
会
員
の
広
場

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

160

平成28年5月末会員総数

1,717

平成28年度大府商工会議所

4～5月加入者数

目標達成まで

23

137

　当店 cocora は、お客様によりリラックスしていただける癒しの空間を目指し完全個
室の美容室として２０１４年１月オープンしました。ヘアーだけでなく、着付け、エステ、メ
イク、ネイル、アイラッシュもございます。個室で、お一人様はもちろん、お友達同士、ご
夫婦、お子様連れのお客様にはキッズルームやベビーベッドもご用意しております。車
いすやベビーカーも、バリアフリーなので安心してご来店頂けます。ご予約はお電話の
他にホームページ、メールや、ＬＩＮＥでも可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。

完全個室のトータルビューティー美容室です

●住所／大府市吉川町 1丁目１６７－１
●TEL／０５６２－５１－１１２０
●定休日／日・月
●営業時間／９：００～１８：００
●ホームページ／ http://cocorahair.com

cocora

オーナー　小林　厚子

エーエスケアサービス株式会社
介護付き有料老人ホーム　さふらん大府

新しいライフスタイルがさふらん大府で待っています    

代表取締役　早川　佳人

　入居者様やご家族そして働く従業員など全ての人に幸せになってもらうこと、感動
してもらうこと、そしてその輪を広げることをモットーに、質の高いサービスの提供を
行い、温かい雰囲気の中で、楽しく暮らしていただけるホームを目指します。 
   

●住所／大府市吉田町半ノ木１番  
●TEL／ ０５６２－４５－５９１０
●ホームページ／
　http://www.safran-as.com/    

大府商工会議所ホームページ　http://www.obu-cci.or.jp/
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大府ブランドを世界に！
おまかせ握り健康食楽セット くちなし定食 健康鶏づくし定食 野菜たっぷりあんかけうどん



代表者：東鮓共和店　横井充成
問合せ：obu＿eminowa＠yahoo.co.jp
「大府市を盛り上げたい」という思いから、市内商店主らが集まり結成された
グループです。おおぶ健康美食レストランの提供の他、地域交流会の開催や鞍
流瀬川の清掃活動等、「大府の良さ」を知ってもらおうと日々活動しています。

今月の表紙／えみのわの皆さん（平成 28年 5月 5日撮影）

「おおぶ健康美食レストランメニュー」のチラシがついに完成！

みなさんも一緒に活動しませんか！
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５月１０日（火）　於：当所３階大ホール　時：14：４0～1６：４０

第１回定例常議員会

　平成２８年度第１回定例常議員会を開催し、５月３１日
（火）開催予定の第２９回通常議員総会の議題として上程
する「平成２７年度事業報告及び収支決算」等について
審議しました。

審議事項
議案第１号　会員の加入について
　２３事業所の加入が承認された（詳細は次頁「新入
会員の紹介」をご覧ください）。

議案第２号　職員退職金管理及び支給規則の一部改正
（案）について　

　公務員（愛知県）の改定に準拠し、所要事項の改
正を行う。改正事項は、退職金支給率表の改正で、
支給率の引き下げ、勤務期間の延長（３５年間→４５年
間）、自己都合退職の支給率表の廃止（退職金支給
率の１本化）を平成２８年５月１０日から実施し、平成２８
年度の事業から適用する。

議案第３号　職員給与規則の一部改正（案）について
　公務員（愛知県）の給与改定に準拠し、所要事項
の改正を行う。改正事項は、条文の改正（地域手当と
期末手当及び勤勉手当）及び別表８（通勤手当）の
改正で、改正の概要は、地域手当については、給料、
管理職手当及び扶養手当の月額の合計に１００分の
8 . 5 以内を乗じて得た額を限度としていたものを、給料
月額のみに１００分の 8 . 5 以内を乗じて得た額を限度と
すること、また、期末手当及び勤勉手当については、
両手当の月額合計額に一定の支給率を乗じて算出して
いたものを、期末手当と勤勉手当それぞれに一定の支
給率を乗じて算出する形に変更すること。加えて、通
勤手当については、有料道路を利用して通勤する場合
の規定を設け、定められた条件に該当する者に対して

料金の２分の１を支給することとし、これらの改正を平成
２８年５月１０日から実施し、平成２８年度の事業から適用
する。

議案第４号　平成２７年度事業報告書について
　井上専務理事より、平成２７年度大府商工会議所の９
件の新しい取り組みについて、説明が行われた。内容
は次のとおり。
①経営発達支援計画認可
②新社会人学舎の開講
③新規会員交流会の実施
④「まっちふる大府」の開設
⑤健康ちょい旅 inおおぶの実施
⑥会報広告チラシ同封発送サービスの開始
⑦プレスリリース支援サービスの開始
⑧プレミアム付商品券発行事業の実施
⑨第３期短期行動計画の策定
　また、部会、支部、委員会、青年部、女性会、ウェ
ルネスバレーフェスタ実行委員会より、平成２７年度の事
業報告の発表を行った。

