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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6月末会員総数

1,721

平成28年度大府商工会議所

4～6月加入者数

目標達成まで

36
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　皆さん「安い！！」とびっくりされますが、美味しさと愛情はたっぷりとアンコと一緒に
詰まっております♪店内には常に、15 種類ほどの季節の生菓子が並んでいますが、そ
の中でも一番人気なのが「よこどりまんじゅう」！！「横から手が出るほどのおいしさ」が
名前の由来です♪
　これからの季節、和菓子職人手作りのあんみつも大人気！さらに、大府特産の巨峰
を使った和菓子が登場してきます。暑い夏でも皆様が笑顔になれる美味しい和菓子
を揃えてお待ちしております♪

創業 45年　地域密着！地元の和菓子屋さん

●住所／大府市吉川町 6丁目 21  
●TEL／ 0562-48-8012
●定休日／火曜日
●営業時間／ 9：00～ 18：00
●駐車場／有

㈱鶴家吉祥
店長　浅田　英予

タツミ化成株式会社

「顧客」「社員」「地域」　３つの満足    

代表取締役　山崎　宏文

　当社は、昭和５１年に山崎伊佐雄（現会長）が、プラスチック製品の製造業とし
て創業致しました。創業時より、「顧客」「社員」「地域」の３つの満足の連鎖的拡
大を信じ、全社員が努力を続けています。また、「提案型企業」を前面に出し、プ
ラスチック製品の試作から量産までを社内一貫生産で行ってます。最近では、
新たな事業としてレーシングシミュレーターやドライカーボン製品の製造を、
独自の技術で始めました。３つの満足により実現したレーシングシミュレー
ターにご興味のある方は、お気軽にご連絡を下さい。

●住所／大府市横根町新江１５番地１２    
●TEL／ ０５６２－４６－３３０５
●ホームページ／
　http://www.tatsumikasei.co.jp        

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年度 大府商工会議所 優良従業員表彰式
功労者表彰 17名・永年勤続者表彰 34名
受賞者の皆様　おめでとうございます！

大府ブランドを世界に！

▲功労者表彰・大府市長表彰【受賞者】
オオブユニティ株式会社
藤崎　功太郎　氏



業績：入社以来、廃棄物事業部に所属。焼却処理している食品廃棄物の再利
用（ガス化による発電）を具現化し、低炭素社会、資源循環型社会の一翼を担
う事業として、会社の発展に大きく貢献されました。
※平成27年7月24日、大府市バイオマス産業都市事業の一部として、大府市
横根町にバイオマス発電施設が完成。
所在地：大府市北崎町駒場88　　電話：0562-47-0535

今月の表紙／オオブユニティ㈱　藤崎 功太郎氏 （平成 28年 5月31日撮影）

優良従業員表彰者を代表して、謝辞を読み上げる藤崎氏

172172
2016.7.12016.7.1
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５月３１日（火）　於：当所３階大ホール　 時：1４：４５～1７：３０

　議員本人出席４８名、委任状出席５２名、計１００名の
出席のもと、岡村市長始め９名のご来賓にご臨席いただき、
大府商工会議所第２９回通常議員総会を開催し、上程さ
れた２議案の審議を行った結果、全て原案通り可決されま
した。

　木村会頭は、冒頭挨拶において、会員の皆様に募った
熊本地震義援金１５８万円（４５事業所）のお礼を述べ、
５月３１日付で日本商工会議所に送金したことを報告しまし
た。また、平成２７年の１０の重点事業について、結果・
経緯を報告し、今後は、東京オリンピック開催やリニア中
央新幹線の開業等のビックプロジェクトや愛知県の各種プ
ロジェクトをどのようにこの地域に結びつけられるかが重要
な課題になってくると話し、平成２８年度への意欲を語りま
した。
議案第１号　平成２７年度事業報告書について
　平成２７年度の９つの新しい取り組みを中心に、井上
専務理事が説明しました。
　その後、商業部会の深谷洋二部会長、製造業部会
の野村隆部会長、建設業部会の早川建志部会長、 情
報・物流・サービス業部会の坂野俊直部会長から平
成２７年度の部会活動について、また、総務委員会の
星河年男委員長、会員組織委員会の坂野俊直委員長、
地域開発委員会の花井宏基委員長、環境行動計画推
進・ＩＳＯ特別委員長の岩田守弘委員長から平成２７年
度の委員会活動について、大府支部長の伊藤啓信支
部長、横北支部長の大嶋久邦支部長、共長支部の門
脇昭三副支部長、吉森支部の岡部篤男支部長から、
平成２７年度の支部活動について、青年部の日高淳会
長、女性会の坂野好子会長から平成２７年度の青年部
女性会活動について、平成２７年度ウェルネスバレーフェ
スタ実行委員長の日高章委員長から同フェスタの実績に
ついて、報告が行われました。

