみに！

和牛焼肉レストラン
「タベロカ」（㈱東洋発酵）

食を通して健康発信 !!

株式会社東洋発酵
代表取締役会長　木村彰彦

　弊社は昭和28年に名古屋市で創業、平成20年に現在の北崎町に移転。この間、
関係各社様のご支援により幾多の苦難を乗り越え、平成25年には、創業60周年を
迎えることができました。現在は、各種鋼管・鋼材の仕入販売を中心に協力各社
で加工した製品・部品も承わります。今まで築いてきた『信頼とチャレンジ精神』
そして『謙虚な心とスピード感』を持ち、少量・多品種・短納期のお客様のご要望、
ご相談にきめ細かくお応えします。また、大府福祉会への支援など地域社会への
貢献にも微力を尽くしています。

　健康と美を創造する東洋発酵グループが大府駅前に、和牛焼肉レストラン「タ
ベロカ」をオープン。４階の焼肉フロアでは、上質な和牛やヘルシーな赤身はもち
ろん、大府や知多の地元野菜を使ったバーニャカウダーなど、大府の魅力を発信
しています。また、３階のパーティーフロアでは、地域のみなさんに元気になって
もらうための交流イベントや演奏会などを実施。会議＆会食にもご活用いただけ
ます。

鋼管・金属パイプ、鋼材の事は全てお任せください    

●住所／大府市北崎町福池 70-5        
●TEL ／ 0562-57-6800
●ホームページ／ http://www.kashiwagi-sangyo.com/        

●住所／大府市中央町 3-66 第 3木村ビル 4F･3F         
●TEL ／ 0562-85-2290（店舗お問合せ先）
●営業時間／ 17:00 ～ 23:00(L.O.22:00)    
●定休日／日曜定休

柏木産業㈱
代表取締役社長　柏木　茂

▲個性的な竹灯篭できました！

▲工具を駆使して製作中

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28年2月末会員総数

1,711

平成27年度大府商工会議所

4～2月加入者数

目標達成まで

112

68



㈱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／100,000部（43号実績）

いろんな
お店の情報を
楽しもう！

検索ペコロス
ペコロスホームページ 広告掲載料

50,000円（税別）～

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～  

法人化に向けての合同研修会実施
2月3日（水） 於：当所３階大ホール
　　　　　　　　　　　　　時：１４:００～１５:３０

　商業部会主催による
“ＮＰＯ法人とは何か！各
法人のメリット・デメリッ
トを学ぶ”として大府市
民活動センター（コラビ
ア）のセンター長である
久保田好明氏を講師に招
き、研修会を行いました。

　近年、商業部会に関連した団体でも「ふるさとガイ
ドおおぶ」「花まるＯＢＵプロジェクト」「大府マルシェ
実行委員会」など街づくりや商業振興を目的とした
任意団体が発足し、活発な活動が行われるようにな
りました。
　団体が成長するにつれ、持続可能な活動とするた
めの組織・資金・経営面の充実についての意識が高
まり、今回の研修を開催することになりました。
　当日は同じ志を
持った市内１７団
体・２８名が集まり、
熱心に話を聴きま
した。
　最後に共催者で
あるＯＣＡネット
ワーク事務長の林克次氏が「『大府の街づくり』のた
め、各団体が連携して活動しよう」と呼びかけ、盛大
なうちに終わりました。

▲久保田センター長

横北支部主催
第１４回「初詣五社巡り」開催
1月24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。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。
　１４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２００名が参加しました。
　当日は、強風がふく寒い中でしたが、のぼりを持っ
た先導者を先頭にスタートし、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、
アトラクションの太鼓の演奏を楽しんで頂きました。

▲五社巡りに出発!!