議案第５号　平成２７年度一般会計並びに特別会計収支
決算書について

　大府プレミアム付商品券発行事業特別会計を加えた１
１の会計について、収支決算の説明を行った。

議案第６号　平成２８年度優良従業員被表彰候補者の選
考（案）について

　５月３１日（火）午前１０時３０分より、会員事業所から
推薦を受けた永年勤続者３４名、功労者１７名につき、
優良従業員表彰を行う。
　全て原案どおり可決されました。なお、審議終了後、
次の報告が行われました。

報告事項
①会員の脱退並びに変更について
②５・６月の行事予定について

その他
　　熊本地震義援金の募集、ｆ-Ｂｉｚ講演会の案内等を事
務局が行いました。

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

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

6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11

6/12 6/13 6/14 6/15 6/16 6/17 6/18

6/19 6/20 6/21 6/22 6/23 6/24 6/25

6/26 6/27 6/28 6/29 6/30 7/1 7/2

クローズアップ・スケジュール

優良従業員表彰
10：30 〜11：30
f-Biz 講演会
13：00 〜14：30
通常会員総会
14：45〜16：30

女性会役員会
13：30 〜15：30

地域開発委員会
15：00 〜17：00

橋本実践塾開講式
13：30 〜15：30

大府支部総代会
18：00 〜 20：00

本支部連絡会議
10：00 〜11：30
住宅修繕相談
13：00 〜16：00
住宅修繕定例会
19：30 〜 21：00
青年部理事会
19：30 〜 22：00

ふるさとガイド定例会
9：30 〜12：00
知多地域経済会議幹事会
10：00 〜12：00
フェスタ実行委員会
14：00 〜16：00

早朝会議
7：30 〜 8：30
正副会頭会議
9：00 〜11：00
定例税務経理相談
13：30 〜15：30

簿記検定
9：00 〜

ウェルネス開発委員会
15：30 〜17：00

おもてなし講座
10：00 〜12：00
女性会理事会
13：30 〜15：00

吉森支部総会
19：30 〜 20：30

一日公庫
10：00 〜

市役所前発展会総会
9：00 〜17：00

住宅修繕相談
13：00 〜16：00
住宅修繕定例会
19：30 〜 21：00

珠算検定
9：00 〜

共長支部総会
8：00 〜18：00

知多地域経済会議総会
16：00 〜19：00

「橋本実践塾　第9期生」　スタート！　　　　　　　6月3日（金）
参加いただく事業所は、下記のとおりです。
１グループ　　　　　　　　　　　　　２グループ　　　　
　大東興産㈱　名南カントリークラブ　　　㈱ FAST
　㈱ケーツー　　　　　　　　　　　　㈱共和熱処理
　東海興業精機㈱　　　　　　　　　　㈲堀川製作所
　㈱不二塚工業　　　　　　　　　　　㈱げんきの郷
　中島特殊鋼㈱　　　　　　　　　　　福富金属㈱
　　　　　　　　　　　　～ 1 年間、よろしくお願いいたします～

本支部連絡会議を開催　　　　　　　　　　　　　　6月8日（水）
当所3階ホールにて、下記事項を協議します。
1. 四支部（大府・横北・共長・吉森）の活動実績と事業計画について
2. 地域対策活動事業費について
3. 会員加入促進の協力について
4. 風車共済加入促進の協力について
5. 大府市要望事項の日程について

「ウェルネスバレーフェスタ」　第3回実行委員会を開催　　　6月9日（木）
9月11日開催の「第5回ウェルネスバレーフェスタ」に向けて、実
行委員33組織39名のメンバーが、議論します。
第 1 回目（3/25) 
　「全体スケジュール」「出店（展）要領」「ステージイベント」など
第 2 回目（4/22)　
　「テーマ・サブテーマ」「ウェルネスバレー中身の啓蒙活動」「健康・

医療・福祉についての発信」など
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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／95,000部（45号実績）

お店の情報を
発信しよう！

検索ペコロス
ペコロスホームページ 広告掲載料（2ヵ月間）

50,000円（税別）～

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

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～  

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

（公財）日本電信電話ユーザ協会協力

好感度アップ!!　ビジネスマナー講座
４月26日（火） 於：当所３階大ホール
　　　　　　　　　　　　　時：９:３０～1６:３０
　講師にオフィス成旺の伊藤享子氏を招き、ビジネ
スマナー講座を開催しました。
　本講座は｢学生と
社会人の違い｣から
始まり、｢良い人間関
係の作り方｣や｢身だ
しなみ｣、｢敬語の使
い方｣、｢電話対応｣、
｢メール・FAXの送り
方｣、｢来客対応｣、｢配
席順｣など社会人に必要なビジネスマナーを総合的
に学べる講座内容です。
　なかでも｢電話対応｣は、重点的に行いました。録
音できる電話機を使い、実践に近い形式で演習を行
いました。参加者は緊張した様子でしたが、一生懸
命取り組み、熱心にメモをとる姿が印象的でした。
　また、このセミナーをビジネスマナーの修得だけ