議案第２号　平成２７年度一般会計収支決算書
 同 中小企業相談所特別会計収支決算書 (案 )
 同 共済事業特別会計収支決算書（案）
 同 労働保険事務組合一般会計収支決算書（案）
 同 労働保険事務組合労働保険料特別会計収支決算 
  書（案）
 同 財政調整資金積立金特別会計収支決算書（案）
 同 会館積立金特別会計収支決算書（案）
 同 退職給与資金積立金特別会計収支決算書（案）
 同 特定退職金共済事業特別会計収支決算書（案）
 同 街路灯特別会計収支決算書（案）
 同 大府プレミアム付商品券発行事業特別会計収支 
  決算書（案）
　について
　全収支のうち６事業会計（会費・事業収入・手数料
収入・交付金・繰入金・前期繰越金）に絞って、構
成比及び対前年比について、間瀬事務局長が説明を
行いました。

【報告事項】
①大府商工会議所商工業活性化ビジョン第３期短期行動
計画について
　深谷洋二策定審議会会長より、策定までの経過や内容
について説明が行われました。
②役員改選について
　間瀬事務局長より、本年１０月末をもって第６期の任期が
満了となるため、選挙日１０月１７日までのスケジュールに
ついて説明が行われました。

第２9回通常議員総会 ～平成２７年度
事業報告書並びに収支決算書を可決～

▲挨拶する木村勝昭会頭

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

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

7/10 7/11 7/12 7/13 7/14 7/15 7/16

7/17 7/18 7/19 7/20 7/21 7/22 7/23

7/24 7/25 7/26 7/27 7/28 7/29 7/30

7/31 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6

クローズアップ・スケジュール
税務講習会　　　　　　　　　　　　　　7 月 4 日（月）・5 日（火）
前期源泉所得税の納付期限は、7 月 11 日（月）となります。
当所では、下記のとおり講習会を開催いたしますので、		 	
この機会に納付手続きをされますよう、ご案内いたします。	 	
また、新規青色申告者の記帳指導も併せて実施しますので、ご参加下さい。	
	 	
　時間：13：30～ 15：30
　持参品：一人別源泉徴収簿、納付書、昨年度の源泉徴収関係控
　　　　　現在記帳している帳簿、筆記・計算用具

第 2 回滝谷経営塾　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　7 月 7 日（木）
講師：滝谷国際経営事務所　所長　滝谷敬一郎　氏		
時間：15：00～ 17：15	 	 	 　　　　　　　
講演内容	 	 	 			　　　　　　　　　　　　　　　
　　・経営とは何か：シアーズの事例研究に学ぶ	 	
　　・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回は、8月4日（木）の15：00～ 17：15です。

共長夏まつり　　　　　　　　　　　7 月 30 日（土）・31 日（日）
大府夏まつり　　　　　　　　　　　8 月 6 日（土）・7 日（日）
共長夏まつり
　会場：共和駅西口　ロータリー	
　時間：17：00～ 21：00（両日ともに）	
大府夏まつり 
　会場：大府駅東口　ロータリー　	
　時間：17：00～ 21：00（両日ともに）	
※是非　皆様お誘い合わせの上、足をお運び下さい！

電力全面自由化・省エネセミナー　　　　　　　　　7 月 28 日（木）
電力自由化って何？自由化になって何が変わるの？事業所の電気代を少し
でも安くする方法はあるの？など、様々な疑問すべてお答えします。
　時　間：10：00～ 12：00	
　講　師：中部電力㈱名古屋支社　お客さま営業部	
　場　所：当所　3階大ホール	
　定　員：100名（定員になり次第締切）	
　参加費：無料	
　持参品：電気ご使用量のお知らせ（検針票）	

珠算検定
9：00 ～

横北支部総代会
18：00 ～

共長支部総会
8：00 ～18：00

人材発掘会議
10：00 ～11：30

地域開発委員会
10：00 ～13：00
知多地域経済会議総会
16：00 ～

風車共済キャンペーン
　　　　　（～15日）

ビジネス実務法務検定 税務講習会
前期源泉指導
13：30 ～15：30
ウェルネスバレー推進協議会
16：30 ～

フェスタ実行委員会
15：00 ～17：00
税務講習会
前期源泉指導
13：30 ～15：30
青年部三役会
20：00-22：00

正副会頭会議
12：00 ～14：00
女性会役員会
13：30 ～15：30

第1回選挙委員会
13：30 ～14：30
滝谷経営塾
15：00 ～17：15

商業部会役員会
13：30 ～14：30
ワイガヤ会
14：30 ～16：00

福祉住環境コーディ
ネーター検定

製造業部会役員会
13：30 ～15：30
定例税務相談
13：30 ～15：30

ウェルネス開発研究
会定例会
15：30 ～17：00

常議員会
14：00 ～16：00
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

情報・物流・サービス
業部会役員会
14：00 ～15：30

定例金融相談
10：00 ～16：00
青年部会員交流委員会
20：00 ～ 22：00

女性会理事会
13：30 ～15：30

建設業部会役員会
10：00 ～12：00

ふれあいゼミナール開始
（～8/31)