▲おでんや焼きそばの振る舞い ▲太鼓は年の初めにはぴったり
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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。

3月　Ｍarch
 1 日（火） 決算・確定申告個別指導
  （13:30 ～ 当所 3階大ホール）
 2日（水） 正副会頭会議
  （13:30 ～ 当所 1階会議室）
  決算・確定申告個別指導
  （13:30 ～ 当所 3階大ホール）
 3日（木） 岐阜大学ラボツアー
  （13:30 ～ 岐阜大学）
  常議員会
  （14:00 ～ 当所 3階大ホール）
 4日（金） 建設業部会視察研修
  （7:30～ 東濃地域木材流通センター等）
 9 日（水） 住宅修繕相談
  （13:00 ～ 当所 1階相談室）
 10日（木） 税務経理相談
  （予約制 当所 1階相談室）
 14日（月） 省エネセミナー＆補助金説明会
  （14:00 ～ 当所 3階大ホール）
 16日（水） 会頭杯ゴルフコンペ
  （8:21 ～ 葵カントリークラブ）
 18日（金） 定例金融相談
  （10:00 ～ 当所 1階相談室）
  安全体感道場体験研修
  （13:00 ～ TABMEC）
 23 日（水） 住宅修繕相談
  （13:00 ～ 当所 1階相談室）
 24日（木） 珠算優良生徒表彰式
  （13:30 ～ 当所 3階大ホール）
 29日（火） 橋本実践塾発表会
  （11:00 ～ げんきの郷）
 30日（水） 通常議員総会
  (13:30 ～ 当所 3階大ホール )
  健康経営講演会
  （15:45 ～ 当所 3階大ホール）

4月　April
 5 日（火） 橋本実践塾発表会
  （11:00 ～ 青山木型製作所）
 11日（月） 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）
 14日（木） 正副会頭会議
  （9:00 ～ 当所 1階会議室）
 18日（月） 定例金融相談
  （10:00 ～ 当所 1階相談室）
 20日（水） 青年部通常会員総会
  （17:00 ～ 当所 3階大ホール）
 26日（火） ビジネスマナー講座
  （9:30 ～ 当所 3階大ホール）
 27日（水） 住宅修繕相談
  （13:00 ～ 当所 1階相談室）
 30日（土） 大倉公園つつじまつり
  （9:30 ～ 大倉公園・桃山公園 )

 2‐8 会議所だより
  横北支部　初詣五社巡り
  法人化に向けての合同研修会
  橋本実践塾
  省エネ先進企業・リサイクル推進施設視察研修会
  決算・確定申告消費税確定申告勉強会
  経営・事業計画作成セミナー
  これからのＩＴセキュリティーセミナー
  おおぶふれあいゼミナール・まちコラボ
  第２５回大府盆梅展
  健康ちょい旅 inおおぶ　
  第２４回夢サポート支給団体決定
　 9 愛知県警からのお知らせ
  中型貨物車の無免許運転に注意 !!
　 10 大府商工会議所・行政等からのお知らせ
　  石ケ瀬川ライトアップ夜桜
　  エコ（ペットボトル）キャップ引渡し
　  大倉公園に間伐材ベンチ寄贈
  美味しいまちのグルメ駅伝
　 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
  柏木産業㈱
  タベロカ（㈱東洋発酵）
　  会員加入促進キャンペーンにご協力を！

表紙の人／吉森支部長の岡部篤男さん（げんきの郷）と
　　　　　竹灯篭の製作に励む吉森支部会員の皆さん
撮影日／平成２８年２月２１日（日）
会　場／健康木の住まい「ウッドビレッジ」
所在地／大府市森岡町９-６２２
電　話／０５６２－４５－６２２４（水曜定休）
石ヶ瀬川ライトアップ夜桜の市民交流企画として、手作りで
竹灯篭を製作。４月２日（月）の点灯セレモニー（平成橋のあ
ずま屋付近）で、ろうそくの灯を点して披露します。

今月の表紙／竹灯篭づくり（石ケ瀬川ライトアップ夜桜企画）



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

公認会計士・税理士
坂口美穂事務所

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

〈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

会議所だより会議所だより

平成２７年分 
決算・確定申告 消費税確定申告勉強会
2月9日（火） 於：当所３階大ホール
　　　　　　　 　　　　　　時：１3：3０～１６：００

　公認会計士・税理士の坂口美穂先生を講師に招
き、平成２７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、レジュメと手引
きを確認しながら勉
強会を進めました。

