
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7月末会員総数

1,718

平成28年度大府商工会議所

4～7月加入者数

目標達成まで

44

116

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

173
2016.8.1

Vol.

THE OBU CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

～大府の店のプロが教えてくれる～
第１７回　おおぶふれあいゼミナール　始動！
　夏講座期間：７月２３日（土）～８月３１日（水）

大府ブランドを世界に！

Cafe MORRIS（長草町）
珈琲豆　焙煎体験

～煎りたて・挽きたて珈琲を飲んでみよう～

肉のうまさ！　舌の肥えたお客様に愛されて３０年！！
生のまま仕入れて店で手切りしています。
肉・タン・ハラミ（国産）・内臓　生のうまさがひきたちます。
下ダレ・つけダレ味香自家製で他にはない味です。　
おじちゃん・おばちゃんでやってます。   

今夜は　焼肉できまり！！    
●住所／大府市月見町６－５  コーポ加藤（KATO）    
●TEL／０５６２-４６-６８４０
●定休日／毎週 火曜日定休日
　　　　　毎月 第１・第２火曜日は連休
●営業時間／
　平　　日　１７：００～２３：００
　日・祝日　１７：００～２２：００

焼肉　味　香
店長　横井　武代

㈱トヨタエンタプライズ
（あいち健康プラザ）

あいち健康プラザ健康科学館　夏の企画展示開催！    

施設長　安藤　暢章

　あいち健康プラザ健康科学館では、年に４回、季節ごとに特別展示（企画展示）を開
催しています。今年の夏は、五感のふしぎをテーマに、「五感をくすぐる魔法の館～マ
ジックミュージアム～」を開催いたします。トリックアート、だまし絵、音を集めるパラ
ボラアンテナをはじめ、五感を試す展示が盛りだくさんです。マジックショーなどの特
別イベントも開催します。是非、この機会に健康科学館をご利用ください。 

●住所／東浦町大字森岡字源吾山１－１      
●TEL／ 0562-82-0211
●定休日／ 月曜日〔月曜日が祝日の場合は、翌日の
　　　　　 平日。８月１５日（月）は臨時営業〕
●開催期間／ 平成２８年７月１６日（土）～９月４日（日）
●営業時間／ 9：30～ 17:00（入館は16：30まで）
●入場料／ 大人５７０円、小中学生２１０円、未就学児無料



７月１３日（水）於：当所３階大ホール　時：14：00～1５：４０

第２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
　２１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　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。　　　　　　　※敬称略
稲吉正明（㈱豊田自動織機共和工場 安全・総務部

部長）
交代理由：前任者西巻知之氏の人事異動
鈴木康男（㈱げんきの郷 代表取締役社長）
交代理由：前任者岡部篤男氏の退任
議案第３号　議員選挙に係る告示 (案 )について
　大府商工会議所議員の任期満了に伴う選挙の告示
について、次のとおりとする。
選挙期日　平成２８年１０月１７日（月）
　　　　　午前９時～５時
投票場所　大府商工会議所３階ホール
選挙する議員　１号議員　５０人
候補者の届出期限　平成２８年１０月７日（金）
告示日　　平成２８年８月８日（月）
議案第４号　第７期２号議員の部会への割り当て（案）
について
　　各部会の会員数及び会員口数と部会の状況を勘案
し、商業６人、製造業１４人、建設業５人、情報・物流・
サービス業部会１０人の割り当てを行うことが説明されま
した。

４議案とも全て原案どおり可決されました。

報告事項
①議員選挙にかかる選挙委員について
・７月７日（木）、選挙長の井上専務理事より、伊藤美
穂氏、吉井通泰氏、内田広幸氏、伴憲孚氏に対して
選挙委員の委嘱状を交付。

②役員改選・要望に係るスケジュールについて
・８月８日（月）１号議員選挙告示、１０月７日（金）立
候補締切。大府市への提言は、９月２３日（金）、愛
知県への要望は１１月２２日（火）に実施予定。

③会員加入と推進キャンペーンについて
・目標１６０件、９月を会員推進強化期間とする。
④実践創業塾２０１６（創業支援事業者補助金）について
・会報８月号２頁と１４頁参照。
⑤地域力活用新事業∞全国展開プロジェクト採択について
・内容のブラッシュアップを図り、商品化を目指す。
⑥第５回ウェルネスバレーフェスタについて
・９月１１日（日）あいち健康の森で実施。
⑦夏期の電力抑制にかかる夏季休館について
・８月１２日（金）と１５日（月）を休館。
⑧風車共済加入推進キャンペーンについて
・７月１日（金）～１５日（金）の１１日間実施。
⑨熊本地震災害義援金について
・募金額１,７２５,１２７円（７月１１日現在）
⑩リオデジャネイロ五輪女子レスリング代表選手壮行会チ
ケット販売報告について
・商工会議所受付    ９５０,０００円（４６件）
・至学館大学受付 １,５２０,０００円（　６件）
⑪海外視察研修事業について
・１１月２日（水）～６日（日）４泊５日にてフィリピン経済
産業視察実施。

