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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

会員加入数

平成28年4月末会員総数

1,712

平成28年度大府商工会議所

4月加入者数

17

スイムクラブ大府

プールの香り、覚えていますか？    

専務　加藤　千豊

２０１６年４月オープン ！
　大府市のハウスクリーニングなら「おそうじ本舗大府中央店」
　おそうじ本舗大府中央店の吉原と申します。おそうじ本舗では
クリーニングサービスを通して、「感動」と「満足」を理念に、地域の
皆様に喜んで頂けるサービスをご提供していきたいと思います。
　店舗・オフィス・商業施設の清掃も承っております。どんな些細
な事でも構いませんので、まずはお気軽にお電話ください。

　水の中で目を開けることへの勇気、深いプールでつま先立ちしていた頃のドキドキ
感、水中に浮かぶ独特の感覚。大人になった今、あの頃の体験は「未知の世界へ飛び込
む心構え」に育っているのではないでしょうか。
　この地で３０年目。数多くの子供達がビート板から手を離し、巣立って行きました。
　本年２月より会員システムを導入し、入館通知や振替、バスの到着メール等、保護者
様の利便性もアップ。
　泳力だけでなく生きる力を育む場として、スタッフ一同指導に臨みますので、宜しく
お願いします。

ハウスクリーニングの全国チェーン　    

●住所／大府市月見町三丁目９５番地          
●TEL／ 0562-47-6644
         

●住所／大府市江端町５－１２７
●TEL／ ０５６２－４７－８８８７
●定休日／日曜日、他当クラブカレンダーによる
　　　　　→http://sc-obu.com/schedule    

有限会社シナジー
おそうじ本舗大府中央店
店長　吉原　敦也

大府商工会議所ホームページ　http://www.obu-cci.or.jp/
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平成２８年３月末、大府市の人口が ９万人 を突破。「人」は地域の財産です。
大府商工会議所は、大府市と共にこれからも豊かなまちづくりに貢献します。

大府ブランドを世界に！



平成２８年４月１３日（水）、大府市長に岡村秀人氏が就任されました。今後も大
府商工会議所は、大府市と緊密に連携し、地域の商工業の発展を図るととも
に魅力ある地域づくり（１． 住んでみたいまち、２． 域外から訪れてみたいまち、
３． 自慢できるものがあるまち、４． 生き生きとして楽しく暮らせるまち、５． 健康で
健やかに過ごせるまち）を目指して参ります。

今月の表紙／大府商工会議所の木村勝昭会頭（左）と大府市の岡村秀人市長（右）

岡村市長と久野前市長を囲んで（H28.4.14）
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３月３０日（水）　於：当所３階大ホール　 時：1３：３0～15：００

　議員本人出席３７名、委任状出席５８名、計９５名の出
席のもと、大府商工会議所第２８回通常議員総会が開催
され、上程された６議案の審議を行った結果、全て原案
通り可決されました。
議案第１号　
常議員の補欠選任（案）について
　常議員に欠員が生じたため、次の者を選任すること
が提案されました。

議案第２号
平成２８年度事業計画（案）について
　平成２８年度に向けた基本方針と４つ重点事業【中
小企業・小規模事業者の強化】【地域活性化】【特別
プロジェクト】【組織運営基盤の強化】の説明を行な
いました。

【中小企業・小規模事業者の強化】
経営発達支援計画の推進
　「経営発達支援計画」（東浦町商工会と共同策定）
に基づく小規模事業者への支援に向け愛知県始め関
係機関と連携した積極的な取り組みを行う。

１．人づくり（①新「社会人学舎」の継続開催　②会
員事業所の基盤整備のための「橋本実践塾」（職場
の改善）の継続開催　③会員間のネットワークづくりと
商工会議所活用方法の周知に向けた新規会員交流会
の継続開催　④今後の経営の羅針盤となる各種セミ
ナー等の連携開催）

２．ものづくり（①国・県が進める生活支援ロボット開発
事業との連携　②国等の補助金制度の情報発信と採
択支援）

３．環境保全の推進〔環境行動計画の実施深化〕（①「環
境行動計画」事業活動の展開と省エネ補助金の活用
支援）

４．ＩＴ化の推進（①会員事業所紹介ポータルサイト（まっ
ちふる大府 )の活用促進に向けた掲載情報の充実　②
会議所ホームページの更なる内容充実と Facebook
ページの開設）