でなく、若い
世代の方々が
人脈をひろげ
る機会にして
いただけたら
幸いです。

第3回おおぶマルシェ楽市・楽座
4月30日（土）　　　　　　
5月 1日（日）　　　　　　

　「第40回大
倉公園つつじ
まつり」と同
時開催で、商
業部会の支援
団体であるお

おぶマルシェ実行委員会（委員長 鷹羽文雄）が、
「第3回おおぶマルシェ楽市・楽座」を向畑公園で開
催しました。
　飲食・物販店が14店出店すると共に、大府市在住
者が自宅で作った品を売る「フリーマーケット」が6
店出店しました。
　当日は、2日間とも好天に恵まれ、特に5月1日は、
市内の3団体による和太鼓やダンスパォーマンスも
行われ、大賑わいでした。
　今回のイベントは、従来の主催者によるテント準
備・設営方式を止め、すべて出店者持込方式に変え
ました。イベントの簡易方式化により（例えばトラッ
ク市など）、お
客様にとって
必要な時期に、
必要な場所で
開催する“楽
市・楽座”が模
索されていま
す。

▲講師の伊藤享子先生 

▲講座の様子 

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

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

№ 事業所名 代表者 住　　所 業種・取扱い商品 所属部会

1 ダクトブラザーズ 林　　圭二 共和町 機械器具設置工事業 建設業

2 川井　末春 森岡町 一般土木建築工事業 建設業

3 超冷工機システムズ㈱ 仲間　耕平 中央町 一般管工事業 建設業

4 K＆ B　BOB 伊藤貴代美 弥富市 料理品小売業 商業

5 三巽産業㈱ 松井　恭一 明成町 とび工事業 建設業

6 櫻屋敷工業 櫻屋敷健二 月見町 各種機械・同部分品製造修理業 製造業

7 日下塗装 日下　隆行 東浦町 塗装工事業 建設業

8 弁護士法人　白濱法律事務所 白濱　重人 刈谷市 法律事務所 情報・物流・
サービス業

9 SMILE 合同会社 浅沼　友樹 長草町 個人教授所 情報・物流・
サービス業

10 ティーケーカッター興業 武本　　純 横根町 一般土木建築工事業 建設業

11 麻田技術士事務所 麻田　祐一 共栄町 他に分類されない専門サービス 情報・物流・
サービス業

12 合同会社　ビーエムエス 伴　　温司 東海市 建設機械・鉱山機械卸売業 商業

13 ㈱アール・アイ・エー名古屋支社 梅澤　　隆 名古屋市 他に分類されない専門サービス 情報・物流・
サービス業

14 磯海屋 内藤　国弘 高浜市 料理品小売業 商業

15 アプリ㈱ 鄧　　雪宏 名古屋市 労働者派遣業 情報・物流・
サービス業

16 近藤電気 近藤　勇志 知多市 一般電気工事業 建設業

17 デセットデザインオフィス 杉浦　一徳 柊山町 他に分類されない専門サービス 情報・物流・
サービス業

18 大分からあげ専門店　十四 坂入　哲也 刈谷市 酒場、ビヤホール 商業

19 ふるさとガイドおおぶ 阪野　　隆 横根町 他に分類されないその他の生活
関連サービス 商業

20 ㈲福徳 張　　懐徳 東浦町 非鉄金属卸売業 商業

21 ラークファクトリー㈱ 山口　裕次 共和町 娯楽用具・がん具製造業 製造業

22 (同)つむぎて 杉山　修一 森岡町 野菜卸売業 商業

23 Squeeze Box 辻　　祟志 半田市 他に分類されない専門サービス 情報・物流・
サービス業

～平成 28年度　新入会員　よろしくおねがいします～ 期間：平成28年3月10日～平成28年5月9日
（敬称略）
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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

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）

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

会議所だより会議所だより

大府市主催　大府商工会議所協力

第４０回大倉公園つつじまつり
４月３０日（土）　　　於：大倉公園・桃山公園
５月　１日（日）　　　時：９：３０～（１日は１０：００～）

　両日ともに晴天の下、大府市内はじめ、近隣市町か
らも大勢の人が訪れ、にぎわいをみせました。残念な
がら、満開とまではいきませんでしたが、白やピンク
に彩られたつつじの花に、訪れる人々の目を楽しま
せてくれました。

