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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

会員加入目標数

180

平成28年3月末会員総数

1,707

平成27年度大府商工会議所

4～3月加入者数

目標達成まで

122

58

座間経営支援事務所

補助金が気になったら声をかけてください！    

代表　座間 裕史

　平成２７年１１月にオープン、お子様にも安心して召し上がっていただける、やさ
しい味のインド料理店です。
　当店のナンは、ベーキングパウダー、砂糖を使用せず、店内の手作りヨーグルト
の力でじっくり発酵させて焼き上げています。これは本場インドと同じこだわっ
た製法です。また、全ての料理に化学調味料を使用せず、現地直送のスパイスで
丁寧に手作りをしています。
　料理を楽しむと共に、店主が自ら半年間をかけ、こだわり創った店内も是非ご
覧下さい。皆様のご来店をお待ちしています。 

　基本的に返済の必要がない資金調達、「補助金」はご存知ですか。
補助金のことを知っているか知っていないか、その準備をするかしないかだけ
で、事業の成長スピードは大きく変わってきます。
　補助金の採択確率は 3 割から 4 割程度と言われています。本当に補助金を
いただいて良い事業者様の半分以上が涙をのんでいるのが現状です。ただ、専
門家が手伝うことでその確率を上げることは可能です。あなたのビジネスを加
速する補助金についてのお手伝い、誠心誠意させていただきます！
   

手作りへのこだわり！やさしいインド料理店！！    

●住所／大府市半月町 2-14 門脇ビル 1F        
●TEL／ 0562-85-7745
●定休日／年中無休
●駐車場／店舗前４台、店舗裏２台          

●住所／大府市横根町羽根山 53-6           
●ホームページ／ http://zama.help    

インディアン･キッチン･ディープティ
オーナー　カレル･ティルタ・ナター

大府商工会議所ホームページ　http://www.obu-cci.or.jp/
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大府商工会議所は、コストとＣＯ２削減につながる
省エネ・節電を推進しています！

大府ブランドを世界に！
▲現地診断

▲事前チェックシートで検討



【省エネ診断】
事業所において省エネ対策に取り組むことは、環境の視点だけでなく、コスト削減を
図り継続的な利益を生み出すためには必然的な要素になっています。大府商工会
議所は、会員を対象に無料でエネルギー管理士による省エネ診断を実施していま
す。「お金をかけない省エネ」「お金をかける省エネ」の両面からご提案いたします。お
気軽にお問合せください。
【問合せ】大府商工会議所　電話：０５６２－４７－５０００

今月の表紙／鈴木清治氏（怜テック 代表／エネルギー管理士）

省エネセミナー＆補助金説明会（2016/3/14）

3
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３月１０日（木）於：当所３階大ホール　時：1４：00～1６：００

第 6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
　１７事業所の加入が承認されました（詳細は次頁「新
入会員の紹介」をご覧ください）。

議案第２号　労働保険事務組合事務処理規約第１２号の
全部改正（案）及び同規約第９号の廃案
について

　鏡味事務局次長が、マイナンバー制度の導入に対応
するため、特定個人情報保護に関する条文を新たに加
えるため、労働保険事務組合事務処理規約について、
大幅な改正の必要があることが確認されたため、全部
改正として同９号を廃案とし、新たに同１２号を設ける旨、
説明を行ないました。

議案第３号　労働保険事務組合にかかる特定個人情報
に関する基本方針（案）について

　鏡味事務局次長が、議案第２号に関連して、特定
個人情報の厳格な保護と適正な取扱いを必要とするこ
とから、新たに基本方針を定める旨、説明を行ないまし
た。

議案第４号　労働保険事務組合大府商工会議所 特定個
人情報取扱規程（案）について

　鏡味事務局次長が、議案第２号、同３号に関連して、
新たに取扱規定を定める旨、説明を行ないました。

議案第５号　職員給与規則の一部改正（案）について
　間瀬事務局次長が、公務員（愛知県）の給与改訂
に準拠し、給与額、地域手当の改正及び、期末、勤
勉手当の支給率の改正を行なう旨、説明を行いました。

議案第６号　平成２８年度事業計画書（案）について
　井上専務理事が、平成２８年度の重点事業を挙げ、
昨年１１月に認定された「経営発達支援計画」により、
関係機関と連携し、「中小企業・小規模事業者の強化」、
「地域活性化」「組織運営基盤の強化」「特別プロジェ
クト」等各種事業への取り組みについて、説明を行いま
した。

議案第７号　平成２８年度一般会計並び特別会計収支予
算（案）について

　間瀬事務局次長が、平成２８年度の一般会計のほか、
９つの特別会計の収支予算書（案）を上程する旨、説
明を行ないました。

議案第８号　臨時職員就業規則の一部改正（案）につ
いて

　間瀬事務局次長が、有期契約労働者のキャリアアッ
プ制度を導入するため、正規雇用への転換に関する条
文を新たに設ける旨、説明を行ないました。

報告事項
①平成２８年度海外視察アンケート結果について
②平成２８年度主要会議日程について
・５月３１日（火）第２９回通常議員総会
・１０月２６日（水）臨時常議員会
・１０月２６日（水）臨時議員総会