⑫役員視察研修について
・来年１月下旬実施で視察地を検討中。
⑬ものづくり補助金採択状況について
・当所支援（経営革新計画含む）として８件採択。
⑭主要会議の日程について
⑮会員の脱退並びに変更について
⑯７・８月の行事予定について
⑰平成２７年度知多地域経済会議要望書に対する県の所
見について

▲下本駅長（左）と木村会頭（右）

所在地：長草町新池88-45　TEL　0562-38-5272
「おおぶふれあいゼミナール」は、豊富で魅力的な内容の全４１講座を開講します。
チラシは、当所窓口または、7月15日号大府市広報折込チラシ、大府市役所1階、
JR大府・共和駅のパンフレットスタンドに設置してます。
※詳細につきましては、チラシまたは当所HPをご覧下さい。
　（http://www.obu-cci.or.jp/）

　ＪＲさわやかウォーキングのコース設
定やコース上施設への受け入れ要請、
当日のガイド案内、無料接待など、『大
府版おもてなし』が評価されました。
　去る７月６日（水）、大府駅の下本駅
長より木村会頭が感謝状を受け取りま
した。

　大倉公園への木製ベンチの寄附に対して、感
謝状をいただきまし
た。
　このベンチは、産
業文化まつりのチャ
リティ事業の収益を
原資にしています。

おおぶふれあいゼミナール　チラシ

ＪＲ東海（株）大府駅から感謝状 大府市から感謝状
今月の表紙／ Cafe MORRIS 加古 宗幸氏（平成 28年 7月14日撮影）
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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
7/31 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6

8/7 8/8 8/9 8/10 8/11 8/12 8/13

8/14 8/15 8/16 8/17 8/18 8/19 8/20

8/21 8/22 8/23 8/24 8/25 8/26 8/27

8/28 8/29 8/30 8/31 9/1 9/2 9/3

クローズアップ・スケジュール
全国展開 大府ヘルスツーリズム・モニターツアー検討委員会　8 月 1 日（月）
昨年度に引き続き、大府市内を巡るモニターツアーを実施する
にあたり、観光による地域活性化について研究をされ、「人材
育成」の必要性を唱える和歌山大学 教授 大澤健氏を交えて、
魅力あるコースづくりについて、検討を重ねていきます。
議題：モニターツアーの実施内容について
時間：11：00 ～ 13：00 
場所：当所 2 階会議室

第3回滝谷経営塾　　　　　　　　　　　　　8月4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   
場所：当所　3 階大ホール
講演内容    
・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  
・目標を作成する、課題を生成する  
※第 4 回は、9 月 8 日（木）の 15：00 ～ 17：15 です。

営業秘密管理セミナー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8 月 24 日（水）
情報流出が疑われる時代に、「あなたの会社の営業秘密や独自技術をしっかり守り、活か
すために」どう対処されていますか？知らないと損するすぐに改善できる簡単な対処法か
ら、知財戦略や漏えい対策にいたるまでを学べる内容のセミナーです。
講師：（独）工業所有権情報・研修館  知的財産戦略アドバイザー　境野良一　氏 
時間：15：30 ～ 17：00   
場所：当所　3 階大ホール   
参加費：無料   
定員：60 名（申込先着順）   

実践創業塾 2016　　　　　　　　　　　　8 月 20 日（土）・8 月 27 日（土）
主婦・学生・会社員等、創業準備中の方や将来創業を考えている方、創業 5 年以内の方
ならどなたでも参加できます。＜起業家支援セミナー全 4 回講座＞
講師：中小企業診断士　佐原啓泰　氏　　 　　　　  
日時：8 月 20 日　10：00 ～ 12：00（ガイダンスセミナー）　　 　　　　  
　　　8 月 27 日　9：30 ～ 16：30（1 回創業塾） 
場所：当所　3 階大ホール
受講料：5,000 円（ガイダンスセミナーのみの方は、無料） 
定員：30 名（申込先着順）    
※ 2 回（9 月 3 日）・3 回（9 月 17 日）・4 回（9 月 24 日） 