　今年度は、
第４０回とい
う記念すべ
き節目の年
ということ
もあり、大府
商工会議所
からは記念
の品として、

木製のベンチ
を贈呈しまし
た。
　公園内、大
府市歴史民
俗資料館前
（旧図書館）に
設置しました
ので、皆さん
是非足をお運びいただき、くつろぎの場としてご利
用下さい。
　連日の暑さにも負けず、大倉公園では女性会がみ
たらし団子や五平餅の販売を、桃山公園では青年部
が大府中学校の生徒さんらと協力して焼きそばなど
を販売し、長蛇の列が出来るほどの盛況ぶりとなり
ました。
親と子の写生大会
　毎年恒例となりました写生大会も開催され、つつじ
の花や公園内の風景を熱心に観察し、楽しそうに描
いている親子の皆さんの姿が、とても印象的でした。
　なお、この写生大会の表彰式は、６月２５日（土）大
府市役所で行
われ、入賞作
品は、約２週
間、大府市役
所ロビーに掲
示されます。

４月17日（日）　　於：当所3階大ホール
　　　　　　　時：9：30～10：30

 平成28年度 ふるさとガイドおおぶ総会開催

　平成26年3月に当商工会議所が支援して創設された観光ガイ
ド団体の「ふるさとガイドおおぶ」の総会が開催されました。
　総会には、大府市長の岡村秀人氏をはじめ、同市観光協会会
長、当商工会議所副会頭が祝辞を述べられました。　総勢48名
（平成28年4月1日現在）の会員が、地域を活性化させようと4班
に分れて市内の地域資源を自ら調査・勉強し、観光コースづくり
の為、会議を重ねて精力的に活動をしています。
　総会では、その成果物として2年の歳月をかけて手作りの4つ
のコースパンフレットが披露され、パンフレットはコース参加者へ
販売を予定しています。今後は、このパンフレットを使用し地域関
係団体・施設と連携をしつつ、『健康都市大府』の特徴を活かした
“健康を語るガイド”として観光客を呼び込む活動が行われます。
当商工会議所としても、連携を図りながら地域活性化へ向け支
援を続けて参ります。

▲ 総会にて祝辞を述べる岡村市長　　　　　　　

▲ 阪野会長（中央）はじめガイド会員の皆様
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　平成２７年度事業報告書並びに収支決算書、平成
２８年度事業計画書並びに収支予算書が承認され、
任期満了に伴う役員選任では、坂野好子会長始め１
７名の役員が選出されました。新役員は以下のとお
りです。（敬称略）

　会　長　坂野好子　　バンノ自動車商会

　副会長　加藤明美　　㈱みかど
　　　　　青山多美枝　新栄電気㈱
　　　　　早川豊子　　早川塗装店

　理　事　酒井　幸　　マーチフルアクト㈱
　　　　　鈴木広子　　山銀ぶどう園
　　　　　冨田淳子　　染と呉服とみたや

　理　事　佐藤しづ子　佐藤工業所
　　　　　山本芳子　　マッサ製作所
　　　　　杉江永子　　半月モータース
　　　　　三ツ矢靖子　三矢製作所
　　　　　深谷房子　　深谷ミシン店
　　　　　深見聖美　　㈱フカミ
　　　　　山崎三葉　　山崎写真館
　　　　　鷹羽保子　　㈲タマテル食品

　監　事　服部啓子　　㈲ふじや酒店
　　　　　河合満智子　大栄電気店

総会終了後懇親会を開催
　総会終了後、会場を２階会議室に移し、懇親会を
行いました。来賓にも同席していただき、食事をし
ながら、なごやかな雰囲気の中、互いの親交を深め
ました。

大府商工会議所女性会企画研修会

「冠婚葬祭マナーと美味しいお茶のおもてなし講座」

会議所だより会議所だより

新社会人学舎 滝谷経営塾「これからの経営」
５月１０日（火）　　　　　　　於：当所３階大ホール
　　　　　　　　　　　　　時：１３:１５～１４:３０
　平成22年より開催して
いた｢おおぶ社会人学舎｣
を、昨年から『滝谷経営塾』
にリニューアルし、この度、
第1回目の講演「これから
の経営」を開催しました。
講師には、滝谷国際経営事務所の滝谷敬一郎氏を招
き、12月まで7回シリーズで開催していきます。
　
　滝谷氏は冒頭、この大きな命題に取り組むために、
これからの経営を実現するツールの一つを提供する
ことが、新社会人学舎・経営塾の使命であると説明さ
れました。
　続いて、最近の世界と日本の経済について話があ
り、「これからの経営」を考える上での5つのキーワー
ドについて説明がありました。