【地域活性化】
１．まちづくり〔地域おこし（①交流人口の増加、地域・
商店街の活性化のための観光協議会の設置　②観光
資源の発掘と磨き上げによる着地型観光のコース作成
③観光資源としての大府花いっぱい運動の推進　④大
府の誇り創出事業の推進「ふるさとガイドおおぶ」への
支援）

【特別プロジェクト】
１．ウェルネスバレー構想の実現に向けた取り組み（①
｢ウェルネスバレーブランド｣の展開支援とブランドの創出
②｢ウェルネスバレーフェスタ｣の継続開催）

【組織運営基盤の強化】
（①商工業活性化ビジョン第３期短期行動計画（２０１６
～１８年）の初年度展開　②会議所を支える人づくり「人
材発掘会議」の創設　③｢大府商工会議所のご案内｣
を活用し、役職員一丸となった会員推進キャンペーンの
継続実施　④マスメディアへの会議所活動の情報発信
力の強化）
議案第３号
平成２８年度一般会計収支予算書（案）
同　中小企業相談所特別会計収支予算書 (案 )
同　共済事業特別会計収支予算書（案）
同　労働保険事務組合一般会計収支予算書（案）
同　労働保険事務組合労働保険料特別会計収支予算
書（案）

同　財政調整資金積立金特別会計収支予算書（案）
同　会館積立金特別会計収支予算書（案）
同　退職給与資金積立金特別会計収支予算書（案）
同　特定退職金共済事業特別会計収支予算書（案）
同  街路灯特別会計収支予算書（案）

について
　各会計の内容について説明を行いました。
議案第４号
労働保険事務組合事務処理規約（案）について
議案第５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
議案第６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
　議案第４号～第６号ついては、マイナンバー制度に対応
するための議案であるため一括して説明を行ないました。

第２８回通常議員総会 ～平成２８年度事業計画書（案）
並びに収支予算書（案）等を可決～

常議員
西巻 知之

㈱豊田自動織機 共和工場
安全・総務部部長

【交代理由】
　前任者野々垣一氏の
人事異動による交代

〔 〕

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

5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7

5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13 5/14

5/15 5/16 5/17 5/18 5/19 5/20 5/21

5/22 5/23 5/24 5/25 5/26 5/27 5/28

5/29 5/30 5/31 6/1 6/2 6/3 6/4

CONTENTS 目次

3 第２８回通常議員総会

4 - 6 会議所だより
健康経営講演会
石ヶ瀬川ライトアップ夜桜
第７回おおぶ菜の花まつり
住宅修繕相談事業専門部会第 14 回総会

「橋本実践塾」第５ステージの活動報告

7 青年部第１４回通常会員総会

8 - 9 まっちふる大府
手渡すのはバルーンと笑顔。それが私のクラウン流儀！

10 - 11 消費税の経理処理や申告方法が変わります

12 平成 27 年度「大府プレミアム商品券」報告    

May 5 月

13 講習会・イベントのご案内
滝谷経営塾　〜見えない問題解決法〜

14 大府商工会議所・行政等からのお願い
おおぶ一生元気ポイント2016
伊勢志摩サミットの成功へ！
平成28年経済センサス・活動調査を実施します
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
㈲シナジー　おそうじ本舗大府中央店
スイムクラブ大府　
会員加入促進キャンペーンご協力を

大倉公園つつじまつり
10：00 〜15：30
第 3 回大府マルシェ
楽市・楽座
10：00 〜16：00

正副会頭会議
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住宅修繕相談
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情報物流サービス業
部会役員会
11：00 〜12：00

会員組織委員会
10：00 〜11：30

法人会支部総会
16：30 〜17：30

女性会通常総会
10：30 〜13：00
金融相談
10：00 〜12：00

青年部会長会議
19：00 〜 22：00

フェスタ実行委員会
15：00 〜17：00

住宅修繕相談
13：00 〜16：00

橋本実践塾総括発表会
10：00〜12：00

優良従業員表彰
10：30 〜11：30
f-Biz 講演会
13：00 〜14：30
第 29 回通常議員総会
14：45 〜16：30

地域開発委員会
15：00 〜17：00

橋本実践塾開講式
13：00 〜15：00
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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