共長夏まつり 全国展開委員会
11：00 〜 13：00

橋本実践塾
9：00 〜 12：00
フェスタ実行委員会
14：00 〜 16：00
青年部三役会
20：00 〜 22：00

滝谷経営塾
15：00 〜 17：15

幹部会議
10：00 〜 11：30
第 5 回ワイガヤ会
14：30 〜 16：00

大府夏まつり

大府夏まつり 金融審査会
10：00 〜 12：00
定例税務経理相談
13：30 〜 15：30
知多地域経済会議幹
事会
16：00 〜 17：30

橋本実践塾
9：00 〜 12：00
ウェルネス開発研究会
15：30 〜 17：00

市長との早朝会議
7：30 〜 8：30
正副会頭会議
9：00 〜 11：00
青年部理事会
19：30 〜 22：00

山の日 夏季休館

夏季休館 女性会理事会
13：30 〜 15：00

　　　　      
一斉清掃日

定例金融相談
10：00 〜 16：00

実践創業塾
10：00 〜 12：00

週末個別相談会
10：00 〜 12：00

橋本実践塾
9：00 〜 12：00

住宅修繕相談
13：00 〜 16：00
営業秘密管理セミナー
15：30 〜 17：00
住宅修繕定例会
19：30 〜 21：00

ウェルネスバレー推進
会議
10：00 〜 12：00

実践創業塾
10：00 〜 12：00

橋本実践塾
9：00 〜 12：00
地域開発委員会
15：00 〜 17：00

フェスタ実行委員会
14：00 〜 16：00

3

August 8 月

2



平成２８年度吉森支部通常総会
6月16日（木） 於：半月みんなの家
　　　　　　　　　　　 　　　時：19:30～2０:３0 

　支部会員なら
びに支部役員・
事務局出席の
下、吉森支部総
会を開催しまし
た。支部長 岡部
篤男氏（㈱げん
きの郷）の挨拶

後、２議案ならびに、現監事 永井利典氏の人事異動
に伴う新監事 斉藤博文氏（碧南信用金庫 大府西支
店）の交代について、全て原案とおり可決されまし
た。
　また、「ウェルネスバレー構想と大府の観光」～大
府市中小企業振興アクションプラン～と題して、大
府市役所 商工労政課長 鈴木秀規氏より、講演をい
ただきました。
　今後も吉森支部は、石ヶ瀬川夜桜ライトアップをメ
インに、地域資源
を活かした観光名
所に力を注ぎ、大
府市内のみならず
広く地域の方々に
知っていただける
よう、広報していき
たいと思います。

横北支部第１４回通常総代会
６月２７日（月） 於：寿司割烹なだか
　　　　　　　　　　　　　　時：１８:００～１９:００  

　横北支部は、横根町の「寿司割烹なだか」におい
て、来賓に半谷副会頭、井上専務理事を招き、横北
支部第１４回通常総代会を開催しました。支部役員
及び総代合わせて２６名が参加しました。
　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
活動計画案及び
収支予算書につ
いて」とも賛成多数で原案通り可決承認されました。
【平成２７年度の活動報告】
　９月１９日、至学館大学駐車場で「第１０回月見の
会」を実施（２５０名参加）。１月２４日、「地元氏神様初
詣五社巡り」を実施（２００名参加）。これらの活動を
通じて、それぞれ会員事業所の家族、従業員の親睦
を深めることができました。
【平成２８年度の事業活動】
　９月１７日（土）　第１１回月見の会
　１月２２日（日）　第１５回五社巡り
の開催を予定しています。