③会員の脱退並びに変更について
④３月・４月の行事予定について
⑤ビジョン策定にかかる広告募集について
⑥日本商工会議所表彰制度の一つである「組織強化関
係表彰」として、大府商工会議所が受賞することにつ
いて
⑦省エネセミナー及び補助金説明会開催について
⑧橋本実践塾塾生募集について

　

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。

日 月 火 水 木 金 土

3/27 3/28 3/29 3/30 3/31 4/1 4/2

4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9

4/10 4/11 4/12 4/13 4/14 4/15 4/16

4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23

4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30

CONTENTS 目次

3 第 6 回定例常議員会

4 新入会員紹介

5 - 9 会議所だより
女性会役員視察研修
大府あきんど塾
岐阜大学ラボツアー
建設業部会 東濃型ゼロエネ住宅視察
ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金サポートセミナー
省エネセミナー＆補助金等説明会
会頭杯ゴルフコンペ
共長支部 大谷由里子講演会
製造業部会 安全体感道場体験研修
平成２７年度珠算優良生徒表彰式

April 4 月

10 - 11 まっちふる大府
ハナモモに魅せられた、「大府の花咲かじいさん」

12 えみのわ・おおぶ子育てサポート表彰

13 講習会・イベントのご案内    
美味しいまちのグルメ駅伝

14 大府商工会議所・行政等からのお知らせ

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
インディアン・キッチン・ディープティ
座間経営支援事務所
会員加入促進キャンペーンにご協力を！

製造業部会役員会
13：30 〜15：00

通常議員総会
14：00 〜15：30
健康経営講演会
15：45〜16：45

石ヶ瀬川夜桜点灯式
18：00 〜1900

おおぶ菜の花まつり
9：30 〜15：00
（げんきの郷）

橋本実践塾発表会
11：00 〜12：00
（青山木型製作所）

税務経理相談
【予約制】

住宅修繕相談
13：00 〜16：00
住宅修繕相談総会
19：00 〜 21：00

市長との早朝会議
7：30 〜 8：30
正副会頭会議
9：00 〜11：00

金融相談
10：00 〜12：00

青年部
通常会員総会
17：00 〜18：00

ウェルネスバレーフェスタ
実行委員会
14：00 〜16：00

日本珠算連盟大府支部総会
10：30 〜11：30
労働保険年度
更新集合受付
13：30 〜16：00

ビジネスマナー講座
9：30 〜16：30

住宅修繕相談
13：00 〜16：00

総務委員会
13：30 〜15：30

大倉公園つつじまつり
9：30 〜15：30



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

大府あきんど塾（平成２７年度第３回）
『強みを活かした自社の魅力発信術』
２月１４日（水） 於：当所３階大ホール
　　　　　　　 　　　　　　時：１９:００～２１:００

　講師に㈲企業経営研究所・代表取締役（愛知県よ
ろず支援拠点サブコーディネーター・瀬戸市『せと・
しごと塾』塾長）の小坂英雄
氏をお招きしました。
　売上は『強み』と『手法』で
決まります。強みを確立し、
マーケティングを通して
様々な手法を試す事の重要
性について実例を交えなが
ら話されました。
①ＳＷＯＴ分析を通し、強みの見せ方・表現の仕方を
考える。

② アンケート・ヒアリングで得られる『顧客の声』が自
社の強みを教えてくれる。

③強みを活かすエピソードを添える事でより具現化
され第三者も自社の魅力を広めてくれる（口コ
ミ）。
④発想の転換で『弱み』が『強み』に変わることもあ
る。

　強みが表現できないと、値引きやお願いで商品を
売らなければならず、負のスパイラルに陥ってしま
います。闇雲に行うのではなく、『強み』を探し、自社
に一番合う手法を探りながら魅力を発信していきま
しょう。

女性会 役員視察研修
「登録有形文化財を体感」
2月22日（月）２３日（火） 於：修善寺新井旅館等

　大府商工会議所女性会は、役員の知識を深め、資
質向上を図ることを目的として、隔年で視察研修を
実施しています。
　今回は、伊豆修善寺温泉にある文化財の宿「新井
旅館」を訪れ、日本文化に触れ、その価値や保護につ
いて認識を新たにしました。

　大府市では、平成２
７年に大倉公園（桃山
町五丁目）の休憩棟
と茅葺門が、国の登
録有形文化財に指定
され、その存在や価
値を広く世間に、また

後世に伝えていく必要性が高まっています。女性会
も郷土の歴史や文化を守り伝えていく担い手として
貢献していきたいと考えています。
　明治５年創業の新井旅館は、建物の歴史的価値が
認められ、平成１０年に国の登録文化財になりまし
た。多くの文人墨客が訪れ、その作品も多数所蔵し
ており、２ヶ月に１度展示品の入れ替えを行い公開し
ているそうです。建物はもちろん、調度品からガラス
１枚まで歴史を感じる旅館でした。モダンなホテルも
便利で居心地が良いものですが、歴史ある和風旅館
も郷愁に浸ることができ、参加者一同、心身ともにも
リフレッシュすることができました。

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～  

販路拡大をお考えの小規模事業者の皆様へ !!