健康経営講演会「健康経営の取組み」
３月３０日（水） 於：当所３階大ホール
　　　　　　　　　　　　　時：１５:２５～１６:２５
　健康経営とは、
健康情報の提供
や健康投資によ
り、従業員の生産
性低下を防ぎ、医
療費を抑えて、収
益性向上を目指
す取組みです。
　企業は、従業員
の健康に関して、様々な負担をしています。医療費
（健康保険料）や傷病手当、労災保険料はもちろんで
すが、体調不良による欠勤や休職による生産性の低
下は、間接的に健康に対する費用を負担しているこ
とになります。そのため、企業は健康経営を経営課
題として捉え、積極的に取組む必要があります。職場
での健康診断、検診結果の活用、環境づくり（例：朝
礼や点呼時に血圧や体重を測定）、食（例：自販機に
お茶や水を設置）、運動（例：始業前に全員で体操）、
禁煙（分煙）、心の健康（例：質の高い睡眠）等々、でき
ることから始めましょう。理想を高く掲げ過ぎると実
践が伴わないことが多いのが現実です。
　また、事業承継等、将来のことに関して対策を講じ
ている（将来に不安がない=心の健康を保てる）企
業ほど収益性が高いという統計もあります。是非、こ
の機会に「健康経営」に取組むことをお勧めします。

大府商工会議所吉森支部
石ヶ瀬川ライトアップ夜桜
３月１９日（土）～４月１３日（水）         於：石ヶ瀬川沿い 
　　　　　　　　　　　　  時：１８:００～２１:００
　当所吉森支部
が、一昨年より実
施しているライト
アップ夜桜は、地
域の皆様のご寄
付やご協力によ
り、無事終了しま
した。
　４月２日（土）には、約１５０基のぼんぼりとともに、市
民の皆様と一緒に制作した竹灯篭を並べ、一斉に点
灯しました。親子で作った自作の竹灯篭に灯をとも
し、家族で記念撮影する姿は、大変微笑ましい光景
でした。個性豊かな竹灯篭は、道行く人の関心を集
め、四方から眺めたり、撮影したり、大変な人気振り
でした。

　同日夕方５時からは、
大府東高等学校の生徒
さんに協力してもらい、
夜桜を楽しむ方々に
コーヒーと甘酒を振舞
いました。地元の歌手

によるミニライブも点灯式に花を添え、楽しい一夜
になりました。
　協賛していただいた企業の皆様に感謝申し上げ
ます。

▲講師の笠原芳紀氏（アクサ生命保険㈱
　健康経営推進室長）

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

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）

ＮＰＯ法人東知多菜の花プロジェクト主催

大府商工会議所商業部会
｢健幸の黄色い花プロジェクト｣共催
第７回おおぶ菜の花まつり
４月３日（日） 於：げんきの郷（芝生広場）
　　　　　　　　　　　時：９：３０～１４：３０

　平成２２年から、菜
の花を主役に「おおぶ
菜の花まつり」が開催
されています。大府商
工会議所は、大府の観
光資源充実の一環と
して、平成２５年から共

催しています。
　開催当日は、晴天に恵まれ、和太鼓のオープニン
グセレモニーを皮切りに、開会式、ステージイベント
が華々しく催されまし
た。
　「菜の花畑めぐり＆
菜の花ウォーキング」
も始まり、４ケ所の菜
の花畑を巡るスタン
プラリーで３ケ所スタ
ンプを押した参加者には、温かいお味噌汁が振舞わ
れました。
　全長６,０００ｍのウォーキングコースは、健脚自慢
の方には最適なコースです。来年も「おおぶ菜の花
まつり」への皆様の参加をお待ちしています。

建設業部会
住宅修繕相談事業専門部会 第１４回総会
４月１３日（水）          　　　　　　　　於：当所２階会議室 
　　　　　　　　　　　　  時：１９:００～２０:００
　事業報告並び
に事業計画など
上程された全て
の議案が可決さ
れました。また、
任期満了に伴う
役員改選により
新役員が選出され、メンバー全員が心新たに新年度
のスタートを迎えました。

住宅修繕相談事業とは、
毎月第２・第４水曜日午後１時～４時、大府商工会議
所にて、当所建設業部会会員で、増改築相談員の
資格を持ったメンバーが、住宅とその屋敷回りの
修理や増改築について無料で相談に応じる事業
です。