環境社会検定 住宅修繕相談
13：00 ～16：00
住宅修繕定例会
19：30 ～ 21：00

電力全面自由化
省エネセミナー
10：00 ～12：00
地域開発委員会
15：00 ～17：00

共長夏まつり

共長夏まつり フェスタ実行委員会
14：00 ～16：00

滝谷経営塾
15：00 ～17：15

大府夏まつり
（～7日）
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本年 10 月末で本所議員の任期が満了
となりますので、議員選挙及び選任を
行なう予定です。
会員の皆様には、議員改選の円滑な運
営へご協力をお願いします。

◆１号議員の選挙（定数５０名）
●投票　日時　平成２８年１０月１７日（月）
　　　　　　午前９時～午後５時
　　　　場所　大府商工会議所３階
●選挙人の資格

会員　平成２８年６月１日現在の会員で７月２９日
（金）１７時までに会費を完納した会員に
選挙権があります。

特定商工業者　平成２８年６月１日現在、特定
商工業者であるもので、７月２９日（金）１
７時までに負担金を納入した会員以外の
特定商工業者に選挙権があります。

●選挙権の個数
会員　その負担する会費口数に応じ、表１の通

り選挙権があります。
特定商工業者　１個

●立候補
資格　選挙権を持つ会員に限ります。法人会

員、団体会員は法人または団体の資格
で立候補してください。

届出　平成２８年８月８日（月）～１０月７日（金）
　　　（土・日曜・祭日を除く９時～１７時）
辞退　立候補を辞退する場合、１０月１２日（水）

午前９時までに、文書により届出て下さ
い。締切り後の辞退はできません。

●選挙人名簿
　調整日　会　　　　員　平成２８年６月１日（水）
　　　　　特定商工業者　平成２８年６月１日（水）
　縦覧期間　平成２８年７月２５日（月）～７月２９日（金）

　　（９時～１７時）
　縦覧場所　本所

●開票　当日又は翌日開票
●当選　有効投票の多数を得た方から順次当選としま

す。但し有効投票数を１号議員の定数で除して
得た数の６分の１以上の得票がなければ当選で
きません。立候補者が１号議員の定数を超えな
いとき若しくは超えなくなったときは投票を行わ
ず、直ちに選挙委員会を開き１号議員の立候
補者をもって当選人を決定します。

◆２号議員の選任（定数３５名）
●選任　表２の部会ごとに、部会の会議を招集し、各部

会に割当てられた数の２号議員を選任します。
各部会に対する２号議員の割当数は、会頭が
常議員会の意見を聞いて定めます。

●選任・被選任の資格　平成２８年６月１日までに会員と
なって部会へ所属し、会費を完納した会員に限
ります。２つ以上の部会に所属する会員は、あ
らかじめ希望によって定める１部会においてのみ
選任・被選任の資格を有します。

議員選挙・選任のお知らせ

◆３号議員の選任（定数 15 名）
●選任　平成２８年６月１日現在における会員であって、１

号議員の選挙権を有する会員の中から、会頭
が常議員会の承認を得て選任します。

●平成２８年度大府商工会議所議員選挙日程
 ６月１日（水） 選挙人名簿調整日
 ７月１４日（木） 選挙人名簿縦覧期間告示
 ７月２５日（月）～７月２９日（金）
 選挙人名簿縦覧期間
 異議の申立
 ８月５日（金） 選挙人名簿の確定
 ８月８日（月） 選挙の告示
 1 号議員の立候補受付開始
１０月７日（金） 立候補締切り
１０月１２日（水）  午前９時　立候補辞退期限
１０月１７日（月）  選挙日

●表１ 選挙権の個数　　　 ●表２ 選任する部会名

持口数
１
２
３
４
７
１４
２４
２９
３８
４８
５８
６７

個数
１
２
３
４
７
１２
１９
２３
３０
３７
４４
５０

商業部会
製造業部会
建設業部会
情報・物流・サービス業部会

今年のフィリピンは、日本と国交正常化60周年と新しい大統領
が選出された年です。
　そのような記念すべき年に、経済・産業視察を実施致します。
日本から進出している企業も多く、愛知県からは 40 企業と 57 拠点が
進出しています。ポストBRICsとも言われ、フィリピンにとって日本は、
最大の貿易相手国であり，かつ最大の投資国でもあります。
　親日的な国民も多く、経済成長が続くフィリピンを視察することは、
今後の事業の発展の参考になると思います。
　会員皆様のご参加をお待ちしています。