中小企業庁　平成27年度
補正予算事業（28年度実施分）小規模事業者持続化補助金
経営計画に基づいて実施する販路拡大等の取り組みに対し５０万円を上限に
補助金（補助率：２／３）が出ます
　※補助上限（通常５０万円）が１００万円上限に引き上がるケース
①雇用を増加させる経営計画に基づく取り組み、②買い物弱者対策、③海外展開への取り組み

《対象となる取り組み一例》
①広告宣伝（広報費）、②集客力を高めるた
めの店舗改装（外注費）、③商談会・展示会
への出展（展示会等出展費）、④商品パッケー
ジや包装紙・ラッピングの変更（開発費）

公募要領、申請書様式は補助金特設
ホームページから入手できます。 ＵＲＬ：http://h27.jizokukahojokin.info/

申請締切

採択結果公表

事業実施期間

５月１３日㈮ 当日消印有効
７月上旬予定

交付決定通知受領後から
平成２８年１１月３０日（水）まで

4 5

▲専任ガイドの説明を受ける一行

▲講師の小坂英雄氏

 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

～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

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

№ 事業所名 代表者 住　　所 業種・取扱い商品 所属部会

1 ㈱金華 石黒　俊夫 名古屋市 その他の一般飲食店 商業

2 ㈲タケコウ
サークル K 大府アラタ店 竹内　功 横根町 各種食料品小売業 商業

3 インディアンキッチン Deepty カレル・
ティルターナター 半月町 中華料理店

その他の東洋料理店 商業

4 理美容サロン
プランナー K 迫田　恵子 北崎町 他に分類されない専門サービス業 商業

5 − 野村 　訓 知立市 型枠大工工事業 建設業

6 豊栄防水 佐々木　豊 一屋町 防水工事業 建設業

7 空閑家まねき猫 河崎　房世 東浦町 不動産代理業仲介業 情報・物流・
サービス業

8 あいざくら 杉本　喜弘 若草町 他に分類されない
その他の卸売業 商業

9 司　建築 峯松  　司 若草町 木造建築工事業 建設業

10 − 酒井　克巳 東新町 不動産代理業 ･ 仲介業 情報・物流・
サービス業

11 縁工業 堀内　雄介 梶田町 製缶板金業 製造業

12 渡辺工業 渡辺　義則 名古屋市 一般電気工事業 建設業

13 Kultureule 鈴木　美有 追分町 他に分類されない
その他の卸売業 商業

14 まなびや㈱ハローパソコン教室
イオンモール大高校 平松　信弘 名古屋市 個人教授所 商業

15 東京海上日動火災保険㈱
愛知南支店 大森健太郎 名古屋市 損害保険代理業 情報・物流・

サービス業

16 ゼネラルヒートポンプ工業㈱ 柴　  茂光 名古屋市 ポンプ・同装置
製造業 製造業

17 加山興業㈱大府営業所 加山順一郎 北崎町 産業廃棄物収集
運搬業

情報・物流・
サービス業

～平成 27年度　新入会員　よろしくおねがいします～ 期間：平成28年1月13日～平成28年3月9日
（敬称略）



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（金子・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27）第43584
●一級建築士事務所・愛知県知事（い）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

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

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。

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

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

フォークリフト
運転資格取得

TEL 0562-48-9741   FAX 0562-48-9742

http://www.toyota-shokki.co.jp/

〒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）

会議所だより会議所だより

岐阜大学ラボツアー
３月３日（木） 　　　　　　　　於：岐阜大学
　　　　　　　　　　　　　　時：１３：３０～１６：３０
　大府市と大府商工会議所が、岐阜大学との産学官
連携交流事業として「岐阜大学ラボツアー」を開催し
たところ、大府市や近郊地域の企業等が参加して総
勢２５名での大学訪問となりました。
　岐阜大学には、日本で唯一の金型研究機関として
金型技術の高度化と若手技術者の育成を目指した
「金型創成技術研究センター」、また、市場での伸長が
見込まれるＣＦＲＰ等を幅広い用途で競争力ある材料
とする取組を展開する「複合材料研究センター」が設
置されています。