▲開会式で挨拶する井上専務理事

▲地元コーラスグループによる合唱披露

平成２7年度住宅修繕相談事業実施状況

相談回数２３回　相談件数38件

住宅修繕相談事業専門部会新役員

部　会　長　浜島　秀男　浜島業務店

副部会長　山本　康仁　山本建築

会　　計　新美　和広　新美左官

相　談　役　中村　文生　大賢建築

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

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
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㈱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。

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
相続、不動産、建築、企業法務、交通事故、

労災事故、破産、離婚、刑事など

刈谷駅南口よりすぐ 岡崎駅東口より徒歩　分

会議所だより

　平成２７年度事業報告書並びに収支決算書、平成２
８度事業計画書並びに収支予算書など全ての議案が
可決されました。次いで任期満了に伴う役員選任で、
日高淳会長始め２４名の役員が選任されました。
新役員は以下のとおりです。
　新役員は以下のとおりです。

会　　長 日高　淳 日多加テクノサービス㈲

直前会長 牧之瀬昭 ㈱共和カメラ

副 会 長 間瀬健一 センスイ設備㈱
 島岡亮司 島岡製作所
 首藤亮太 ㈱首藤鉄工所
 山本　修 ㈲共和金型

理　  事 太田和利 司法書士おおた事務所
 座間裕史 座間経営支援事務所
 可部幸一 可部建築
 青山　功 ㈲青山木型製作所　

 深見貴英 ㈱足軽家
 前原健太郎 ㈱マエハラ通工
 近藤匡則 ㈱ＯＮＳコンドー
 大島将平 フジモールド
 相田　洋 スターインターナショナル
 奥田知史 （特非）ROOTS
 石野真寿 ㈱石野工務店
 橋本　亮 鐵建
 山岡　貴 ㈲朝妻製作所
 吉原　勲 ㈲シナジー
 赤田豊和 ㈱エグゼ
 小山祐一郎 ㈱サンケイハウジング

監　 事 塚本信幸 塚本石工業
 伊藤　誠 ㈱伊藤プラスチック工業

　また、木村会頭より、今回定年を迎え青年部を卒
部される方々に、感謝状と記念品が贈呈されました。

平成２７年度青年部卒部者（敬称略）
 小島由和 ㈱小島水道工業所
 山口昌和 大府精巧㈲
 花井健治 ㈲花建建装
 平岩幹広 ㈱プエオ
 山口正人 昭栄堂カメラ店
 伴    誠 ㈱誠産業／㈱BMアメニティ
 早川  仁 早川仁税理士事務所
 山口恵子 アンズデザイン
 大和田宏之 大府造園土木㈲
 早川達也 ㈱早川建築
 楠本和幸 ㈲ナゴヤステン研磨

平成28年度会長に日高 淳氏青年部第14回通常会員総会
チェンジ＆チャレンジ！ ～全員参加で新たな挑戦～

日時：４月20日（水）１７：００～１８：1０　　於：当所３階大ホール

▲挨拶する会長の日高 淳氏

同
　「橋本実践塾」第５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。

　橋本実践塾は、５月の総括発表会をもって第８期の活動を終了します。２８年度についても６月から２グルー
プ１０名で第９期生の活動を行っていく予定です。

「橋本実践塾」第５ステージの活動報告

第１グループ「カイゼン隊」の活動
　㈱げんきの郷にて４回の改善活動を実施し、３
月２９日に成果発表会を行いました。

◎塾生より多くの改善提案
を提出。社内で実施につ
いて検討され、優先順位
の高い改善から実施し
た。

◎店内の案内看板につい
てより見やすい白字に黒
背景の看板へ変更した。

　その他、店内POPやカー
トについてもお客様が便
利になるような改善を実
施した。

▲発表者は井村聡志さん（げんきの郷）

今回の活動成果

◎材料置場や工場外の物
置の整理整頓を行い、品
番を明示することで、取
り出し時間の短縮につな
がった。

　また、重い材料などはエ
レベータ近くに配置する
などの工夫も行い、作業
者の負担軽減につながっ
た。

▲発表者は原口智裕さん（青山木型製作所）

今回の活動成果

第２グループ「SSKⅡ」の活動
　㈲青山木型製作所にて４回の改善活動を実施
し、４月５日に成果発表会を行いました。
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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/