①労働生産性
　生産性の向上を考えるならば、現状の数％の達成
を目指す加減の手法、改善の手法よりも、2倍、1/2と
いった乗除の手法を考え、常識を破ることを考える
必要があります。

②働きかた
　生産性を2倍にするためには、ITの活用が必要不可
欠です。さらには、人工知能やロボットの時代には、若

年層から熟年層のキャリアパスのありかたに影響が
でると考えられます。

③マーケティングとイノベーション
　事業の目的は、顧客の創造、市場の創造ですが、日
本の経済成長が停滞する理由のひとつに、新しい産
業やビジネスモデルがなかなか生まれないという背
景があります。日本と米国とのベンチャー企業に関
するデータからも明らかです。

④経営の姿勢
　経営の姿勢としてディベロップメントを忘れては
いけません。ここでいうディベロップメントとは、投
資と人材育成を指し、これは経営者が意思決定する
領域となります。

⑤仕事の手順
　経営の手順を「型」、経営の姿勢は「心」と考え、経
営塾では手順と姿勢の演習を行います。
そこで得られた仮説が道標となり事業計画ができま
す。その計画を実現するための行動計画も重要とな
ります。

　最後に、滝谷氏から「これからの経営」に必要な
キーワードとして「シ
ステムで思考しプロ
セスで行動せよ」と
の言葉が加えられ、
初回の講演を終了し
ました。

～凛と信をもって連帯し、安心・安全、快適な暮らしにつながる活力ある地域社会を築きます～

日時：５月１８日（水）１０：３０～１１：３０　　於：当所３階大ホール

平成２８年度会長に
　　坂野好子氏女性会第14回通常会員総会  

熊本地震義援金について（お礼）

▲平成２８年度会長に選任された坂野好子氏

▲大府市役所産業振興部の伴部長のご発声で乾杯！

　事業を営む女性として、おもてなしや冠婚葬祭の正しい知識を身につけていれば、安心できます。下記のと
おり、研修を行いますので、女性会に興味のある方、是非ご参加ください。
　日　時　６月１５日（水）１０：００～１２：００　　場　所　大府商工会議所２階会議室
　対　象　大府商工会議所女性会会員及び女性会入会検討者（参加費は無料）　　定　員　３０名
　講　師　伊藤享子氏（オフィス成欧） 現代礼法研究所マナーデザイナー　黄檗松風流煎茶教授

　　　　　　【申込み及び問合せ】　大府商工会議所　女性会担当 　電話：０５６２－４７－５０００

　　この度、熊本県・大分県を中心に甚大な被害をうけました熊本地震への義援金について、ご賛同いただき
ました会員の皆様ならびに役員の皆様には、多大なご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。
　今回の義援金は、日本商工会議所を通じて、被災地商工会議所に直接寄付させていただきます。
　なお、今後も引き続き、義援金を受付させていただいております。詳しくは下記までご連絡下さい。
　　　　　　　　　　　※ご協力をいただいた事業所　　43社・個人2名

　　　　　　　　　　　※義援金の合計額　　　　　　1,556,000円  　　（Ｈ28. 5. 24 現在）
　　　　　　　　　大府商工会議所　総務・会員サービス課　　４７－５０００　
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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/

日本、そして世界へ向けて、大府発の「スシーン」を！

　「スシーン」は、笑いと
　　　　　　　顧客ニーズの着地点！

　ツヤっと脂が乗った中トロ、プリプリのえびが
付いたスマホケース、その名も「スシーン」。おも
しろさ大！大きくてポケットに入らないことすら

も話のネタになりそうな話題性も大！さらに、寿
司ネタのおかげで持ちやすいなど最近のスマホ
に一石を投じる一面も。
　「薄さ軽さを重視するスマホ業界に、あえてこ
の提案。電気店に勤めていた時に感じた、企業と
顧客ニーズのズレに着目しつつ、何より“笑い”

梶川　歓龍さん（株式会社 梶川工作所）

（プロフィール）
梶川 歓龍（かじかわ　まさたつ）
大府市長草町出身。1981 年生まれ。名古屋の老舗ストーブブランド、トヨトミの部品製造を請け負って 65 年の梶川
工作所。その三代目として工場に立つ傍ら、新規事業としてオリジナル商品開発に着手。大阪のアートイベント「ツム
テンカク」への出展を機に、大手デパート、携帯電話会社、ネットでの販売など、確実にその販路を広げている。

を追求しました」と語る梶
川さん。
　精巧かつ頑丈に作られた
ケースは、食品サンプルの
元祖・郡上八幡の岩崎模型
製造の指導を受け、梶川さ
んご本人が夜な夜な作って
います。　物腰柔らかで聞
き上手、話し上手、さらに手
先が器用。開発までの経緯
にも、その佇まいのヒミツ
がありそうですが…。