　それぞれの概
要を各センター
長（山下教授・三
宅教授）に説明し
ていただき、俯瞰
することができま
した。

　その後、大学の特徴ある研究シーズとして、①成
形・加工②材料・複合材料③情報・計測・設計の分野で
の活動内容や研究成果について紹介があり、続いて
行われた班に分かれての研究室訪問によって、さらに
理解を深めることができました。
　新材料、成形サイクル短縮可能な金型、新加工法、
画像処理等、多くの相談が可能です。　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

環境行動計画推進・ＩＳＯ特別委員会主催
平成２７年度「省エネセミナー
＆補助金等説明会」
3月14日（月）　　　　　　於：当所３階大ホール
　　　　　　　　　　　　 時：1４:００～1６:３０
　当委員会（委員長：岩田守弘氏、住友重機械工業
㈱）は、事業所の省エネルギー化推進と施策普及のた
め、みだしのセミナーを開催しました。
第１部「事例発表会」
　省エネ診断員の鈴木清
治氏（怜テック）より、今年
度、省エネ診断を実施した
成果について発表してい
ただきました。
第２部「補助金等説明会」
　第２部では、補助金に関する説明を中心に実施しま
した。中部経済産業局エネルギー対策課課長補佐の
中村昌司氏より、「省エネルギー政策について」、ま
た、中部経済産業局製造産業課総括係長の小柳淳也
氏より、「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助
金」について、申請ポイント等の説明を詳しくしてい
ただきました。

　省エネやものづくり関
係は支援策も充実して
いますので、是非有効活
用していただきたいと思
います。

▲中部経済産業局の中村昌司氏

▲省エネ診断員の鈴木清治氏

「ものづくり・商業・サービス新展開支援
補助金サポートセミナー」開催
３月７日（月）　　　　　　　　於：当所２階会議室
　　　　　　　　　　　　　　時：１５:００～１７:００
　先日公募が開始された「ものづくり・商業・サービス
新展開支援補助金」をより多くの会員企業に活用して
いただくことを目的に、みだしのセミナーを開催しま
した。

　講師には中小企業診断
士の八田信正氏を招き、
公募要領の説明から申請
書作成、申請する際の注
意点など、記載例を交え
て説明いただきました。申
請書作成のポイントとし

て、「写真などを交えながら書面でどれだけ自社の技
術や魅力を伝えられるか」「補助対象要件に合致して
いるか」「審査項目を満たしているか」「業界の専門家
でなくても分かる内容か」などが挙げられました。

　当所では補助金申請の相談も随時承っており
ますので、お気軽にご相談下さい。

▲ゼロエネ住宅を見学

建設業部会　
東濃型ゼロエネ住宅を視察
３月４日（金） 　　　於：東濃地域木材流通センター
                   　　　　ちこり村（㈱サラダコスモ）
　　　　　　　　　時：７：３０～１７：００　　
　（協）東濃地域木材流通センター（通称:KeyPoint）
は、木造住宅建築の安心と満足のために、平成６年度
国産木材産地体制整備事業の一環として、「国」「岐阜
県」「恵那市」の協力によって設立された施設です。
　木材流通の合理化や木造住宅の建設促進に取り組
み、国産材と職人の技術で、日本に合った住宅の普及
に努めています。木材市場の見学後、モデルハウス
（東濃型ゼロ・エネルギー木造住宅）に案内していた
だきました。冬暖かく、夏涼しい究極の高断熱住宅と
のことでしたが、地域
によって気象条件が
異なるため、気象デー
タをもとに設計する
ことが大切で、地域の
工務店や大工さんの
腕の見せ所であると
のことでした。
　理事長の金子氏は、「これからは『ゼロエネ住宅』が
パラダイム（座標軸）になっていく。業界で生き残って
いくためには座標軸を読み誤らないことが大切」との
見解を示されました。
　昼食を兼ねて訪れたちこり村では、食の安心安全
について学ぶことができました。

6 7



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。

発行部数 2,000部
12ヶ月 60,000円（税込）
1コマ 　5,000円（税込）
1コマ＝（6.3cm×5.9cm）このサイズ！

問合せ：大府商工会議所 情報推進課
電　話：0562－47－5000

大府商工会議所会報に
広告掲載しませんか？

会議所だより

第２６回会頭杯ゴルフコンペ
３月１６日（水） 於：葵カントリークラブ
　　　　　　　　　　　　時：８:００～１５:００
　穏やかな天候のもと、木村会頭を始め３５名がベス
トプレーし、更なる親睦を深めた実りある１日となり
ました。
　大府商工会議所では、年２回（春・秋）ゴルフコンペ
を開催しています。奮ってご参加ください。