フィリピン経済産業視察研修の
　　　　　　　ご案内

★期　　間：平成２８年１１月２日(水 )～１１月６日(日 )〔４泊５日〕
★旅行代金：２２９,８００円（20 名以上２人部屋利用）注）15～19 名の場合、249,800 円
　　　　　　〔中部空港発着・全行程食事付・添乗員同行〕
　　　　　　※空港施設使用料・現地空港税・燃油サーチャージを含む
　　　　　　　シングルユース追加代金　48,000 円
　　　　　　　ビジネスクラス追加代金　85,000 円～ ( 人数による)
　　　　　　　（この他に諸雑費として２０,０００円程度お預かりする予定です）
★訪問都市：フィリピン（マニラ、セブ）
★募集人員：２５名まで（先着順受付）
★募集締切：７月２９日（金）〔定員になり次第締め切らせていただきます〕
★行 程 表：行程等は若干の変更が生じる可能性があることをご了承ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　= 空路（航空機）　––陸路（専用バス） ※時刻は現地時刻

11月2日
（水）

中部国際空港 　＝　 　マニラ　  ––  　マニラ日本人商工会議所訪問　 –– 　ホテル
　9:35 発　   　　12:45 着14:00 発　　15:00 着　　　　　　17:00 発　　　17:30 着

ホテル ––  FPIP( 工業団地 )訪問　 –  デンソーテクノ㈱フィリピン訪問  ––  ホテル

市内視察（大型ショッピングセンター、ローカル市場、歴史遺産・文化施設等）

8:00 発    　9:30 着　　　13:00 発     　14:30 着　　　　　　　　16:00 発  　16:30 着

マニラ空港　＝ セブ島  ––  MERA SENKO Corp 訪問 　––  ウノス㈱訪問 　––  ホテル
9:00 発 　　　10:15 着　　13:30 着 　　　　15:00 発　　15:30 着16:30 発  　17:00 着

ホテル  ––  セブ島      ＝       マニラ        ＝     中部国際空港
9:00 発　   11:00 発   　  12:15 着 13:50 発          18:55 着　

11月3日
（木）

11月4日
（金）

11月5日
（土）

11月6日
（日）

夕食：現地企業との交流懇談会
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功労者表彰

永年勤続者表彰

大府市長表彰　
　藤崎　功太郎　オオブユニティ㈱

大府商工会議所会頭表彰
　神谷　勝則　　愛三工業㈱
　世古　貴弘　　愛三工業㈱
　田中　勝彦　　愛三工業㈱
　本田　義彦　　愛三工業㈱
　松田　幸春　　愛三工業㈱
　大橋　直人　　アルメック㈱
　冨田　泰弘　　（公社）大府市シルバー人材センター
　長谷　　透　　㈱豊田自動織機 長草工場
　真崎　大助　　㈱豊田自動織機 長草工場
　濱島　祐尚　　㈱名張製作所

　大府市長　岡村秀人氏、大府ライオンズクラブ会長　松
井孝憲氏、大府ロータリークラブ会長　横山明巳氏ご臨席
のもと、「平成28年度 大府商工会議所優良従業員表彰式」
を開催しました。
　対象者としては、会員事業所に勤務する従業員の方で、
※功労者（職域にあって発明考案や創意工夫などによって
企業の発展に貢献のあった方）
※永年勤続者（永年勤務しその勤務成績が優秀な方）
に表彰を行っています。
　表彰を受けられた皆様には、今後とも企業の発展のため、
地域振興のために、ご尽力くださいますようお願い申し上
げます。

　今年度は、23事業所から、功労者17名、永年勤続者34名の推薦をいただきました。
お名前は次のとおりです。 

大府ライオンズクラブ会長表彰
　間瀬　紀子　　㈱浅井歯科技研
　田中　克治　　アズイン大府
　楠田　義幸　　日本ベンダー整備㈱
大府ロータリークラブ会長表彰
　新美　輝政　　アルメック㈱
　山田　光乗　　㈱豊田自動織機 大府工場
　佐藤　彰史　　㈱名張製作所

大府市長表彰
　山頭　三次雄 愛三工業㈱
大府商工会議所会頭表彰
　川上　幸治 愛三工業㈱
　相畑　正一 愛三工業㈱
　木戸　　修 ㈱豊田自動織機 長草工場
　古橋　清人 愛三工業㈱
　横尾　基博 愛三工業㈱
　近藤　辰巳 東海興業㈱
　神谷　敏郎 東海興業㈱
　森　　直樹 東海興業精機㈱
　深津　勇人 ㈱豊田自動織機　長草工場
　奈良　博之 ㈱豊田自動織機　大府工場
　中村　文泰 イヅミ工業㈱
　古田　　誠 ㈱豊田自動織機　大府工場
　久田　章義 福富金属㈱
　吉川　　浩 日本ベンダー整備㈱
　都築　敬司 福富金属㈱
　川口　健吾 イヅミ工業㈱
　下村　和也 愛協産業㈱
　山田　勇治 愛協産業㈱
　近藤　信則 愛知金属工業㈱
　山田　洋嗣 福富金属㈱
　梶野　義文 三幸技研㈱
　川崎　　貢 三幸技研㈱
　及川　　聡 ㈱カワグチ
　川崎　泰輔 福富金属㈱