手渡すのはバルーンと笑顔。それが私のクラウン流儀！

　メイクの下は、共和病院の
　　　　　　　　　　看護部長さん！

　一言でクラウンと言っても、そのスタイルは人
それぞれ。マジック、ジャグリング、トークの有無
など流儀はその人次第です。

　チョクさんが得意とするのは、一人ひとりにバ
ルーンを手渡しながら会話を楽しむスタイル。
「技術的にもまだまだですし、喋っている方が性
に合っているので」と謙遜されますが、軽快な
トークと笑顔は天性ものです。

クラウンチョク　松下　直美さん（共和病院　副院長/看護部長）

（プロフィール）
松下　直美（まつした　なおみ）
岡崎市出身。１９６４年生まれ。「笑顔お届け係 クラウン チョク」として４～５年前から地元を中心に活躍（ちなみに
「チョク」は本名「直美」の “直” から命名）。一方で、本業でもある看護師としては、特定医療法人共和会 共和病
院の副院長、看護部長を務める。

　普段は意外にも!？バリバリの看護部長でもあ
るチョクさん。一見接点がなさそうな「看護師と
クラウン」ですが、実は「心のケア」の役割も果た
すクラウンは病院には馴染み深い存在。
　とはいえ、自分自身が、というきっかけは３年
前、チェルノブイリの子ども病院を訪れた時でし
た。

　“自分だからできるクラウン”を
　　　　　　　　　　　　　追求。

　「病院の子ども達の為に、簡単なバルーンがで
きればと思ったのが最初です」と語るチョクさ
ん。その根底には、大府のパフォーマー・タップリ
ンさんをはじめとする先輩方が、人々を笑顔に
する姿がありました。
　それからは、地元の為にと、お祭りなどで腕に
磨きをかけていきます。
　また、病院訪問の際は、急遽ドクターにクラウ
ンメイクを施して簡単なマジックを伝授。普段見
慣れたドクターの変身姿に患者さん達も大ウケ
なのだとか。引き立て役として場を盛り上げる
チョクさんですが、その匙加減は看護師として
の経験と人柄のなせる技。尊敬する先輩達の背
中を見つつ「自分が目指すクラウン」を模索し、
独自の道を進んでいるのです。

　家族と病院に支えられて、
　　　　　　　　ふくらむ夢とは？

　そんなクラウン活動も昨年から依頼が急増そ
の分、休みもありませんが、送迎担当のご主人
や、２０代のお子さん二人の応援もあって、忙しく
ても何のその。また、理解ある上司や同僚に恵ま
れ、職場も全面協力体勢です。
　そんな中で、最近、改めて自分の役割につい
て気付かされると話すチョクさん。
　「患者さんやそのご家族、スタッフと地域の方
をつなぐ役割もできればいいですね」精神医療
に力を入れる共和病院にとって、患者さんの社
会復帰は重要な課題。
　弱い立場の方や、一歩を踏み出せない方にも
寄り添い、言葉を交わすことで笑顔になれる、そ
んなクラウンでいたいと、チョクさんの想いはバ
ルーンよりも大きくふくらみます。

（2015年9月取材）

愛情と愛嬌あふれるトークとともにバルーンをプレゼント。
「ねぇねぇ、私のこと覚えてる?」と近寄ってくる子ども達も続
出です。

大府のゆるキャラとステージ上で共演。

　赤鼻にド派手ないでたち、そして人懐っこい笑顔。

　「共和の金ちゃん朝市」や地域のお祭り、「ウェルネスバレーフェスタ」など最近、大府でその姿をよく目に

するピエロ姿のクラウン チョクこと松下直美さん（以下、チョクさん）。

出会う人みんなを幸せにするパフォーマンスと、謎に包まれたその素顔を、徹底解明してきました。

こちらが素顔の松下さん。人懐っこさと軽快なトークはチョク
さんの時と同じです。クラウン時にいつも身に着けているオ
リジナルのカズー笛は、ご家族の手づくりなのだとか。
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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！

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。

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

滝谷敬一郎 氏（滝谷国際経営事務所 所長）東北大学卒業､専門は経営の意思決定論
会員無料 (非会員　２０,０００円 )
※使用テキスト「見えない問題解決法」（日本経済新聞出版社刊）６９１円（税込）は各自負担。
大府商工会議所　３階　大ホール　

講 師
参加費

会 場
日 程

大府商工会議所　小久保・梶浦　電話：０５６２－４７－５０００問合せ及び申込み：

　全ての業種の経営者、後継者、幹部社員を対象に、ドラッカーの「経営の実学」で、経営とは何か、
また、講師の著書「見えない問題解決法」を使って、解決までのプロセスを学びます。