　まず、今回の改正事項や誤りの多い事例（医療費
控除の計算誤り・寡婦寡夫控除の適用漏れ等々）に
ついて説明があったほか、マイナンバー制度導入に
伴い、所得税については、平成２８年分の申告書から
個人番号・法人番号の記載が必要になることを確認
しました。また、消費税については、一般課税と簡易
課税の違い、その計算方法についても具体的な数字
を挙げて説明していただきました。
　講義終了後には、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３月の確定申告集合受付は、１日
（火）、２日（水）午後１時３０分から３階ホールで行われ
ます。

省エネ先進企業・リサイクル推
進施設視察研修会
2月5日（金） 於：ゼネラルヒートポンプ工業㈱
　　　　　　　　　　オオブユニティ㈱

　環境行動計画推進・ＩＳＯ特別委員会では、啓蒙活
動の一環として毎年、視察研修を実施しています。
　今年度は平成２３年度省エネ大賞を受賞したゼネ
ラルヒートポンプ工業（名古屋市）と大府市内に昨年
建設されたオオブユ
ニティ㈱のバイオガ
ス発電施設を視察
し、省エネやリサイク
ル活動についての理
解を深めました。
◆ゼネラルヒートポンプ工業㈱
　再生可能エネルギーを活用したヒートポンプの導
入による、省エネ・コスト削減などについて説明を受
けました。再生可能エネルギーや排熱を上手く活用
することで、省エネ効果が期待できることを実感し
ました。
◆オオブユニティ㈱バイオガス発電施設
　バイオマス資源からバイオガスを回収、ガス発電
機の燃料としてリサイ
クルされるバイオガス
発電施設を視察させて
いただき、食品リサイ
クルの仕組みについて
説明を受けました。
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　「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４ステージの活動報告

第１グループ「カイゼン隊」の活動
　東海興業精機㈱の現場で４回の改善活動を実
施し、２月２日に成果発表会を行いました。

◎ボール盤の設置場所を
次工程の機械と並べる
ことで作業効率が向上し
た。また、清掃も容易に
なった。

◎工具備品棚について種
類用途別に整理し、明示
することで、工具の管理
が容易になった。

▲発表者は小出勝志さん（東海興業精機）

今回の活動成果

◎装置置場を１箇所にまと
めることでスペースを確
保。使用の際も伝達がス
ムーズに進められるよう
になった。

◎備品置場の２S（整理・整
頓）を行うことで、材料が
取り出しやすくなり、在
庫管理も容易になった。

▲発表者は吉田浩起さん（片山ナルコ）

今回の活動成果

第２グループ「SSKⅡ」の活動
　片山ナルコ㈱の現場で４回の改善活動を実施
し、２月９日に成果発表会を行いました。



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

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

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

会議所だより会議所だより

経営・事業計画作成セミナー＆個別相談
２月２日（火）、１０日(水)、１５日(月) 

於：当所３階大ホール
　　　　　　時：１４:３０～１６:３０　

　講師に中小企業診断
士の八田信正氏を招き、
販路開拓で新規顧客を
獲得し、売上を伸ばす計
画を作成するためのセ
ミナーを開催しました。

　今回は、東浦町商工会と共催し、同じ内容で日時と
会場を分け（東浦会場は、東浦町商工会研修室にて、２
月１日（月）、４日（木）、８日（月）１９：００～２１：００）、より受
講しやすい環境を整えました。
　１日目は、経営計画書作成および小規模事業者持続
化補助金申請における事業計画書作成のポイントに
ついて、２日目、３日目は、受講者各自の事業を基に実
際に経営計画書・補助事業計画書をグループワークに
て作成しました。

　セミナー終了後には、個別相談会を設け、経営計画
書のブラッシュアップも行いました。

第２５回大府盆梅展
2月8日（月）～14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。２５年も続く
盆梅展は、全国的に
も珍しく、大府の貴
重な観光資源になっ