　川久保　博文 ㈱共和熱処理
　水野　長生 ㈱共和熱処理
　辻岡　道雄 ㈱共和熱処理
大府ライオンズクラブ会長表彰
　谷川　浩志 日本ベンダー整備㈱
　秋田　　淳 ㈱中西
　山本　大輔 ㈱カワグチ
大府ロータリークラブ会長表彰
　上田　広行 日立住友重機械建機クレーン㈱
　 名古屋工場
　桜井　芳忠 ㈱ケーエスシー
　大澤　祥子 ㈲ローザンヌ

　　　　

平成28年度 優良従業員表彰式開催
５月３１日（火）　於：当所３階大ホール　 時：１０：３０～１１：３０

（敬称略）

（敬称略）

功労者表彰を受けた方々 永年勤続者表彰を受けた方々

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）

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

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

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

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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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

会議所だより会議所だより

「橋本実践塾」総括発表会・修了式を開催
５月２７日（金）　　 於：当所３階大ホール
　　　　　　　　　　　　　時：10:00～12:00

　当所製造業部会では人づくりの一環として「橋本
実践塾」を開講しており、2７年度の第８期生の総括
発表会・修了式を開催しました。
「橋本実践塾」とは、「現場改善の基本である２Ｓ（整
理・整頓）を進めていけば、必ず現場の問題点の本質
が見えてくる」という考え方に基づきスタートした活
動です。
　第８期生は、９人(９社)・2チームで構成され、表１の
とおり４回の活動を各社で実施してきました。
　「橋本実践塾」の活動内容　　　　[表1]

　発表当日は製造業部会の野村部会長と笹田分科
会長をはじめ役員、参加事業所の経営者など４２名が
見守る中、活
動に参加し
た８名が胸を
張って１年間
の成果発表
を行いまし
た。

　発表修了後には塾生一人ひとりに修了証が授与
され、笹田分科会長より激励の言葉をいただきまし
た。

「橋本実践塾」第９期生始動！！
６月３日（金）　　  於：当所３階大ホール
　　　　　　　　　　　　　時：1３:30～1５:３0　
　平成2８年
度についても
製造業以外の
事業所から塾
生を加え「橋
本実践塾」の
第９期生の開
講式を開催し
ました。
　笹田第１分科会長が開講挨拶を行った後、橋本塾
長が「改善は職場の２Ｓ（整理・整頓）からスタート」
というテーマで講義を行い、２Ｓに対する理解を深
めました。
　第９期生は、１０人（１０社）・２グループで活動を
行ってまいります。

「平成28年度愛知県商工会議所
青年部連合会第1回会長会議開催」
５月２６日（木） 　  於：おおぶ文化交流の杜
　　　　　　　　　　　　時：１１:００～２０:３０　　
　今年度、愛知県商工会議所青年部連合会（以下
愛知県連）会長に、大府としては初めて、古市晃久
氏（平成２６年度青年部会長/フリックイン福井㈱ ア
ズイン大府 専務取締役）が就任し、その第１回の会
議が大府の地で開催されました。
　愛知県連は県下２０の商工会議所青年部が所属
する会員数１，９０９名に及ぶ国内最大の連合会で
す。毎年４回の会長会議と、１回の県連大会を行い
ます。
　この日開催された各会議では総勢約１７０名の青
年部会員が熱い議論を交わしました。また、会議冒
頭では大府市長岡村様や大府商工会議所井上専
務理事にご挨拶いただき、地域における青年部の
重要性とエールをいただきました。
　愛知県連では「Action!!
　行動力をもって熱い絆
を創っていこう」をスロー
ガンに掲げ、一年間活動
されます。チャレンジ精神
溢れる大府初の古市県連
会長を商工会議所として
も全力で支援してまいり
ます。

「売れる商品・サービスの作り方」講演会
５月３１日（火）　 　　 於：当所３階大ホール
　　　　　　　　　　　　　時：１３：００～１４：３０
　産業支援で全国から注目を集めている富士市産
業支援センターf-Biz(エフビズ)のセンター長、小出
宗昭氏を講師に招き「売れる商品・サービスの作り
方」と題して講演会を開催しました。市長、副市長、
正副会頭を始め55名と多くの参加がありました。
　「相談者は、厳しい経営状況を改善するため、来所
される方も多く、毎回が真剣勝負である。」
　「経営者は、
事業が成り立
たなければ死
活問題である
ため、やる気
のない人はい
ない、提案内
容が受け入れ
てもらえなけ
れば内容が悪
い、受け入れられるまで提案する」と述べられ、中小
企業支援に対する熱い想いが伝わってきました。ま
た、提案時に注意している事項は、「お金を掛けずに
流れを変える」「真のセールスポイントを生かす」「業
界の常識を疑う」「ターゲットを絞り込む」といった内
容でした。
　参加者は、小出先生のお話に引き込まれ、時間の
経つのも忘れ、聞き入っていました。

活動内容回数

1 回
現場に塾生が集まり、『問題点の洗い出し』
を実施 ( 主催事業所の塾生がリーダ役 )

『整理・整頓』を行い、問題点の本質を顕
在化させ、それぞれの問題点を改善 ( 塾
生が考え、実施 )