新社会人学舎
たきたに

～見えない問題解決法～ 受講生募集

：
：

：

滝谷経営塾　今回のプレミアム付商品券発行事業は、国の地方創生事業の一環として、市内
の消費拡大を促し、地域経済の活性化を図ることを目的に、国、愛知県の補助金
を活用して実施、２０％のプレミアムをつけ、２億４千万円を販売しました。

【換金率】商品券は、９９.８％が使用され、使用先は、大型店４１.２％、小規模店、５８.８％で、業種的には、
住宅関連１６.６％、ライフ（車関連等）１６.７％が高い割合を示し、高額商品の購入に使用されたこと
が推測されます。なお、参加店における商品券の使用状況は、３３２店舗中２７７店舗（８３.４％）でした。（１
回目７３.７％、２回目９０.２％）

平成27年度
「大府プレミアム商品券」報告

　　事業概要
発 行 総 額
商 品 券 額 面
購 入 限 度
販 売 方 法
商品券有効期間
換  金  期  間

２億４,０００万円（プレミアム４,０００万円）
１冊１２,０００円（販売価格１冊１０,０００円）
１名１０冊まで、１世帯５０冊まで（購入者は１５歳以上に限る）
インターネット予約（１万冊）と大府市内郵便局にて直接販売（１万冊）
平成２７年１０月１日　～　平成２８年１月３１日（４ヶ月間）
平成２７年１０月８日　～　平成２８年２月１０日

【満足度】  参加事業所における満足度は、「満足・どちらかといえば満足」５５.４％、( 前回６５.７％)
で前回から１０.３％ダウンしているのに対し、事業の必要性では、「高い・どちらかとい
えば高い」６６.１％( 前回の６３.８％)と若干ですが、前回から２.３％アップしました。

【反省点】  購入限度額を５０万円としたこと、また、全国的に広く実施されたことから、認知度及
び関心度ともに高く、結果的に購入出来ない方々を多く生む結果となり、多くの苦情を
頂くこととなりました。
次回の事業実施においては、アンケート結果等も踏まえ、多くの方に行き渡るよう、購
入限度額を見直す必要があると考えます。また、販売方法も深夜から並ぶ直接販売を
見直し、安全面等を考慮し、ネット販売及びハガキでの申込とすることを検討する必要
があります。

業種別換金内訳
（平成 21 年～平成 27 年）

大府活性化商品券
（平成 21 年）

大府プレミアム商品券
（平成 24 年）

大府プレミアム付商品券
（平成 27 年）

　　参加店数　　　285 店舗 　　参加店数　　　205 店舗 　　参加店数　　　332 店舗

全店共通 1,000 円× 11 枚 小規模店　 1,000 円× 6 枚
共通券  　 1,000 円× 5 枚

小規模店  　500 円× 6 枚
共通券  　1,000 円× 9 枚

業　　　種
（チラシ分類別） 商品券換金額 使用割合

（％） 商品券換金額 使用割合
（％） 商品券換金額 使用割合

（％）
グルメ ･ フード 飲食店 ¥5,853,000 5.3% ¥24,148,000 22.2% ¥13,560,500 5.6%

小売店 ¥4,350,000 4.0% ¥18,253,000 16.7% ¥12,624,500 5.3%
　　　　　　　　小計 ¥10,203,000 －　 ¥42,401,000 －　 ¥26,185,000 －　
理美容 ・健康 ¥3,481,000 3.2% ¥4,760,000 4.4% ¥13,958,500 5.8%
ファッション ¥2,601,000 2.4% ¥10,101,000 9.3% ¥13,355,500 5.6%
ライフ ¥5,224,000 4.8% ¥14,695,000 13.5% ¥40,099,000 16.7%
住宅 ¥1,245,000 1.0% ¥10,660,000 9.8% ¥39,673,500 16.6%
サービス ¥389,000 0.4% ¥2,523,000 2.2% ¥7,568,000 3.2%
大・中規模 ¥86,510,000 78.9% ¥23,872,000 21.9% ¥98,763,000 41.2%
合計 ¥109,653,000 100.0% ¥109,012,000 100.0% ¥239,602,500 100.0%