▲元気一杯の大谷講師

大府商工会議所共長支部主催 大谷由里子講演会
大谷流「ココロの元気」のつくり方
～「感じて･興味を持って･動く」人づくり～
３月16日（水） 　　　　　於：大府市勤労文化会館
　　　　　　　 　　　　時：１３:３０～１５:３０
　人材活性プロデュー
サー大谷由里子氏（㈲
支縁塾 代表）を招き、
講演していただきま
した。
　講師は、かつて吉
本興業㈱に勤務し、
漫才師の故横山やす
し氏のマネージャーを務めた経験があり、現在は、企
業を中心に「自立型・自走型」の人づくりの支援をされ
ています。
　「人とのコミュニケーションは、長所を認めながら、
思いやり（希望を叶えるよう）行動することが大切」と
説き、相手との違いではなく、共通点を探すことが始
まりになるとのことでした。明るく、迫力のある話法で
「落ち込んだ時こそ行動すると、落ち込んでいた感情

が動き、元気にな
れることがある」
と語り、その熱意
が伝わる講演会
で、会場は終始笑
顔があふれてい
ました。

「安全について擬似体験できるので、安全に対する意
識が高まった」「職場に様々な危険があることが分かっ
た。」「是非職場の仲間に受講させたい」etc.

第 26 回結果発表
花 井　 宏 基
河 野　 博 哉
近 藤　 健 一
森 田　 尚 登
森 田　 尚 登
冨 田　 幹 雄
伊 藤　 芳 美
加 藤　 久 徳
島 岡　 亮 司
冨 田　 幹 雄
鳴 瀬　健 治
冨 田　幹 雄

優 　 勝
準 優 勝
３ 　 位

ベストグロス

アウトスタート № 7
アウトスタート №13
インスタート № 7
インスタート №13
アウトスタート № 6
アウトスタート №12
インスタート № 6
インスタート №12

ド
ラ
コ
ン

ニ
ア
ピ
ン

製造業部会主催　
安全体感道場体験研修
３月１8日（金） 於：TABMEC㈱（刈谷市）
　　　　　　 　　　　　時：１４：００～１７：００
　百聞は一体感にしかず！
　昨今、若年層の経験不足による作業中の事故が大
きな問題になっています。そこで、製造業部会では、
安全教育の一環として安全体感道場体験研修を実
施しました。
　ロボットや機械・車両の実物を使って、７つメ
ニュー（①高所、②回転体、③玉掛け、④作業、⑤柵
内、⑥電気、⑦フォークリフト）を体感し、参加者一
人ひとりの安全に対する感度を高めることができ
ました。

日本珠算連盟大府支部主催
平成２７年度優良生徒表彰式
３月２４日（木）  　　　　　　於：当所３階大ホール
　　　　　　　　　　　　　時：1３：３０～1４：３０
　優良生徒表彰の皆さんは以下のとおりです。
☆日本珠算連盟本部表彰☆（敬称略）
1年以上皆勤、珠算1級取得、2年以上の在籍
その他生徒の模範となる者
土田真由、酒井遼人、熊谷弥夕、小笠原綾華、
糸山典隆、大橋柊介、鈴木寛人、加藤衣織、
富田彩楽、新野春日、上野夏希、山本　凌
☆日本珠算連盟支部表彰☆（敬称略）
【最優秀賞】有段者　濵島彩花
【優秀賞】珠算2･3級、暗算1級
森田育真、帆足京真、外山加流、武藤麗里愛、
宮本舞香、原田優奈、近藤颯斗、小島　祥、
水町　空、長谷川生真
【優良賞】継続努力した者､他の模範となる者
山田将生、長谷川 大、山田健太、山田雄太、
岡庭由弥、大塚璃弓、星野壮汰
【支部特別賞】そろばん･あんざんコンクール金賞
相良逞人、新実優羽、森下 響、宮本大輝、
土居亮太、熊谷弥夕、糸山典隆、小島隆聖、
上野夏希
【２０１５年全国あんざんコンクール入賞】
小学１年生以下の部８５位　土居亮太
中学生３年の部 ３４位　伊藤慎悟
【２０１５年全国そろばんコンクール入賞】
中学生３年の部 ２９位　伊藤慎悟

参加者の声

（敬称略）
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会議所だより

おいしい！楽しい！健康！
木の山芋料理・うなぎ料理・会席料理・おすし・
中華等おいしいお料理をご用意しています。
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
　　　　　他、不定休

0120-48-0220フリーダイヤル
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愛知県大府市のタウンポータルサイト。
人と店、企業と企業のつながりをふやす地域マッチングサービス。