　販売、営業…様々な経験を積んだ
　　　　　　　　　　　修行時代。

　物心つく頃からご実家の工場で仕込まれ、成
人前にはすべての行程をマスターした梶川さん
は、広い世界をと19歳で家を出ます。
　100本のバラの花束を作った花屋、トヨタ式を
肌で感じたライン作業、愛・地球博の誘導係で
は、お祭りのような高揚感を味わいます。そし
て、掃除機メーカー・ダイソンジャパン設立時に
は、電気店で店頭に立ち、全国トップの売上を叩

き出しました。「押し売りはしていません。お客
様の悩みを聞いていただけです」そんないわゆ
る“引きの営業”で、その後の通信会社の訪問営
業でも結果を出します。
　そして、10年の間に様々な出会いとスキルを
身につけ、三代目として慣れ親しんだ工場に戻
ります。

オモシロ寿司を“ネタ”に、広がる可
能性。

　懐しい油と鉄の匂い、機械音―。熟練の職人
技を再認識しつつ、経営者として「自社の柱を増
やしたい」さらに「地元大府に産物を!」という思
いを強めた梶川さん。
　そんな時、大阪の友人にスタッフとして誘わ
れたのがアートイベント「ツムテンカク」。会う人
すべてがおもしろく、エネルギッシュなお祭りに
刺激を受け、愛・地球博で感じた高揚感が蘇りま
す。そして、数年後にはアートとプロダクトが融
合した「スシーン」を発表。センスと経験、何より
出会いを大切にする梶川さんだから実現した商
品化です。
　「“笑う”ことで健康に。これもウェルネスバ
レーの一つですよね！」と笑顔の梶川さん。そう
して温めたアイデアとエネルギーは、今後もさ
らに燃え上がりそうです。　

（2015年10月取材）

梶川工作所では、オートメーションの巨大マシンを併用しつ
つ、今も職人さんの手作業でストーブの部品を作ります。工場
内を案内してくれる梶川さんの顔には、職人技の誇りと自信
が満ちていました。

　なんとも美味しそうなお寿司（の食品サンプル）が、なぜかスマートフォンにピタッ！

　日本はもとより、海外でも話題の商品を手がけた梶川工作所の三代目・梶川歓龍さん。奇抜で楽しいア

イデアの裏に隠されたその経緯や、人柄がにじむ熱い想いをお聞きしました。

「スシーン」のベースはシャリをイメージした白と、まな板を連想させる木目調。奥にはカラリ
と揚がった名古屋めしシリーズの「エビフリャー」も。
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大府商工会議所・行政等からのお知らせ

●面倒な経理・税務・経営対策をお手伝い。
●難しい計算は一切不要です。
●簡単な記入作業をしていただくだけ。
●毎月の経営データを詳細に作成いたします。
●確定申告・節税に有利な青色申告形式です。
新たに始めました
　会計王・みんなの青色申告ソフトを使用して、
自主入力経理サポートサービスも始めました。

　　　　　　詳しくは大府商工会議所　榊原まで

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

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？

㈱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。

年間料金

基本料金

決算確定申告

消費税申告年度

＋10,000円

＋5,000円

料　金　内　訳

82,000円
( 消費税課税年度は87,000円 )

72,000円
( 月 6,000円×12ヶ月 )

「平成２９年３月新規学卒求人説明会」

「あいちっこ家庭教育応援企業」募集中

　平成２９年３月新規学校卒業予定者の採用を
予定している企業の皆さまを対象に、下記のと
おり説明会を開催します。

日　時　６月９日（木）
　 　　　１３：３０～１６：００
会　場　刈谷市総合文化センター
　　　　（アイリス）大ホール
　　　　刈谷市若松町２丁目１０４番地

主　催　刈谷公共職業安定所

　【問合せ】０５６６－２１－５００３
　　　　　　ハローワーク刈谷 求人・企画部門

　愛知県では、家庭教育を応援する企業を募集して
います。
　県教委生涯学習課ＨＰ「家庭教育を支援する職場
の募集」をご覧いただき賛同していただける企業は
賛同書をご提出ください。賛同いただいた企業は、
愛知県公契約条例に基づく契約審査等にあたり、評
価対象とある場合があり、加点されます。
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/syogaigakushu/kateikyouikuouenkigyou.html