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

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

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）

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

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

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～  

№ 事業所名 代表者 住　　所 業種・取扱い商品 所属部会

1 富士火災海上保険㈱ 畑　　和治 名古屋市 損害保険代理業 情報・物流・
サービス業

2 千寿 新井 英矢起 豊橋市 料理品小売業 商業

3 るんるん食品 稲中　和夫 岐阜市 料理品小売業 商業

4 ㈱あかりリサーチサービス 村上　一知 宮内町 他に分類されない専門サービス 情報・物流・
サービス業

5 Atelier Anela 白石　千晶 中央町 個人教授所 情報・物流・
サービス業

6 ゴトウ 後藤　徳夫 桃山町 建築工事業 建設業

7 インド料理  アルバッハラ 牟田　裕亮 月見町 中華料理店、その他の東洋料理店 商業

8 縁家（ゆかりや） 井之上 和寛 東新町 大工工事業 建設業

9 ㈲荒川屋 荒川　宜伸 豊田市 料理品小売業 商業

10 Moon Star Export シェン ナージ 豊明市 中古自動車小売業 商業

11 タウンランドスケープ㈱ 早川　明正 月見町 造園工事業 建設業

12 おきあがりこぼし 浅野　和平 刈谷市 酒場、ビヤホール 商業

13 宮﨑重量 宮﨑　厚志 若草町 機械器具設置工事業 建設業

14 森岡建装 森岡　晃司 横根町 塗装工事業 建設業

15 　－ 浅井　淳一 東海市 鉄骨工事業 製造業

16 塚本電気㈱ 塚本　義行 追分町 一般電気工事業 建設業

17 アクアジャパン㈱ 杉澤　典彦 岡谷市 料理品小売業 商業

18 ㈱十六銀行　リソラ大府出張所 山口　孝博 柊山町 普通銀行 情報・物流・
サービス業

19 行政書士村井法務事務所 村井　裕一 森岡町 行政書士事務所 情報・物流・
サービス業

20 　－ 片峯　潤志 名古屋市 その他の生命保険業 情報・物流・
サービス業

21 ㈱システック
大府営業所 原　宗明 追分町 ビルメンテナンス業 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5月10日～平成28年7月5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

㈱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

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

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 会議所だより

共長支部第１４回通常支部総会
6月28日（火） 於：ホテルアンビア松風閣
　　　　　　　　　　　 時：１１:３０～１４:００ 

　共長支部は、通常総会を開催しました。
　総会及び親睦研
修会には、４０名が
出席しました。総会
では支部長の深谷
孝利氏 (深谷設計
室)が議長を務め、６

議案（第１号議案「平成２７年度事業報告承認の件」、
第２号議案「平成２７年度収支決算承認の件」、第３号
議案「平成２８年度事業計画(案)の決定について」、第
４号議案「平成２８年度収支予算(案)の決定につい
て」第５号議案「予算科目内流用の承認について」、
第６号議案「役員の一部変更の承認について」）を上
程しました。審議の結果、全議案とも原案通り可決承
認されました。
　総会前には、掛川
花鳥園を訪問。咲き
誇る花々の歓迎を
受け、放し飼いの鳥
と触れ合いました。
総会後には大覚寺・
全珠院を参拝しました。完成に１０年の歳月を擁し、７
５０年ぶりに現れた日本一大きい千手観音とのこと
です。生憎の天気でしたが、参加された方々は晴れ
模様でした。

地域開発委員会
「大府市のまちづくりの検討」
　地域開発委員会（委員長：花井宏基氏／㈱花井
組）では、住んで良し・訪れて良しの魅力溢れた大府
市のまちを形成するため、講師に遠藤 新氏（工学院
大学建築学部・教
授）を招き、将来、大
府市のあって欲しい
まちの検討を重ね
ています。
　今年度もその一
環で、工学院大学遠
藤ゼミ研究室（１１名）の協力により、大府市の現地調
査を、６月７日～９日の３日間にわたり、大府市の大府
駅前・共和駅前・げんきの郷周辺・セレトナ池周辺を
重点に調査しました。
　「大府市は自然溢れたまちではあるが、その環境
資源がまちづくりに有効活用されていない。自然と
調和したまちにするためにも、長期的なまちのビジョ
ンをもってまちづくりを進めて行く必要性がある」と
の調査報告などがありました。
　委員会では、今後、３年間の委員会成果物として
「大府市のまちづく
り提言書」をまとめ、
会議所を通じて、９
月末に大府市に対
し、まちづくり提言
書を提出する予定
です。

第２回滝谷経営塾
7月7日（木） 於：当所３階大ホール
　　　　　　　　　　　 　　時：１５:００～１７:１５ 

　第２回滝谷経営塾は、前半にテキストを用いた講
義を実施、後半はチーム別の演習を行いました。

①ドラッカー｢経営の実学｣を用いた講義
　かつて全米１位の小売業者だったシアーズの創生
期を事例研究として、｢マーケティング｣、｢イノベー
ション｣、｢ディベロップメント(投資や育成)｣について
学びました。
　「事業とは何か」、「経営とは何か」、新しい顧客を
創造し、実現するために絶え間なく行われる「マーケ
ティング」、「イノベーション」、「ディベロップメント」
の３要素が非常に大切であると実感しました。

②テキスト｢見えない問題解決法｣（滝谷敬一郎著）
を用いた講義
　演習の事前学習として実施しました。行動するこ
とと自由に関心事を書き出し、それを否定しない大
切さを学びました。　

▲工学院大学・修士1年市原さん発表

▲工学院大学・遠藤ゼミ研究室のみなさん

③演習
　参加者を４チーム（経営・技術・営業・会議所）に編
成し、それぞれのテーマに関する関心事を書き出
し、どのようにまとめるかチーム内で議論、最後に
チーム別の発表を行いました。
　どのチームとも熱心な議論が行われ、大変有意義
な研修会となりました。
　次回は、８月４日（木）の１５：００より開催予定です。
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Ⅰ.大府商工業活性化ビジョンの全体像
＜2009～2018＞