換金率 99.7% 99.1% 99.8%
商品券未使用額 ¥347,000 0.3% ¥988,000 0.9% ¥397,500 0.2%

第１回 一般
講演 講話「これからの経営」－日本経済の変調と地域経済の活性化　 ５／１０（火）

13:15 〜 14:30

第２回

チ
ー
ム
別
演
習

経営とは何か：シアーズの事例研究に学ぶ ７／７（木）
15:00 〜 17:15なぜ目標を達成できないのか、現状を認識する、問題を明確にする

第３回
事業とは何か：事業の目的、企業家の役割、わが社のあるべき事業、顧客は誰か、
価格とは何か  ８／４（木）

15:00 〜 17:15
目標を達成する、課題を生成する

第４回
管理者はいかにあるべきか：フォードの事例研究に学ぶ、管理者の仕事とは何か ９／８（木）

15:00 〜 17:15ブランクチャートを作成する、情報を収集し分析する

第５回
組織と従業員のあり方：IBMの事例研究に学ぶ、仕事の最大化方針、動機づけ １０／ ６（木）

15:00 〜 17:15戦略的ステートメントを作成する、目標を検証する、リスク対策を行う

第６回

意思決定とは何か：問題解決との違い、戦略的な意思決定、経営の責任
１１／１０（木）
15:00 〜 17:15計画を作成する、指標を作成する、目標達成度を測定する、成功・失敗の原因分

析をして初めに戻る

第７回
チーム別演習総括・成果発表会・修了式 １２／ ８（火）

15:00 〜 18:20
懇親会 18:30 〜 19:00

※チーム別演習のテーマは、「新たな市場を開拓したい」「独創的な商品を開発したい」「大府ブランドを確立したい」等、各
チームが自主的に決定
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【問合せ】
   大府商工会議所　電話：0562-47-5000

■住所 江端町5-167
■電話  0562-44-8662
■営業  AM11:00-PM2:00
　　　PM5：00-AM12:00
　　　（金・土はAM2：00まで）
■定休  無休

海香館　駅西店
「餃　子」

美味しいまちのグルメ駅伝美味しいまちのグルメ駅伝

areaR
安井　良さん
紹介ランナー

海香館
田中聖一さん
店長

次回ランナーは、海香館の田中聖一さん

やっぱり海香館とい
えば、餃子です。
食べた後で臭うイ
メージの餃子ですが、
店長の試行錯誤で女
性も安心、満足の一
品です。
一度、ご賞味下さい。

■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1.30％
　　　　　　設備資金　１０年以内（うち据置期間２年以内）　年1.30％
■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、前月と比べ改善。産業別
にみると、卸売業、小売業で悪化、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。

●「店舗や工場の新設工事などにより業況は好
調だが、人手不足が深刻。新卒・中途とも採用
募集をしているが、応募が少ない」（一般工事
業）、「燃料価格の下落に伴い、経費削減が進
む一方、取引先からは、その分の値下げを求
められている」（土石製品製造業）、「全社員
を対象とする賃上げを行う余裕はないが、人
材定着を図るため、若手に絞って、手当の拡
充などを行いたい」（食料品卸売業）、「鋼材
をはじめ自動車関連の部品・資材の荷動きが
堅調であり、当面は売上増を見込んでいる」
（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、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。

14/3 5 7 9 11 15/1 3 5 7 9 11 16/1 3

20

10

0

-10

-20

-30

-40

-50

-60

東海 全国

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
   10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月～6月 

業　　況 ▲ 11.0 ▲ 10.5 ▲ 16.3 ▲ 13.7 ▲ 22.8 ▲18.0 ▲22.0
       
売　　上  5.5 ▲ 3.5 ▲ 6.0 ▲ 10.9 ▲ 11.1 ▲4.5 ▲16.9

採　　算 ▲ 9.3 ▲ 14.0 ▲ 13.9 ▲ 17.7 ▲ 28.3 ▲17.5 ▲19.3
       
資金繰り ▲5.1 ▲ 10.1 ▲ 10.4 ▲ 9.7 ▲ 10.2 ▲7.4 ▲11.4
       
仕入単価 ▲ 30.7 ▲ 32.1 ▲ 32.7 ▲ 19.0 ▲ 25.8 ▲21.7 ▲21.7
       
従 業 員 22.0 19.9 16.3 19.7 16.1 18.1 14.7

平成 28年 3月調査結果

全産業ＤＩ（前年同月比）の推移
  

大府商工会議所・行政等からのお願い

おおぶ一生元気ポイント２０１６
大府市からのお願い

伊勢志摩サミットの成功へ！
愛知県警察からのお願い

～テロを防ぐあなたの協力～
　指定された健康づくりにつながる事業に参加
した市民に、ポイントを付与する取り組みです。
ついては、市民へのポイント還元にご協力いた
だける企業・団体を募集します。ご協力いただ
きたいことは･･･
　①ポイントを貴社の買物ポイントや割引、サービス
等に交換【8/31締切】