ています。約７０点の盆梅はいずれ劣らぬ逸品で見応
え十分ですが、中でも樹齢３００年の盆梅は、一見の価
値がありました。１１日（木・祝）には、「健康ちょい旅in
おおぶ」（名古屋発着日帰りバスツアー）、１３日（土）
には、「知多半島ぶらぐる散歩」（名鉄前後駅～大倉公
園）のコースに組み込まれ、域外からのお客様が大勢
訪れていました。この２日間は、「ふるさとガイドおお
ぶ」によるボランティアガイドも行われ、大府の魅力
を来場者に発信しました。
　また、１３日（土）には、
当所女性会がお手伝い
し、温かいぜんざいが振
る舞われました。１０時
からの配付でしたが、
11時には用意した５００
食がなくなってしまうほ
ど、大盛況でした。

▲ぜんざいの無料サービス

▲立派な盆梅に感心しきり

大府の店のプロが教えてくれる
おおぶふれあいゼミナール・まちコラボ

於：各店舗及び指定場所
時：各店で設定　　　　

　平成２８年１月２３日（土）からスタートした「第16回
おおぶふれあいゼミナール」（以下、ふれゼミ）と「まち
コラボ」が、２月２８日（日）まで開催され、全３３講座（ふ
れゼミ）と５企画（まちコラボ）が無事終了しました。
　今回のふれゼミは、
25店が参加、各々の技
術を参加者へ伝授しま
した。人気の講座は、受
付開始３０分で定員に
達してしまうほどの盛
況振りで、「ふれゼミ」
が市民に浸透してきた
ことを実感しました。
　また、大府ｄｅまち歩きの参加店同士が協力し考案
した新企画「まちコラボ」も同時開催されていました。
お店同士がコラボするによって、新しいビジネスチャ
ンスや、魅力を発掘することを目的に実施されまし

た。今回は『美容系』と
『飲食系』のコラボが多
く、『健康都市大府』に相
応しく、健康をテーマに
した内容が目立ちまし
た。

▲オリジナルワンコインピクルス
（ラ・ヴィ・アン・ローズ +やさいや みかど）

▲「ジュニアドラム」にトライ!!
　（ミュージックガーデン大府）

▲講師の稲熊茂男氏

情報･物流・サービス業部会主催
今が大事！これからのＩＴセキュリティセミナー
２月１７日（水）　　　　　　於：当所３階大ホール

　　　　　時：１5:0０～１7:0０　　

　マイナンバー制度の開始に伴い、情報保護の重要
性が高まっています。そこで今回、㈱メディアアートの
稲熊茂男氏を招き、ＩＴ
セキュリティセミナーを
開催しました。　
　講師によると、事業
所の大小、個人・企業に
関係なく、ネットワーク
に繋がっている限り、攻
撃されている可能性があるとのことでした。
　また、情報流出の原因のほとんどが誤操作や管理
ミス、データの紛失・置き忘れで、多くの場合は、｢社内
の人間｣が原因となっているため、外部からの攻撃に
対してセキュリティソフトで対抗することも大切です
が、事業所の内部教育やアクセス制限、ログの保存な
どのデータマネジメントが重要ということがわかりま
した。
　デジタル化された現在だからこそ、アナログ的な管
理の必要性が問われています。　

6 7



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

会議所だより

コース① 大府七福神めぐり　１月３１日（日）､コース② 食と運動からの健康づくり ２月４日（木）
コース③ 金メダルのまちめぐり ２月９日（火）、コース④ 大府盆梅展といちご狩り ２月１１日（木）

　大府の魅力の発信を図るため、平成２７年度
小規模事業者地域力活用新事業全国展開支
援事業補助金を活用し、「健康ちょい旅inおお
ぶ」と題し、１月３１日から２月１１日まで計４回
のモニターツアーを実施しました。
　今回のプロジェクトでは、大府市が健康都
市を唱えていることから、大府への旅行を
きっかけに健康への意識を高めてもらいたい
との思いから、ヘルスツーリズム（旅行という
非日常的な楽しみの中で、健康回復や健康増

健康ちょい旅inおおぶ

平成２７年度地域力活用新事業∞全国展開プロジェクト 

進を図ること）ツアーとして企画しました。
　全てのコースで、あいち健康プラザにて「簡
易健康チェック」を受診。カラダの健康状態を
チェックしたり、正しいウォーキング姿勢を学
ぶなどして健康知識を高め、昼食には、市内の
飲食店でヘルシーメニューを堪能し、午後か
らは、健康に関連する特徴を持った施設、お店
を観光するなど、「大府＝健康のまち」を意識
付けてもらうコースを皆様に巡っていただき
ました。