海外事業展開の支援

社 会 人 学 舎

第 １ 期 短 期 行 動 計 画
＜ 重 点 事 業 の 推 進 ＞

も の づ く り 塾

産 学 官 連 携 交 流 会

ウ ェ ル ネ ス 研 究 会

＜新たな会議体の創設＞

第 ２ 期 短 期 行 動 計 画
＜事業(組織・運営)の見直しと活性化＞

新 社 会 人 学 舎

橋 本 実 践 塾

産 学 官 連 携 交 流 会

ウェルネスバレ-フェスタ

環 境 行 動 計 画

＜委員会の活性化＞

Our Philosophy
・地域への貢献
・社会への貢献
・世界への貢献

貢献

１ 土地利用等の見直し
２ 幹線道路等の整備促進
３ あいち健康の森を活かしたまちづくり
４ 安心安全のまちづくり、生活インフラ整備
５ 市街地の活性化
６ 意欲ある事業者への支援
７ 環境行動計画に基づく環境対策の推進
８ 大府市商工会館等の整備
９ その他

27年度大府市への提言・要望

１ 組織率の向上
２ 財政基盤の充実

商工会議所の
基盤整備

ウェルネスバレーの実現

地域の特性を活かしたまちづくり

①ウェルネスバレー推進会議での事業化推進

（ウェルネスバレーブランド化の推進）

②ウェルネスバレーフェスタの開催
③ウェルネスバレーロードの歩道環境整備

④長寿・医療・健康・福祉のMICEの誘致

①大府市全域及び中心市街地のまちづくりの創造

②空き店舗の活用

③高齢社会に向けた行政との連携

地域の魅力創出

①ウェルネスバレー地域の
発信型健康観光事業の推進

②特産品のPR事業
③観光客の誘致
④｢ふるさとガイドおおぶ」の継続支援
⑤地域コミュニティ事業との協力

⑥「花まるOBUプロジェクト」の推進

地域の魅力につながる
個店力のアップ

①地域資源を活用した
「健康逸品」の開発・発掘

②「健康逸品」のPR
③「ふれあいゼミナール」の組織拡充

世界に向けたまちづくり

地域おこし

情報基盤の確立

ＩＴの活用促進

①情報発信ツールの創設
②会議所ホームページの内容充実
③「まっちふる大府」の充実
④HP等IT化への個社(者)支援

第 3 期 短 期 行 動 計 画 （2016‐2018）
＜連携による相乗効果の創出＞

人
づ
く
り

人材力の向上

リーダーづくり

ネットワークづくり

人材確保
現場人材力の向上

中核人材の育成

会員間のネットワーク形成

①「新社会人学舎」の継続開催
②創業・起業者への支援

①研修会修了生による人的交流事業
②新規加入会員の交流事業

①「橋本実践塾」による現場力強化と人づくり

①専門知識と経験を有する人材育成

中小企業の人材確保支援事業

①公的機関との連携による人材確保支援

循環型社会・低炭素社会の実現

省エネの推進

循環型社会・低酸素社会の実現

①「環境行動計画」事業活動の継続実施

②省エネ改善支援の実施

③省エネの普及

経営基盤の確立 複合型産業基盤の確立

新産業の誘致と育成
①健康関連企業誘致の働きかけ
②生活支援ロボットセンターの活用
③産産連携による新事業創出

新規技術や専門性の高度化

①産学官連携事業の推進

企画・販売力の向上

①新市場開拓のための企画・販売力の向上

①海外視察研修の実施

②海外進出のための支援

海外事業展開の支援

①経営発達支援計画に基づく小規模事業者支援事業

「伴走型小規模事業者支援推進事業」の推進
②会議所を支える人づくり(人材発掘会議の創設）
③内外の経済団体との交流事業
④組織率の向上
⑤財政基盤の充実

基 盤 整 備

大府商工会議所の基盤整備

大府市への提言・要望

地 域 お こ し

も
の
づ
く
り

基
　
盤
　
整
　
備

ま
ち
づ
く
り

環
境
保
全

Ｉ
Ｔ
化

②新事業開発のための公的支援事業の活用

ウエルネスバレー推進会議
I  T  推 進 会 議

地 域 開 発 委 員 会

（2012～2015）

（2009～2011）

　第３期短期行動計画は「大府商工会議所　商工業活性化ビジョン」の集大成として会
員企業の支援と併せて、これまでに積み上げてきた活動を推進力として、地域の活性化
に繋げて参ります。