　また、家庭教育研修会開催を希望される企業には、
講師派遣事業も実施しています。

　【問合せ】０５２－９５４－６７８０
　　　　　　愛知県教育委員会生涯学習課

経理事務や確定申告でお困りの方　いらっしゃいませんか？
～大府商工会議所の経理サポートサービスのご案内～

～あなたの企業も子育て応援！～ 

メンタルヘルス相談日
～うつってなあに？？？～

５月３１日「WHO世界禁煙デー」

　「うつ」は自分では気づきにくいものです。特
に中高年の方にはその傾向があります。
　ご家族や会社の方など、身近な方が一緒に相
談機関を訪ねたり、受診することが大切です。
下記日時において、精神科医師による相談（予
約制）を実施します。お気軽にご相談ください。
日　時　７月２７日（水）、１０月２０日（木）
　　　　両日とも１５：００～

対象者　５０人未満の小規模事業所の事業主　

　【問合せ】０５６２－３２－６２１１
　　　　　　知多保健所 健康支援課
　　　　　　こころの健康推進グループ

　大府市役所（大府商工会議所含む）において、
敷地内禁煙が実施されますので、ご協力をお願いい
たします。

　期　間　５月３１日（火）～６月６日（月）
　時　間　午前８時３０分～
　　　　　　　午後５時１５分

禁煙キャンペーン

日 時：４月２５日（月）１０：３０～１１：３０　　於：当所２階会議室

珠算塾名

支部長

理事長

理　事

理　事

理　事

理　事

塾の先生

会議所

氏　名

井上　雅

奥野　渥美

深谷ひとみ

阪納　章江

藤井　裕子

村松かおり

珠算塾名 代表者 珠算塾の場所

早川珠算塾

森珠算塾

栄速算学園

中珠算教室

大府速算塾

深谷ひとみ

森　忠義

阪納章江

青山　円

奥野渥美

共和町三丁目

共栄町七丁目

知多郡東浦町石浜中央

共西町三丁目、共和町
茶屋、共和町五ツ屋

横根町家下、
若草町一丁目

　日本珠算連盟大府支部（支部長：商工会議所専
務理事）は、商工会議所の会員の中で、市内・近
隣で珠算塾を開き、小学生・中学生に「珠算」「暗算」
の指導をしている先生たちで構成され、大府商工
会議所が地域貢献として活動支援をしている組織
です。
　本総会では、第１号議案「平成２７年度事業活動
報告および収支決算書について」、第２号議案「平
成２８年度事業活動計画および収支予算（案）につ
いて」第３号議案「任期満了にかかる役員選任につ
いて」の３議案が上程され、審議の結果全て原案ど
おり承認されました。
　今年度も珠算の普及・珠算教育の振興のため、
商工会議所と協力し活動してまいります。

平成２７年度日本珠算連盟大府支部活動報告
①日本商工会議所・日本珠算連盟主催の珠算・暗算・
段位検定試験を年３回実施。年間受験者数は延
べ３３３名

②全知多珠算競技大会 ( 全国そろばんコンクール )
に参加。昨年度は大府市で開催され、知多半島
から１１４名が参加して競技を実施

③市内８校の小学校へ珠算授業のボランティア講師
を派遣

④優良生徒表彰式を実施し、会員塾の優良生徒に
対して日本珠算連盟本部、同大府支部及び大府
商工会議所から表彰状とトロフィーを贈呈（本部
表彰：１３名、支部表彰：２８名、全国あんざん
コンクール入賞者：２名、全国そろばんコンクー
ル入賞者：１名）

平成２８年度理事長に 奥野　渥美 氏

日本珠算連盟大府支部総会  

日本珠算連盟大府支部役員（任期：H28.4 ～ H30.3）
日本珠算連盟大府支部会員
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【問合せ】
   大府商工会議所　電話：0562-47-5000

■住所 江端町3-10　
　　　　花井ビル1F
■電話  0562-44-1729
■営業  17:00～24:00
　　　（LO 23：00）
■定休  月曜日

串バル　がぶっと　ごっくん
「野菜肉巻き串」

美味しいまちのグルメ駅伝美味しいまちのグルメ駅伝

串バル がぶっと
ごっくん

岩村健作さん

海香館
田中聖一さん      
 店長

紹介ランナー

イタリア産ホエー豚で
巻いた「野菜肉巻き串」
焼く時に余分な脂も落
ちるので、サッパリヘル
シーに何本でも食べら
れます。
他のアラカルトも充実し
ているので、家族や女子
会にもオススメです。

口座振替の方

６月２７日（月）にご指定の口座より引落をさせ
ていただきますので、預金残高等のご確認をお
願いいたします。

口座振替以外（現金・銀行振込）の方
６月２７日（月）までにご納入いただきますよう
お願いいたします。

次回ランナーは、串バル がぶっと　ごっくん の岩村健作さん

■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、前月と比べ悪化。産業別
にみると、製造業でほぼ横ばい、建設業、サー
ビス業で悪化、その他の２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。