大府商工会議所運営のポータルサイト「まっちふる大府」で掲載した
特集記事を紙面で紹介いたします。  http://ｗｗｗ．ｏｂｕ-cci.or.com/

 ハナモモに魅せられた、「大府の花咲かじいさん」

 今、大府でハナモモがアツいー。 

　市内小学校等に続々と植えられ、昨年１１月の、

あいち健康の森での「健康長寿フェスタ」では、

３００本が植樹されたハナモモ。

　その立役者であり、花の美しさに惚れ込み、人

はもちろん市や県まで巻き込んで見事な花を咲

かせようとしている桜井義道さんにお話を伺い

ました。

　夢が広がる、ハナモモの魅力とは？

　「大府をハナモモの桃源郷にしたい」こぼれん
ばかりの笑顔でそう語る桜井さん。
　“ハナモモ”とは、果物の桃の花よりも色が濃
くこんもり咲く桃。見頃はサクラの開花時期とほ
ぼ同じで、一本の木や枝から赤、白、ピンクの花
が同時に咲く品種もあるのが特長です。
　「なぜ同じ枝から違う色の花が咲くのか、何回
見ても不思議でねぇ」と桜井さんは子どものよ

桜井指圧治療院 桜井 義道さん（知多半島はなももの会会長）

（プロフィール）
桜井　義道（さくらい　よしみち）
「はなももの里」として知られる長野県下伊那郡 阿智村出身。１９５１年生まれ。大府市中央町で桜井指圧治療院を
営んで３８年。地域活動にも積極的に参加し、大府コミュニティでは１０年間環境部会会長を務める。花まるＯＢＵプ
ロジェクト会長。知多半島はなももの会会長。

うに目を輝かせます。その美しさから、故郷・昼

神温泉郷のはなもも街道には、毎年、多くの観光

客が訪れるのだとか。

　桜井さんは１０年前、地元コミュニティが市の

モデル地区になったのを機に、観光資源が少な

い大府にハナモモをと活動に乗り出しました。

　つながりを育て、タネを育てて

　助成金等は活用するものの、桜井さん達の活

動はほぼ無償。その根底には「楽しんでやらん

と、いいアイデアも出てこん」という想いが溢れ

ています。

　持ち前の明るさと柔らかな物腰、何より、ハナ

モモへの愛情が人を呼び寄せ、花苗の生産者や

畑の提供者など、多くのつながりと協力を得て、

桃の実から採ったタネを育てて苗作りに成功し

ました。

　その後は、こちらの小学校に数本、あちらの中

学校にも数十本と、公共施設を中心に植樹を行

い、２０１４年、１５年あいち健康の森での「ウェル

ネスバレーフェスタ」では、希望者を募り約１００

本ずつ植樹。

　昨年の秋には、さらに３００本が植樹されました。

　「人づくり」も、キーワードは
　　　　　　　　　　　“接続可能”

　「想いに裏付けされた活動が、進化しながら無

理なく続く」それはまさに活動の理想。

例えば桜井さんのスタンスは、決して上から目

線ではなく皆に「やって、やって」とお願いする。

すると、各々が自主的にアイデアを持ち寄る。1

人では夢を実現できないとわかっているからこ

そ、理想の「人づくり」ができるのです。

　そしてその活動が市や県の目に留まり、今、大

きなステップへ。

　「植物を育てることは、ウェルネスバレーが掲

げる“持続可能”そのもの。さらに着地型観光の

具現化として、大府をハナモモの郷にすること

が楽しみです」と語る桜井さんの目には、桃源郷

の実現に向けてさらなるイメージが開花してい

ました。

あいち健康の森の植樹ではオーナー制度を採用。グングン育
つ苗木には名前入りのプレートが掲げられています。春には
早くも可憐な花を咲かせるのだとか。

二人三脚でタネを育ててきた花苗生産者・貝沼さんと。「土だ
けの小さなポットから芽が出た瞬間は、本当に嬉しいし愛おし
いんだよね」と息もピッタリです。

2015年6月取材を基に



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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シンセイ建設㈱ 大府市共和町５－５１　代表取締役：深谷 啓治 氏
（１） 子が小学校就学前まで、時間外労働・深夜業の制限制度利用の

実績がある。
（２） 就業時間の繰り上げ・繰り下げ制度の利用実績がある。
（３） 職場復帰後の支援制度（短時間勤務等）について、管理職や社員

への周知を実施している。
（４） 愛知県ファミリーフレンドリー企業に登録されている。

上記の事由により、大府市から子育てと仕事の両立支援に積極
的に取り組んでいることが評価されました。 ▲表彰状を受け取る深谷社長（中央）と

　表彰楯を手にする社員の深谷わか菜さん（左）
　右は久野市長　H28/3/18撮影

平成２7年度おおぶ子育てサポート優良事業者表彰
おめでとうございます！

４月１３日（日）まで
桃山公園（大府市桃山町四丁目202番地）
　ライトアップ　１９：００～２１：００　
石ヶ瀬川　(石ヶ瀬小学校南側～国道１５５号)
　ライトアップ　１８：００～２１：００