大府商工会議所　会頭　木村勝昭

”大府ブランドを世界に”
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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

外国人留学生と語学力のある日本人学生

就職希望者

2016年

土

（受付9:30～）

対 象

企業PR

企業説明会

（参加無料、200名予定）

３万円／1企業

※説明会は日本語で実施します。都合により、プログラムが変更になる
　ことがあります。あらがじめご了承ください。

10/

8

貴社の魅力や求める人物像を直接PR

グローバル人材就職フェア2015グローバル人材就職フェア2016

出展参加企業募集！出展参加企業募集！
貴社の魅力や求める人物像を直接PR

10：00～11：00

11：15～16：00

費 用

参加企業による3分間プレゼンテーション

各企業ブースにてグローバル人材と面談

内

容

（募集予定企業18社、予定社数に達し次第、
  締切らせて頂きます。）

名古屋国際センター 別棟ホール（名古屋市中村区那古野1-47-1）

※地下鉄桜通線「国際センター」駅②番出口直結
※地下鉄東山線名古屋駅、JR名古屋駅、名鉄名古屋駅下車徒歩7分

▲昨年の企業PRの様子

　東海地域のグローバル化促進を図ることを目的に、グローバル人材と企
業を繋げる就職フェアを実施いたします。日本企業への就職を希望してい
る外国人留学生や多言語能力を有する日本人学生など、グローバル人材に
特化した就職フェアです。グローバル人材とのマッチングの場として、また、
企業PRの場としてご参加下さい。

　TPP を契機に海外展開を目指す中堅・中小企業を
商工会議所や地方自治体、地方金融機関、JETRO、
JICA、経産省等が一体となって支援する取り組みです。
総合窓口は、JETROです。
　
○利用方法
　海外展開をお考えの事業所の方から、どんなサー
ビスをご希望か聞き取りをしながら、会議所が一緒に
なって、エントリーシートを作成します。会議所から
JETRO に提出後、申込事業所に支援サービスの連
絡が届きます。

○支援方法
　JETRO の窓口となる｢コンシェルジュ｣から専門
分野に特化した｢エキスパート｣と一貫して支援をす
る｢パートナー｣へと取次ぎます。
　この 3 者で支援をしていきます。

○注意事項
　TPP域外の国への展開は、支援対象外です。
○注意事項
　TPP 域外の国への展開は、支援対象外です。た
だし、TPP 域外の国に進出し、その国を足掛かりに
して、TPP 域内の市場を目指す場合は、対象となり
ます。
　反社会的勢力及び反社会的勢力との関係を有する
事業所は利用できません。

｢新輸出大国コンソーシアム｣のご案内
海外展開をご検討されている会員様へ海外展開をご検討されている会員様へ
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中小企業庁 平成２７年度補正予算事業（平成２８年度実施分）

小規模事業者持続化補助金採択結果

小規模事業者持続化補助金とは･･･

　この度、小規模事業者持続化補助金（５月１３日締切分）につき、７月１５日付で採択結果が
発表されました。大府商工会議所は、３２件の申請支援を行った結果、２０件が採択されました。
（当会議所の採択率６２．５％、愛知県内の採択率38.9％、全国の採択率３３．１％）

商工会議所の支援を受けながら実施する販路拡大等の取組みに対し、
原則５０万円を上限に補助するもの（補助対象の経費の２／３以内）〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