▲健康チェック（あいち健康プラザ）共通 ▲歩行速度計測（あいち健康プラザ）共通 ▲

▲骨盤エクササイズ（2/4有穂バレエスタジオ） ▲チャンピオンズコーナー（2/9至学館大学） ▲大府盆梅展（2/11大倉公園）

大府七福神めぐり（1/31写真は地蔵寺）
ふるさとガイドおおぶがご案内しました！

 ( 名古屋発着日帰りバスツアー )

第 24回ちたしん｢夢サポート｣助成団体決定！

～あいち健康プラザで学ぶ 健康づくりとウォーキング～

8 9

　知多信用金庫「ちたしん地域振興支援制度『夢サポート』」の助成金
支給団体が決定しました。大府市からは、次の２団体(順不同)が選ば
れました。おめでとうございます。　　
　　　　　

石ヶ瀬の産院による乳幼児をもつ親子や地域住
民対象の無料コンサート開催による地域活動

「大府の民話」の調査研究と読み聞かせの会によ
る「大府の民話」のデジタル紙芝居の製作

①大府市子供弦楽器 母の会

②お山の杉の子

4コース
計 98名の参加
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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28年2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～

　大府商工会議所は、大府市産業文化まつりで実施したチャリティーイベント（綿菓子・金魚すくい）の収
益金で、大倉公園つつじまつり４０周年記念として間伐材で製作したベンチ２脚を寄贈することになりました。

　去る２月２日（火）、木村会頭より久野大府市長に直接目録
を手渡しました。大倉公園は、和の風情漂う公園で、茅葺門
と休憩棟が国の登録有形文化財建造物に登録されており、大
府市自慢の観光名所です。皆様も公園
に訪れた際は、ベンチをご利用ください。
　なお、贈呈式は、大倉公園つつじま
つり開会式（４月３０日 ( 土）) にて行わ
れる予定です。

大府商工会議所・行政等からのお知らせ

大府市産業文化まつりの収益金で大倉公園に間伐材ベンチ寄贈！

　石ケ瀬川の桜並木をぼんぼりと竹灯篭で演出し、
市民に憩いの場を提供します。

　期　間　３月１９日（土）～４月１３日（水）
　点　灯　１８：００～２１：００
【竹灯篭点灯セレモニー】
　日　時　４月２日（土）１8：００～１９：００
　場　所　平成記念橋のあづまや付近

　なお、ぼんぼり１基５ ,０００円の協賛金を募って
います。ご協力いただける方はお問合せください。

【問合せ】吉森支部事務局（お食事処しもむら）
　　　　　下村庄平（電話：0562-46-0302）

　平成２７年９月１４日から平成２７年１２月２４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４回目）。

　引　渡　日　　平成２７年１２月２４日（木）

　数　　量　　　３５,０４５個（８１.５０kg）

　ＣＯ2削減量（累計）　　　１,０９１.４８kg

　ポリオワクチン（累計）  １７３人分
　　　　キャップ８６０個でポリオワクチン１人分

　収集数（累計）  　１４８,９９５個

【問合せ】
   大府商工会議所　電話：0562-47-5000

大府商工会議所吉森支部

石ケ瀬川ライトアップ夜桜
エコ（ペットボトル）キャップ届けました！

▲ベンチの完成予想図を手に木村会頭（左）
　久野市長（中央）、右は井上専務理事

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、建設業で悪化、サービス業でほぼ
横ばい、その他の３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。

●「名古屋駅周辺での高層ビル建設が相次ぐ
中、技術職の確保が難しく、引き合いがあっ
ても受注できない」（一般工事業）、「カーエ
アコン用部品など、北米向けや新型車用の受
注が伸び、業績改善が続くものの、大企業ほ
どの大幅な賃上げを行う余力はない」（自動
車部品製造業）、「食料品や雑貨は好調なも
のの、暖冬に伴う冬物商品の低迷の影響が
大きく、売上は例年並みに止まる見込み」（百
貨店）、「温泉街のホームページを多言語対
応にするなど受入環境整備の効果もあり、イ
ンバウンドの好調が続くものの、年始の日並
びの悪さなどから国内旅行客が伸び悩んだ」
（旅館業）