大府市観光協会（大府市役所商工労政課内）
電　話　０５６２－４７－２１１１

日 時
場 所

問合せ

　大府の桜の名所をご案内しますので、皆様、是非
お誘い合せのうえ、お出かけください。

【問合せ】
   大府商工会議所　電話：0562-47-5000

■住所 中央町3－43
　　　　荒木ビル１F
■電話  090-5637-8771
■営業  19:00～mid
■定休  火曜日
　　　 (お盆・お正月を除く)

ａｒｅａＲ
「本日のお通し」

美味しいまちのグルメ駅伝美味しいまちのグルメ駅伝

㈱和光
木村兼一郎さん
紹介ランナー

次回ランナーは、ａｒｅａＲの安井良さん

おおぶの

４月３０日（土）、５月１日（日）
９：３０～１５：３０（１日は１０：００～）
大倉公園･桃山公園
親と子の写生大会、ウォーク＆スタンプラリー
苗木無料配布、ふれあい餅つき、
各種サークル交流会、ふれあい動物園等々
大府市・大倉公園つつじまつり推進委員会
大府市 産業振興部 商工労政課
電話：０５６２－４７―２１１１

日 時

会 場
内 容

主 催
問合せ

：

：

：

：

：
：

：
：

～今年は１週間遅い開催です～ 第４０回大倉公園つつじまつり

さくらまつり

大府駅東口から徒歩2
分にある路地裏の隠れ
た酒ＢＡＲ。リーズナブル
な価格と元気なマス
ターと明るいスタッフに
向かい入れられ、アット
ホームでついつい長居
をしてしまいます!!

健康メニューついに販売開始！健康メニューついに販売開始！
　当所会報の平成２７年９月号（Ｎｏ.１６２）で、志のある商店が集まり、「健康都市大府」に相応しい健康
逸品開発を目指し、自主的に日々活動を行っている小集団「えみのわ」（大府を笑顔で溢れる街にしたい！）
を紹介しましたが、この度、開発商品の披露会が行われましたので、ご報告します。
［実施日時・参加店名「メニュー名」］
　平成２８年２月１５日（月） １４:００～１６:００ 東鮓共和店「大将のおまかせ握り健康食楽セット」
　平成２８年２月１６日（火） １４:００～１６:００ 四季ダイニング菜の葉「くちなし定食（健康定食）」
　平成２８年２月１８日（木） １４:００～１６:００ うどん・そば大島屋「減塩野菜あんかけ蕎麦とサラダ」
　平成２８年２月２２日（月） １５:００～１７:００ 炭火焼鳥どてん「どてん健康鶏づくし定食」
［特長］
　「食事制限のある人でも家族や友人と共に食事ができる」を
目的に開発が行われました。いずれのメニューも塩分やカロリー
を抑えていますが、楽しみながら、おいしく食べていただける
ことも目指しており、各店とも、店主の工夫が織り込まれた内
容になっています。いずれも、既に各店で販売されていますの
で、ご賞味ください。

［披露会］
　各店とも市民、関係者、マスコミなど約１５名の方を招待し、披露会を
行いました。すべての披露会に平成２６年から開発指導に当たられた至学
館大学栄養科学科の有沢文子教授とアシスタント役の学生に出席していた
だき、メニュー内容や開発の特長などの説明にご協力
いただくなど、産学連携の成果が感じられる披露会と
なりました。なお、この内容が、２月１８日（木）の中
日新聞朝刊で大きく掲載されました。大府商工会議所
としても、大府版健康グルメ開発のモデルケースとし
て側面支援していきます。皆さんで応援しましょう。

～健康グルメ開発活動の第２報～

▲参加者に挨拶する東鮓共和店の横井さん。
　奥は至学館大学の有沢教授
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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～　　　　　　　　　　　　　

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、前月と比べ悪化。産業別
にみると、小売業で改善、その他の４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。

●「マイナス金利の導入により、住宅ローンの
金利も下がりつつあるため、今後の住宅投資
の盛り上がりを期待したい」（製材業）、「自動
車メーカーの工場稼働停止に伴い、取引先
の関連企業が生産を中止。その影響から、自
社の売上も減少した」（安全保護具・機械工具
等卸売業）、「食料品や、バーゲン・物産展など
の催事が好調なものの、その他は苦戦が続
いている」（百貨店）、「原油安に伴い、ボイ
ラーなどに係る燃料費の減少が続いており、
収益改善に貢献している」（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、小売
業、サービス業で悪化、その他の３業種で改
善する見込み。

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  16年 先行き見通し
 9 月   10月 11月 12月 1月 2月 3月～5月 