事業者名（代表者） 補助事業で行う事業名中分類上の業種名称

shleep hair salon
（代表 : 加古大雅） 

洗濯・理容・
美容・浴場業 

最高にリラックスできる癒し空間で満足
度UP単価UP紹介UP

ArrowsHair あいば
（代表：相羽輝之） 

洗濯・理容・
美容・浴場業 

出張理容・シニア世代獲得の為のＨＰ開
設とトイレバリヤフリー化

unfil
（代表：松本みゆき） 

洗濯・理容・
美容・浴場業 

安心安全！高齢者向け設備・メニュー導
入による高齢者需要獲得

ばんの行政書士事務所
（所長：坂野明日香） 専門サービス業 書類作成費用見積もりの見える化と、

LINEと動画で集客力向上！

まなびや㈱
（代表取締役：平松信弘） 

その他の教育、
学習支援事業 

ロボットプログラミング体験レッスン強
化による新規顧客獲得事業

Leaf~in the breeze~
（代表：川村琢也） 

洗濯・理容・
美容・浴場業 

お客様の綺麗を持続させるためのホーム
ケア商品の拡大！

横根クリーニング
（代表：渡辺弘司） 

洗濯・理容・
美容・浴場業 

自家仕上げが一目でわかる看板を使った
新規客獲得と単価UP戦略

理美容サロンプランナーＫ
（代表：迫田恵子） 専門サービス業 全国ＤＭチラシ配布と訪問営業における

新規顧客開拓事業
理容大徳
（代表：外山郁朗） 

洗濯・理容・
美容・浴場業 

トイレバリアフリー化による高齢者及び
障害者の新規顧客開拓事業

㈱ＫＨエンジニアリング
（代表取締役：木村敏章） 

生産用機械器具
製造業

中小プレス事業者の生産性向上ための新
パイラ装置の周知事業

合同会社つむぎて
（代表社員：杉山修一） 飲食料品小売業 日本初！無農薬・無化学肥料の本物にこだわった玄米茶の販路開拓

とこなめ土管ロケットストーブ工房
（代表：金田寿正） 

窯業・土石製品
製造業

災害時のコンロと灯りになる、防災グッ
ズ「鉢りん」の開発と拡販

㈲ティーエイコーポレーション
（代表取締役：天木　徹） 機械等修理業 “安心して任せられる歯科機器廃棄処理”業務の販路拡大

engawa（エンガワ）
（代表：竹田隆憲） 広告制作業 BtoC-EC導入でアイデア子どもグッズを販

売し新規顧客獲得

まーじゃん教室「いかさぽ」
（代表：上田利華） 教養・技能教授業 脳年齢が若返る！健康麻雀教室の未開地開講による新規顧客の獲得

㈲花井養鶏場
（代表取締役：花井千治） 農業 ホームページのシステム変更とネット販売

の導入による販路拡大
㈱早川電器商会
（代表取締役：早川利幸） 機械器具小売業 高齢者のお困りごとに対応！計画的広告戦略による売上ＵＰ
㈲洋菓子チロリヤン
（代表取締役：仲井洋介） 飲食料品小売業 ＷＥＢで選ぶ！デコレーションケーキのオーダー受注で売上アップ

cafe kaya
（店長：吉川英明） 飲食店 地域唯一のオーガニック喫茶！カラダに良

い！を伝えるＰＲ戦略！
㈱ガレージミルク
（代表取締役：加古宗幸） 飲食店 地域の牛乳店が業界初の挑戦！直火焙煎珈

琲豆の宅配で販路拡大
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または、大府商工会議所へ　TEL 47-5000



風車共済加入推進キャンペーンのお礼 週末創業個別相談会　

【問合せ】
   大府商工会議所　電話：0562-47-5000

■住所 桃山町1-149
■電話  0562-46-1730
■営業  17：00～23：00
■定休　月曜日

秀苑 
「手羽先」

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
紹介ランナー

秀苑さんの手羽先は、中
身がジューシー、外がパ
リっとして絶品です。また、
生ビールとの相性もバッ
チリです。
店舗も、昭和30年代のバ
スを使用しており、レトロ
感もあります。

次回ランナーは、㈲ふじや酒店の服部啓子さん

■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、建設業、小売業で改善、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。

●「今期の売上は今のところ好調だが、為替相
場の不安定な変動により、得意先の設備投資
の減少が予想されるため、業績の見通しは困
難になってきた」（一般工事業）「今月は高額
品を購入した顧客が多く、売上は改善したも
のの、今後は夏のセール待ちの顧客が増え、
客数が減少する見通し」（商店街）「長引く不
況により、従業員の確保を先送りにしてきた
ため、ここにきて従業員の高齢化と技術者不
足が顕著になった。採用に乗り出すも、賃金水
準で大企業との格差が広がっており、技術者
が集まらない」（陶磁器製造業）

●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、小売
業、サービス業で改善、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。

14/6 8 10 12 15/2 4 6 8 10 12 16/2 4 6

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

 　16年    先行き見通し
   1 月 2 月 3月 4月 5月 6月 7月～9月 

業　　況 ▲ 13.7 ▲ 22.8 ▲18.0 ▲20.6 ▲20.7 ▲22.7 ▲24.3
       
売　　上  ▲ 10.9 ▲ 11.1 ▲4.5 ▲11.8 ▲11.6 ▲17.8 ▲18.4

採　　算 ▲ 17.7 ▲ 28.3 ▲17.5 ▲18.2 ▲19.0 ▲18.4 ▲16.8
       
資金繰り ▲ 9.7 ▲ 10.2 ▲7.4 ▲14.9 ▲8.0 ▲6.7 ▲8.3
       
仕入単価 ▲ 19.0 ▲ 25.8 ▲21.7 ▲18.7 ▲17.3 ▲20.9 ▲15.4
       
従 業 員 19.7 16.1 18.1 11.8 12.8 14.1 13.7

平成 28年 6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

第５回ウェルネスバレーフェスタ開催について
　今年も「ウェルネスバレーフェスタ」をあいち健康の森公園・交流センター周辺
にて開催をいたします。
　テーマは、『みんなで創ろう、健康のまち』、サブテーマは、『ウェルカム！ハピネス！
ウェルネスバレーフェスタ』です。