現場で成果発表会を行ない、実施した改
善の考察を行い、改善プロセスを共有化

2 回

3 回

4 回

「橋本実践塾」第９期生の紹介  　　  
1 グループ
№

1

2

3

4

5

㈱ 不 二 塚 工 業

東海興業精機㈱

大 東 興 産 ㈱

中 島 特 殊 鋼 ㈱  

㈱ ケ ー ツ ー

山口 憂二

榊原 陽一

坂野 嘉幸

佐野　蓮

森川 正一

6～ 7月

8～ 9月

10～ 11月

12～ 1月

2～ 3月

会社名 塾　生 活動期間

２グループ
№

1

2

3

4

5

福 富 金 属 ㈱

㈱ 共 和 熱 処 理

㈱ げ ん き の 郷

㈲ 堀 川 製 作 所

㈱ F A S T

石﨑 歓基

橋　保則

徳永 知泰

夫馬 吉生

伊藤 一輝

6～ 7月

8～ 9月

10～ 11月

12～ 1月

2～ 3月

会社名 塾　生 活動期間
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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。

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

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。

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

大府支部平成２８年度通常総代会
６月７日（火）　　 於：当所2階会議室
　　　　　　　　　　　　　　時：1８:00～1９:０0

　来賓に大府商工会議所加藤副会頭、井上専務理
事、間瀬事務局長をお迎えし、盛会裡に挙行しまし
た。４議案（第１号議案「平成2７年度事業報告書並び
に同収支決算書の承認について」、第２号議案「平成
28年度事業計画書（案）並びに同収支予算書（案）の
決定について」、第３号議案「取引金融機関の決定に

ついて」、第４
号議案「その
他」）が上程さ
れ、各議案と
も原案通り可
決されました。

平成２８年度第１回本支部連絡会
６月８日（水）　  於：当所３階大ホール
　　　　　　　　　　　　　時：１０:００～１１:３０　

　大府商工会
議所は、より
地域に根ざし
た活動を行う
ため、地域毎
（大府・横北・

共長・吉森）に支部を組織し、その活動を支援して
います。
　毎年、相互に情報の共有化及び意見交換を行う
機会として、本支部連絡会を開催し、前年度の活動
実績と今年度の事業計画について、各支部長が報
告を行っています。事務局からは、平成２８年度地域
活動事業費と風車共済支部活動費の概要説明を行
い、支部会員数や共済加入口数を確認しました。ま
た、会員加入促進キャンペーンの継続と風車共済
加入促進キャンペーン（平成２８年７月１日～１５日）
の概要説明を行い、支部役員に理解と協力を求め
ました。特に風車共済においては、当所独自の給付
制度の支給条件を緩和し、加入者にメリットを感じ
ていただける内容に変更することを支部役員に説
明しました。
　最後に大府市への提言を９月下旬に実施するに
あたり、各支部で重点項目を３つに絞り、順位付け
して会議所に提出していただくよう依頼し、第２回
目連絡会を１０月３日(月)に開催することを確認し、
閉会しました。

第５回フェスタ実行委員会（第３回）
６月９日（木）　 　　 於：当所３階大ホール
　　　　　　　　　　　　　時：１４:００～１５:３０
　会議所の「ウェルネスバレー推進会議」でウェルネ
スバレーの認知度向上、にぎわいの創出、産業振興
を目的に平成２６年度からの実施を決定し、今回で５
回目をむかえます。
　６月９日（木）に「第５回ウェルネスバレーフェスタ実
行委員会」が実施されました。第１回は３月２５日
（金）、第２回は４月２２日（金）に実施で、第３回目の実
施となります。
　実行委員は、大府市と東浦町の３３機関に所属の
３９名で構成をされています。
　実行委員会では、ウェルネスバレーフェスタ実施
日、テーマ・サブテーマ、イベントや出展（店）につい
て協議をし、決定をしていきます。現在までの決定事
項は、以下の通りです。

＜決定事項＞
　実 施 日：９月１１日（日）
　実施時間：１０時～１９時（予定）
　テーマ
　『みんなで創ろう、健康のまち』
　サブテーマ
　『ウェルカム！ハピネス！ウェルネスバレーフェスタ』
※今後は、出展内容、イベント、ステージ等、について
さらに協議をし、大府市民、東浦町民および近郊
住民に楽しんで「ウェルネスバレー」を感じるイベ
ントにしてまいります。

女性会
「冠婚葬祭マナーと
  美味しいお茶のおもてなし講座」
６月15日（水）　                  於：当所２会会議室
　　　　　　　　　　　　　時：10：00～12：00　
　当所女性会は、講師にオフィス成旺代表の伊藤享
子氏をお招きし、みだしのセミナーを開催しました。
　近年、冠婚葬祭において簡素化されてきている流
れの中で、今一度マナーについて見直す良いきっか
けとなるとともに、お茶の入れ方についても、ひと工
夫することで大変美味しくなることが分かり、大変
勉強になりました。
　「今さら人に聞けないが、実は分からない・・」と
いった悩みを
解決いただ
き、充実した２
時間となりま
した。