●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、建設
業で改善、製造業、サービス業で悪化、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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ブロック別全産業DI
（前年同月比）の推移（東海）業況

 　15年　      16 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 ▲ 10.5 ▲ 14.9 ▲ 11.0 ▲ 10.5 ▲ 16.3 ▲ 13.7 ▲ 18.1
       
売　　上 ▲ 2.2 ▲ 6.3  5.5 ▲ 3.5 ▲ 6.0 ▲ 10.9 ▲ 8.7

採　　算 ▲ 16.8 ▲ 23.7 ▲ 9.3 ▲ 14.0 ▲ 13.9 ▲ 17.7 ▲ 19.2
       
資金繰り ▲ 10.2 ▲ 13.4 ▲5.1 ▲ 10.1 ▲ 10.4 ▲ 9.7 ▲ 10.1
       
仕入単価 ▲ 36.9 ▲ 35.5 ▲ 30.7 ▲ 32.1 ▲ 32.7 ▲ 19.0 ▲ 18.4
       
従 業 員 17.7 17.7 22.0 19.9 16.3 19.7 21.3

平成 28年 1月調査結果

全産業ＤＩ（前年同月比）の推移
  

■住所  共栄町3-3-10
■電話  0562-44-1677
■営業  17:30～24:00
■定休  日曜日、祝日

炭焼き　なり也 
「ちょうちん」

美味しいまちのグルメ駅伝美味しいまちのグルメ駅伝

島岡製作所
島岡亮司さん
紹介ランナー

なり也
木村徹也さん
大将

次回ランナーは、㈱和光の木村兼一郎さん

隠れ家的な焼鳥屋で、
希少なネタの卵の元
となるちょうちんは絶
品です。やわらかくて
肉汁たっぷりのせせり
や長いももおいしくて
お酒が進みます！
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石ヶ瀬川ライトアップ夜桜（３/１９～４/１３）

大府ブランドを世界に！
４月２日（土）には午後６時から竹灯篭の点灯セレ
モニーもあります。お楽しみに！

和牛焼肉レストラン
「タベロカ」（㈱東洋発酵）

食を通して健康発信 !!

株式会社東洋発酵
代表取締役会長　木村彰彦

　弊社は昭和28年に名古屋市で創業、平成20年に現在の北崎町に移転。この間、
関係各社様のご支援により幾多の苦難を乗り越え、平成25年には、創業60周年を
迎えることができました。現在は、各種鋼管・鋼材の仕入販売を中心に協力各社
で加工した製品・部品も承わります。今まで築いてきた『信頼とチャレンジ精神』
そして『謙虚な心とスピード感』を持ち、少量・多品種・短納期のお客様のご要望、
ご相談にきめ細かくお応えします。また、大府福祉会への支援など地域社会への
貢献にも微力を尽くしています。

　健康と美を創造する東洋発酵グループが大府駅前に、和牛焼肉レストラン「タ
ベロカ」をオープン。４階の焼肉フロアでは、上質な和牛やヘルシーな赤身はもち
ろん、大府や知多の地元野菜を使ったバーニャカウダーなど、大府の魅力を発信
しています。また、３階のパーティーフロアでは、地域のみなさんに元気になって
もらうための交流イベントや演奏会などを実施。会議＆会食にもご活用いただけ
ます。

鋼管・金属パイプ、鋼材の事は全てお任せください    

●住所／大府市北崎町福池 70-5        
●TEL ／ 0562-57-6800
●ホームページ／ http://www.kashiwagi-sangyo.com/        

●住所／大府市中央町 3-66 第 3木村ビル 4F･3F         
●TEL ／ 0562-85-2290（店舗お問合せ先）
●営業時間／ 17:00 ～ 23:00(L.O.22:00)    
●定休日／日曜定休

柏木産業㈱
代表取締役社長　柏木　茂

▲個性的な竹灯篭できました！

▲工具を駆使して製作中

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28年2月末会員総数

1,711

平成27年度大府商工会議所

4～2月加入者数

目標達成まで

112

68