●「即戦力としての技術系社員の中途採用に
努めているが、そもそも業界全体として不足
している状況であり、確保が非常に厳しい」
（一般工事）、「サービス業の為、就業時間が
早朝及び夜の時間帯になるため、その時間
帯の人員補充が困難である」（旅館）、「自動
車産業では、円高になるとメーカーが苦しく
なり厳しい値下げ要求がくるため、１ドル＝１
００円を下回らないよう祈っている」（金属熱
処理等）、「今年に入り、焼植木鉢の受注が増
加。各メーカーとも増産しているが、商品に
よっては在庫確保ができない中で、従業員不
足も発生し、納期に間に合わせることが厳し
い状況」（陶磁器・同関連）

●業況の先行き見通しＤＩは、全産業では今月と
比べ横ばいの見込み。産業別にみると、建設
業、サービス業で改善、製造業で悪化、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
   11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月～7月 

業　　況 ▲ 10.5 ▲ 16.3 ▲ 13.7 ▲ 22.8 ▲18.0 ▲20.6 ▲20.6
       
売　　上  ▲ 3.5 ▲ 6.0 ▲ 10.9 ▲ 11.1 ▲4.5 ▲11.8 ▲19.4

採　　算 ▲ 14.0 ▲ 13.9 ▲ 17.7 ▲ 28.3 ▲17.5 ▲18.2 ▲24.7
       
資金繰り ▲ 10.1 ▲ 10.4 ▲ 9.7 ▲ 10.2 ▲7.4 ▲14.9 ▲14.9
       
仕入単価 ▲ 32.1 ▲ 32.7 ▲ 19.0 ▲ 25.8 ▲21.7 ▲18.7 ▲21.2
       
従 業 員 19.9 16.3 19.7 16.1 18.1 11.8 12.4

平成 28年 4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

大府商工会議所前期会費納入のお願い
　日頃は当所の運営にご理解とご協力をいただ
き誠にありがとうございます。
　さて、平成２８年度商工会議所前期分会費の
納入時期となりました。６月１日付で会員の皆様
宛に会費納入通知を配付させていただきました
ので、よろしくお願いいたします。

会費口座引落の会員さまへ
　今年度より、会費の口座引落の会員さまに８
月（前期６月引落分）と１月（後期１１月引落分）
の会報に同封しておりました

領収書の発行を割愛させていただきます。
　誠に申し訳ございませんが、ご了承ください。

☆なお、領収書の必要な方は、総務・会員サー
ビス課へご連絡ください。
　後日、領収書をお送りいた
しますので、よろしくお願
いいたします。

夏季軽装（クールビズ）を実施中
　当所では、節電・省エネの一環として、ノーネ
クタイ、ノージャケット等の軽装で職務を行う “クー
ルビズ” を実施しております。

　当所主催の会議（常議員会、委員会等）への
ご出席にあたりましても、皆様のご理解ならびに
ご協力をお願い申し上げます。

　

～特別休館期間のご案内～
　夏季電力需要抑制に対応するため、次の期間は
特別休館いたします。

　ご迷惑をおかけいたしますが、
ご理解くださいますようお願い
申し上げます。

平成28年5月18日現在

８月１１日（木）～１５日（月）

期間　５月２日（月）～１０月３１日（月）
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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

160

平成28年5月末会員総数

1,717

平成28年度大府商工会議所

4～5月加入者数

目標達成まで

23

137

　当店 cocora は、お客様によりリラックスしていただける癒しの空間を目指し完全個
室の美容室として２０１４年１月オープンしました。ヘアーだけでなく、着付け、エステ、メ
イク、ネイル、アイラッシュもございます。個室で、お一人様はもちろん、お友達同士、ご
夫婦、お子様連れのお客様にはキッズルームやベビーベッドもご用意しております。車
いすやベビーカーも、バリアフリーなので安心してご来店頂けます。ご予約はお電話の
他にホームページ、メールや、ＬＩＮＥでも可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。

完全個室のトータルビューティー美容室です

●住所／大府市吉川町 1丁目１６７－１
●TEL／０５６２－５１－１１２０
●定休日／日・月
●営業時間／９：００～１８：００
●ホームページ／ http://cocorahair.com

cocora

オーナー　小林　厚子

エーエスケアサービス株式会社
介護付き有料老人ホーム　さふらん大府

新しいライフスタイルがさふらん大府で待っています    

代表取締役　早川　佳人

　入居者様やご家族そして働く従業員など全ての人に幸せになってもらうこと、感動
してもらうこと、そしてその輪を広げることをモットーに、質の高いサービスの提供を
行い、温かい雰囲気の中で、楽しく暮らしていただけるホームを目指します。 
   

●住所／大府市吉田町半ノ木１番  
●TEL／ ０５６２－４５－５９１０
●ホームページ／
　http://www.safran-as.com/    

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