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）～
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あなたに大きな安心を
～事業所福祉制度の充実を会議所共済で～
風車共済は、大府商工会議所の会員を対象にしたグループ生命共済制度です。

1口1,000円で大きな安心が得られます。（最高５口、但し61歳以上は掛金が変わります）

風車共済加入推進キャンペーン
　７月1日（金）～15日（金）

平成２7年１２月7日支払いの配当金

掛金1口1,000円中約288円の還付
（61歳以上の被保険者につきましては配当金が異なります）

28.8％還付
風車共済

（平成２６年９月１日～平成２７年８月３１日）

配当金実績

保険金・給付金等のお支払い状況

加入状況

死亡保険金 １件

ケガ入院給付金 4件

合　　計 5件

ケガ通院見舞金 ２0件

病気入院見舞金 １5件

還暦祝金 24件

結婚祝金 １9件

出産祝金 18件

合　　計 96件

５００，０００円

３４２，０００円

８４２，０００円

３１０，０００円

２４０，０００円

４３０，０００円

３３０，０００円

４１０，０００円

１，７２０，０００円

ア
ク
サ

生
命
保
険

よ
り
給
付

会
議
所
独
自
給
付 

事　由 件　数 金　額

注意！　見舞金・祝金の請求をお忘れではありませんか？

こんなにお役に立ちました

風車共済の掛金の一部は支部
活動費として、お役立ちして
おります！

平成27年９月１日現在

平成２６年１２月支払 １１．３％

平成２５年１２月支払 １２．６％

平成２４年１２月支払 ３０．９％

平成２３年１２月支払 ２２．９％

加入事業所

加　入　者

６６０件

１，８３９名

当所職員が、会員事業所をお伺いいたします。
この機会に、ご加入や増口をご検討下さい！　　　　

【問合せ】
   大府商工会議所　電話：0562-47-5000

■住所 中央町3-81
■電話  0562-85-6884
■営業  17：00～24：00
　　　（Lo.23:00）
■定休 日曜日

炭火焼鳥　りこどん 
「備長炭を使用した串焼き」

美味しいまちのグルメ駅伝美味しいまちのグルメ駅伝

炭火焼鳥りこどん
山本恵士さん

串バル がぶっと
ごっくん

岩村健作さん
紹介ランナー

　備長炭を使用した串焼き
で、ハツ、きもについてはレ
ア焼きで提供しています。
きものパサついた感じが苦
手な方にもオススメです。
だしわさびで食べる、とりむ
ねのたたきもオススメです。

次回ランナーは、炭火焼鳥りこどんの山本恵士さん

　今年のつつじまつり親と子の写生大会（４月３０、５月１日開催）入選作品が決定しました。当所は、次
の作品を会頭賞と青年部会長賞に選出しました。
　表彰式は、６月２５日（土）、大府市役所地下多目的ホールで行われ、入選作品は、市役所１階ロビーで
お披露目されます。皆様も大府商工会議所もしくは大府市役所へお越しの際に、是非ご覧ください。

第４０回大倉公園つつじまつり
親と子の写生大会入選作品決定！

▲深谷将之さんの作品 ▲竹内媛菜さん（常滑市・小学４年生）の作品

大府商工会議所会頭賞

▲藤田由紀子さんの作品 ▲加藤さくらさん（大府市・小学１年生）の作品

大府商工会議所青年部会長賞
【児童の部】【一般の部】

【児童の部】【一般の部】
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大府商工会議所前期会費納入のお礼 今年も行政への提言を行います！
～会員の皆様の意見をお聴かせ下さい～

■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、前月と比べほぼ横ばい。
産業別にみると、製造業、サービス業で改善、
その他の３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。

●「自動車関連の工場停止による減産の反動に
よって、受注量が増え、多忙である。採算の好
転が見込まれる」（自動車・附属品）、「個人消
費が振るわない。構造改革によって、現状打
破を図ってほしい」（家具・建具等卸売業）、「イ
ンバウンドによる売上の伸びが止まり、衣料品
販売の動きも悪い。今後も苦戦が続く見通
し」（百貨店・総合スーパー）、「ゴールデン
ウィークの来客数は前年の半分に減少した。
地元の大手自動車メーカーの休日出勤が増
えたためとみている」（理容業）

●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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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
   12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月～8月 