②ご協賛金　（１口１,０００円より）【9/30 締切】
　ポイント抽選会（1/29）の景品の原資にします。

③自社商品・サービスのご提供【10/31締切】
　ポイント抽選会（1/29）の景品にします。

　詳しくは、大府市HPをご覧下さい。
　【問合せ】大府市役所 健康都市推進室
          　　　電話 :０５６２－４５－６２２６

　総務省・経済産業省では、６月１日を調査期日として「平成２８年経済センサス - 活
動調査」を実施します。
　全国すべての事業所と企業を対象に調査を行うことで、日本の経済の「いま」を知る

ことができ、調査の結果は大切な資料として、地域の産業振興・商店街活性化の施策や、あなたの暮ら
しと日本のこれからのために役立てられます。
　この調査は統計法に基づいて実施される国の重要な調査で、提出された調査票は、統計上の目的以外
に使用されることはありません。
　５月中旬から「調査員証」と、「腕章」を携行した調査員が調査のお願いに伺います。

　　　　　　　【問合せ】大府市役所 総務課 庶務統計係　電話 :０５６２－４５－６２７１

　　□見知らぬ人がウロウロ･･･
　　□変な荷物を持っている･･･
　　□上着が異様に膨らんでいる･･･
　　□身を寄せてヒソヒソ話･･･
　　□不振な車・船が出没･･･
　　　･･･おかしいな？と思ったら通報を！

交通規制にもご協力ください
愛知から三重へ  ―  三重から愛知へ
伊勢志摩サミット（５月２６日・２７日）
自動車の利用はお控えください

詳細はホームページで　  愛知県警察　 検索    

平成２８年経済センサス‐活動調査を実施します
　　　　　　　あなたの調査で日本経済の「いま」を明らかに！

平成28年4月13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

会員加入数

平成28年4月末会員総数

1,712

平成28年度大府商工会議所

4月加入者数

17

スイムクラブ大府

プールの香り、覚えていますか？    

専務　加藤　千豊

２０１６年４月オープン ！
　大府市のハウスクリーニングなら「おそうじ本舗大府中央店」
　おそうじ本舗大府中央店の吉原と申します。おそうじ本舗では
クリーニングサービスを通して、「感動」と「満足」を理念に、地域の
皆様に喜んで頂けるサービスをご提供していきたいと思います。
　店舗・オフィス・商業施設の清掃も承っております。どんな些細
な事でも構いませんので、まずはお気軽にお電話ください。

　水の中で目を開けることへの勇気、深いプールでつま先立ちしていた頃のドキドキ
感、水中に浮かぶ独特の感覚。大人になった今、あの頃の体験は「未知の世界へ飛び込
む心構え」に育っているのではないでしょうか。
　この地で３０年目。数多くの子供達がビート板から手を離し、巣立って行きました。
　本年２月より会員システムを導入し、入館通知や振替、バスの到着メール等、保護者
様の利便性もアップ。
　泳力だけでなく生きる力を育む場として、スタッフ一同指導に臨みますので、宜しく
お願いします。

ハウスクリーニングの全国チェーン　    

●住所／大府市月見町三丁目９５番地          
●TEL／ 0562-47-6644
         

●住所／大府市江端町５－１２７
●TEL／ ０５６２－４７－８８８７
●定休日／日曜日、他当クラブカレンダーによる
　　　　　→http://sc-obu.com/schedule    

有限会社シナジー
おそうじ本舗大府中央店
店長　吉原　敦也

大府商工会議所ホームページ　http://www.obu-cci.or.jp/
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平成２８年３月末、大府市の人口が ９万人 を突破。「人」は地域の財産です。
大府商工会議所は、大府市と共にこれからも豊かなまちづくりに貢献します。

大府ブランドを世界に！