　　　開催日時は、平成２８年９月１１日（日）午前１０時～午後８時です。
　主な実施内容は、
①ウェルネス関連の展示
②ステージイベント
③飲食販売、物品・サービス販売
④「ウェルネスバレーロード・ウォーキング」＆「石ケ瀬の戦い」の再現。
　駅（大府駅・尾張森岡駅）から会場まで甲冑・足軽姿で「ウェルネスバレーロード」を練り歩きます。
⑤『ファミリー花火タイム』
⑥幻想的・夜の空間を創り出すため、『竹灯篭』を作り、会場に並べます。

　ご家族で夜まで楽しめるフェスタです。多くのみなさまのご来場をお待ちしています。

　７月 1 日（金）から１５日（金）風車共済の
加入促進のため、アクサ生命の外交員とともに、
当所職員が会員事業所を訪問させていただきま
した。
　また、暑さも厳しい中、1日（金）から６日（水）
までは、大府・横北・共長・吉森支部の役員
の皆様にも、ご同行いただきました。加入促進
にご協力を賜り、誠に有難うございました。
　キャンペーン終了後も、風車共済の加入は
随時受付しておりますので、当所まで
ご連絡ください。
　なお、キャンペーン加入口数の
結果につきましては、９月号にて
お知らせさせていただきます。

　創業・起業を予定している方、創業して間もない方、お
困りごとはありませんか？
　専門の先生が優しく親身に対応します。

日　時　８月２１日（日）、９月１０日（土）、１０月８日（土）、　
　　　　１１月１２日（土）、１２月１０日（土）
　　　　いずれも１０:００～１２：００
場　所　当所 １階相談室　　
相談員　座間裕史氏（中小企業診断士・一級販売士）
申　込　当所窓口または電話（４７-５０００）
　　　　　FAX（４６-９０３０）にて
主　催　大府商工会議所・東浦町商工会

※詳しくは、ホームページ（http://www.obu-cci.or.jp）
をご覧下さい。

平成28年7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

会員加入目標数

160

平成28年7月末会員総数

1,718

平成28年度大府商工会議所

4～7月加入者数

目標達成まで

44

116

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

173
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～大府の店のプロが教えてくれる～
第１７回　おおぶふれあいゼミナール　始動！
　夏講座期間：７月２３日（土）～８月３１日（水）

大府ブランドを世界に！

Cafe MORRIS（長草町）
珈琲豆　焙煎体験

～煎りたて・挽きたて珈琲を飲んでみよう～

肉のうまさ！　舌の肥えたお客様に愛されて３０年！！
生のまま仕入れて店で手切りしています。
肉・タン・ハラミ（国産）・内臓　生のうまさがひきたちます。
下ダレ・つけダレ味香自家製で他にはない味です。　
おじちゃん・おばちゃんでやってます。   

今夜は　焼肉できまり！！    
●住所／大府市月見町６－５  コーポ加藤（KATO）    
●TEL／０５６２-４６-６８４０
●定休日／毎週 火曜日定休日
　　　　　毎月 第１・第２火曜日は連休
●営業時間／
　平　　日　１７：００～２３：００
　日・祝日　１７：００～２２：００

焼肉　味　香
店長　横井　武代

㈱トヨタエンタプライズ
（あいち健康プラザ）

あいち健康プラザ健康科学館　夏の企画展示開催！    

施設長　安藤　暢章

　あいち健康プラザ健康科学館では、年に４回、季節ごとに特別展示（企画展示）を開
催しています。今年の夏は、五感のふしぎをテーマに、「五感をくすぐる魔法の館～マ
ジックミュージアム～」を開催いたします。トリックアート、だまし絵、音を集めるパラ
ボラアンテナをはじめ、五感を試す展示が盛りだくさんです。マジックショーなどの特
別イベントも開催します。是非、この機会に健康科学館をご利用ください。 

●住所／東浦町大字森岡字源吾山１－１      
●TEL／ 0562-82-0211
●定休日／ 月曜日〔月曜日が祝日の場合は、翌日の
　　　　　 平日。８月１５日（月）は臨時営業〕
●開催期間／ 平成２８年７月１６日（土）～９月４日（日）
●営業時間／ 9：30～ 17:00（入館は16：30まで）
●入場料／ 大人５７０円、小中学生２１０円、未就学児無料