業　　況 ▲ 16.3 ▲ 13.7 ▲ 22.8 ▲18.0 ▲20.6 ▲20.7 ▲23.6
       
売　　上  ▲ 6.0 ▲ 10.9 ▲ 11.1 ▲4.5 ▲11.8 ▲11.6 ▲17.7

採　　算 ▲ 13.9 ▲ 17.7 ▲ 28.3 ▲17.5 ▲18.2 ▲19.0 ▲20.8
       
資金繰り ▲ 10.4 ▲ 9.7 ▲ 10.2 ▲7.4 ▲14.9 ▲8.0 ▲13.1
       
仕入単価 ▲ 32.7 ▲ 19.0 ▲ 25.8 ▲21.7 ▲18.7 ▲17.3 ▲19.4
       
従 業 員 16.3 19.7 16.1 18.1 11.8 12.8 13.3

平成 28年 5月調査結果

全産業ＤＩ（前年同月比）の推移
  

大府商工会議所からのお知らせ

日　　時　９月２０日（火）8:07スタート
会　　場　新南愛知カントリークラブ美浜コース
プレー代　１８,３８８円（消費税込）当日払い
参 加 費　３,０００円  年会費 １,０００円
競技方法　ダブルペリア　定員１０組 (４０名 )
申　　込　8/19（金）までに参加費と年会費を商工会議所へお支払いください｡
主　　催　大府商工会議所ゴルフ委員会
問 合 せ　０５６２－４７－５０００

　大府商工会議所では、部会・支部・委員会等
からの意見をまとめ、大府市長、大府市議会議長、
愛知県知事、地元国会議員などへ要望書を提出
しています。　　　
　平成２８年度も、意見のとりまとめを行う時期
となりました。広く会員の声を反映した内容にす
るため、ご意見のある方は、商工会議所役員・
部会役員・支部役員・事務局までご連絡ください。

　期　間：７月１日(金 )～
　　　　　　　　　７月２２日(金 )
　連絡先：大府商工会議所 事務局

　商工会議所会費納入につき、口座振替を登録
されている会員様につきましては、去る６月２７
日（月）、前期分会費を指定口座より引き落とし
させていただきました。ご協力ありがとうござい
ました。
　さて、会報６月号でお知らせしたとおり、今年
度より会費を口座引き落としさせていただいた
会員様への領収書は、希望される方のみに発行
することになりました。
　領収書を希望される場合は、お手数ですが、
当所総務・会員サービス課までご連絡下さい。
後日、領収書をお送りいたします。

　問合せ：総務・会員サービス課
　電　話：０５６２－４７－５０００

平成２８年度事業所定期健康診断
　当所では福利厚生事業の一環として、事業所の定期健康診断・生活習慣病健診を実施しています。是非
この機会に受診されますようご案内します。

　★健 診 日　９月２９日 (木 )、１０月１７日（月）※いずれか希望日を選択
　★健診会場　大府商工会議所　　★申込期日　８月３１日(水 )

　詳細・お申込みは、７月号会報に封入されている「定期健康診断生活習慣病
予防健診のご案内」をご覧ください。当所ホームページにも掲載しています。

平成28年6月10日現在

～第27回会頭杯ゴルフコンペ～

奮ってご参加ください！

大府商工会議所は、年２回（春・秋）ゴルフコンペを開催しています。

風車共済２口以上加入で
１，５００円補助あり！
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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6月末会員総数

1,721

平成28年度大府商工会議所

4～6月加入者数

目標達成まで

36

124

　皆さん「安い！！」とびっくりされますが、美味しさと愛情はたっぷりとアンコと一緒に
詰まっております♪店内には常に、15 種類ほどの季節の生菓子が並んでいますが、そ
の中でも一番人気なのが「よこどりまんじゅう」！！「横から手が出るほどのおいしさ」が
名前の由来です♪
　これからの季節、和菓子職人手作りのあんみつも大人気！さらに、大府特産の巨峰
を使った和菓子が登場してきます。暑い夏でも皆様が笑顔になれる美味しい和菓子
を揃えてお待ちしております♪

創業 45年　地域密着！地元の和菓子屋さん

●住所／大府市吉川町 6丁目 21  
●TEL／ 0562-48-8012
●定休日／火曜日
●営業時間／ 9：00～ 18：00
●駐車場／有

㈱鶴家吉祥
店長　浅田　英予

タツミ化成株式会社

「顧客」「社員」「地域」　３つの満足    

代表取締役　山崎　宏文

　当社は、昭和５１年に山崎伊佐雄（現会長）が、プラスチック製品の製造業とし
て創業致しました。創業時より、「顧客」「社員」「地域」の３つの満足の連鎖的拡
大を信じ、全社員が努力を続けています。また、「提案型企業」を前面に出し、プ
ラスチック製品の試作から量産までを社内一貫生産で行ってます。最近では、
新たな事業としてレーシングシミュレーターやドライカーボン製品の製造を、
独自の技術で始めました。３つの満足により実現したレーシングシミュレー
ターにご興味のある方は、お気軽にご連絡を下さい。

●住所／大府市横根町新江１５番地１２    
●TEL／ ０５６２－４６－３３０５
●ホームページ／
　http://www.tatsumikasei.co.jp        

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年度 大府商工会議所 優良従業員表彰式
功労者表彰 17名・永年勤続者表彰 34名
受賞者の皆様　おめでとうございます！

大府ブランドを世界に！

▲功労者表彰・大府市長表彰【受賞者】
オオブユニティ株式会社
藤崎　功太郎　氏