業　　況 ▲ 14.9 ▲ 11.0 ▲ 10.5 ▲ 16.3 ▲ 13.7 ▲ 22.8 ▲21.3
       
売　　上 ▲ 6.3  5.5 ▲ 3.5 ▲ 6.0 ▲ 10.9 ▲ 11.1 ▲10.6

採　　算 ▲ 23.7 ▲ 9.3 ▲ 14.0 ▲ 13.9 ▲ 17.7 ▲ 28.3 ▲24.4
       
資金繰り ▲ 13.4 ▲5.1 ▲ 10.1 ▲ 10.4 ▲ 9.7 ▲ 10.2 ▲15.4
       
仕入単価 ▲ 35.5 ▲ 30.7 ▲ 32.1 ▲ 32.7 ▲ 19.0 ▲ 25.8 ▲24.2
       
従 業 員 17.7 22.0 19.9 16.3 19.7 16.1 16.7

平成 28年 2月調査結果

全産業ＤＩ（前年同月比）の推移
  

大府商工会議所・行政等からのお知らせ

事務局からお知らせ（人事異動）

事務局長　阿知波　修
　平成２５年４月より事務局長を務めさせてい
ただきましたが、この３月３１日を以って退任
いたしました。
　皆様のご支援に心より感謝申し上げ、ご挨拶
とさせていただきます。

　このたび、次のとおり、職員の人事異動を行いました。皆様のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申
し上げます。

退　職

事務局長

間瀬　計行

職　員

中小企業相談所
記帳指導員

榊原　真砂子

職　員

事務局次長

伊藤　昌彦

職　員

中小企業相談所長

加古　吉彦

職　員

　日本商工会議所は、組織強化に関し、顕著
な業績を挙げた商工会議所の表彰を行ってい
ます。この度、大府商工会議所は、組織強化
表彰の会員増強部門に新設された会員数増加
表彰をいただきました。
　去る３月１７日（木）、第１２３回通常会員総
会（於：帝国ホテル）において表彰式が行われ
ました。
　本表彰は、会員加入促進キャンペーンにおけ
る会員の皆様のご支援とご協力の賜物と深く感
謝申し上げます。
　今後も大府商工会議所一丸となって、組織
強化に努めてまいりますので、ご指導ご鞭撻の
ほど、宜しくお願い申し上げます。

組織強化表彰

　商工会議所は、商工会議所法第１０条により
会員、非会員を問わず、一定の規模以上の商
工業者について政令で定める事項を登録した
「商工業者法定台帳」を作成し、地域の商工業
の実態を把握することが義務づけられていま
す。各商工会議所では、ご登録いただいた事
業内容等は、皆様のお役に立つよう各種取引
の照会・斡旋などに活用しています。
　大府商工会議所は、既に３月３１日付で該当
すると思われる事業所宛に商工業者法定台帳
提出について依頼文書を郵送しています。内容
をご確認いただき、大府商工会議所宛にご送
付、もしくはお届けください
ますようお願い申し上げます。
　不明な点は、当所までお問
合せください。

特定商工業者
登録をお願いします

の
日本商工会議所より

されました

大府商工会議所
電話：0562－47－5000

平成28年3月9日現在
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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

会員加入目標数

180

平成28年3月末会員総数

1,707

平成27年度大府商工会議所

4～3月加入者数

目標達成まで

122

58

座間経営支援事務所

補助金が気になったら声をかけてください！    

代表　座間 裕史

　平成２７年１１月にオープン、お子様にも安心して召し上がっていただける、やさ
しい味のインド料理店です。
　当店のナンは、ベーキングパウダー、砂糖を使用せず、店内の手作りヨーグルト
の力でじっくり発酵させて焼き上げています。これは本場インドと同じこだわっ
た製法です。また、全ての料理に化学調味料を使用せず、現地直送のスパイスで
丁寧に手作りをしています。
　料理を楽しむと共に、店主が自ら半年間をかけ、こだわり創った店内も是非ご
覧下さい。皆様のご来店をお待ちしています。 

　基本的に返済の必要がない資金調達、「補助金」はご存知ですか。
補助金のことを知っているか知っていないか、その準備をするかしないかだけ
で、事業の成長スピードは大きく変わってきます。
　補助金の採択確率は 3 割から 4 割程度と言われています。本当に補助金を
いただいて良い事業者様の半分以上が涙をのんでいるのが現状です。ただ、専
門家が手伝うことでその確率を上げることは可能です。あなたのビジネスを加
速する補助金についてのお手伝い、誠心誠意させていただきます！
   

手作りへのこだわり！やさしいインド料理店！！    

●住所／大府市半月町 2-14 門脇ビル 1F        
●TEL／ 0562-85-7745
●定休日／年中無休
●駐車場／店舗前４台、店舗裏２台          

●住所／大府市横根町羽根山 53-6           
●ホームページ／ http://zama.help    

インディアン･キッチン･ディープティ
オーナー　カレル･ティルタ・ナター

大府商工会議所ホームページ　http://www.obu-cci.or.jp/
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大府商工会議所は、コストとＣＯ２削減につながる
省エネ・節電を推進しています！

大府ブランドを世界に！
▲現地診断

▲事前チェックシートで検討


