
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8月末会員総数

1,716

平成28年度大府商工会議所

4～8月加入者数

目標達成まで

50

110

発行所　大府商工会議所　〒474-8503　愛知県大府市中央町 5-70　TEL 0562-47-5000　http://www.obu-cci.or.jp/ 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！

　2015 年 10 月に大府幹部交番すぐ近くにオープンしたインド料理店です。地元野
菜と知多半島の海の幸をふんだんに使った本格的なインド料理を楽しむことができ
ます。カレーはもちろん、アルバッハラでしか味わえないインド風炊き込みご飯「ビリ
ヤニ」やムスリムにも提供できる料理「ハラールメニュー」なども大好評です。また、ラ
ンチメニューでは、前菜・サラダ・ドリンクがついたセットもあります。店舗内は、カフェ
のような雰囲気のお店なので、女子会やママ会、ランチ会でもご利用いただけます。 

インド炊き込みご飯「ビリヤニ」が自慢！ 

●住所／大府市月見町 6丁目 72番地
●TEL／ 090-1985-6605
●営業時間／ 11：00～ 15：00・17：00～ 21：00
●定休日／月曜日　第２火曜日

月と海のレストラン
インド料理 
ＡＬ ＢＡＨＨＡＲＡ（アルバッハラ）
代表　牟田  裕亮

株式会社あかりリサーチサービス

独自提案で品質向上とコスト削減に貢献します！    

代表取締役　村上　一知

　当社は機械設計・製品性能評価試験の請負い、生産工程の自動化設計・施工を行っ
ています。機械設計では３DCADを使用し樹脂、板金を用いたアミューズメント製品、
生活設備機器、自動車関連部品の設計を。製品性能評価試験では品質を保証するた
めの各種試験を立案、試験冶具手配、試験実施まで一貫して請負います。
　又、生産工程の自動化を企画・設計・施工・メンテナンスまでトータルで請負います。
生産ラインの自動化は人手不足、人件費削減に非常に有効な手段であります。
　お気軽にご連絡下さい。    

●住所／大府市宮内町 5丁目 308 番地        
●TEL／ 090-3853-3777

工学院大学（建築学部　まちづくり学科）・遠藤 新研究室の学生さん
　　　駒津さん（4年）　山本さん（4年）　佐久間さん（修士2年）　村野さん（4年）
田部さん（4年）　五十嵐さん（修士１年）　市原さん（修士１年）　北村さん（4年）



会議所だより

電力全面自由化を迎え
「電気契約のしくみと省エネ」を考える！
7月28日（木） 於：当所３階大ホール
　　　　　　　　　　　 　　時：１０:００～１２:００ 

　電力小売全面自由化により、どこからでも電気を
買う・契約できるようになりました。
　しかしながら、企業や家庭で電気契約の仕組みに
ついて良くわからない方が多いのが現状ではない
でしょうか。そのような中、講師に中部電力株式会社
お客様営業部の今井様、
川合様より電力自由化
の概要と電気契約につ
いて説明いただきまし
た。現状を知ることで、
様々な選択枝が見つか
るので、まずは中部電力の契約内容を知ったうえで
その他の新規参入の会社を検討するのが良いと感
じました。
　第２部の高圧電力の仕組みでは、中部電気保安協
会の担当者から、デマンド装置を活用したコスト削
減の仕方について説明を受けました。ピークをずら
すことで電力の基本使用料が削減されるので、お勧
めです。

　本セミナーにより
電気契約に関心を持
ち、各社の省エネ活
動につながることを
期待します。

【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） 於：当所２階会議室
　　　　　　　　　　　 　　　時：１１:００～１３:００ 

　本委員会は、全国展開モニターツアー事業の計
画・実施のために、観光に関連のある団体の方々を
委員に組織構成されました。
　会議では、昨年度実施されたツアーをブラッシュ
アップして、大府の観光商品（個人旅行）の確立を目
指し、コース内容などの検討をしました。
今年度実施する内容
　・ 健康を語れるガイドリーダーの育成
　・ モニターツアーの実施（日帰り、１泊２日）
　・ 個人旅行向けパンフレットの作成
委員会専門講師及び委員

※コース内容など詳細については、今月会報に同封
されているチラシをご覧下さい。

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～  

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

役職

専門講師

委員長

副委員長

委　員

委　員

委　員

委　員

委　員

氏名

大澤　健

井上　雅

深谷洋二

河村　保

田村　翠

近藤恭史

鈴木秀規

阪野　隆

団体名

(大)和歌山大学

大府商工会議所

大府市観光協会

(一社)愛知県観光協会

(公財)愛知県健康づくり振興事業団

大府市役所・企画政策部

大府市役所・産業振興部

ふるさとガイドおおぶ

所在地：新宿キャンパス　東京都新宿区西新宿1-24-2　

工学院大学（東京）・遠藤 新研究室では、大府市のまちづくりを研究課題として、
魅力溢れた都市形成を願い、大府市のまちづくりの核となる「大府駅前地区」「共
和駅前地区」「健康の森・吉田地区」「白魦池周辺」の4エリアの将来像を描いてく
れました。

熱心にプレゼンテーションを行う遠藤ゼミの学生さん

今月の表紙／工学院大学の学生さん（平成 28年 7月28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
8/28 8/29 8/30 8/31 9/1 9/2 9/3

9/4 9/5 9/6 9/7 9/8 9/9 9/10

9/11 9/12 9/13 9/14 9/15 9/16 9/17

9/18 9/19 9/20 9/21 9/22 9/23 9/24

9/25 9/26 9/27 9/28 9/29 9/30 10/1

クローズアップ・スケジュール
第4回滝谷経営塾　　　　　　　　　　　　　9月8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
・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。

・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回は、10月6日（木）の15：00～ 17：15です。

第5回ウェルネスバレーフェスタ　　　　　9月11日（日）
今年も、「みんなで創ろう、健康のまち」をテーマに、ウェル
ネスバレーフェスタを開催いたします。	 	 	
みなさまのご来場をお待ちしております。		
時間：9：30～ 20：00	 	
場所：あいち健康の森公園・交流センター周辺
　※詳細につきましては、6～7ページをご覧下さい！	
	 	 	

ウェルネスバレーフェスタ・シンポジウム　　　　　　　　　　　10月1日（土）
ウェルネスバレーフェスタの一環として、下記のとおりシンポジウムを開催します。
　市民がつくる森の中の街
　“大府・東浦 ”と健康について考える
時間：13：30～ 16：30
場所：あいち健康プラザ内　プラザホール
基調講演：「みんなで行動して誇りの持てる “彩 ” のある街を創ろう」
講師：（公財）日本花の会公認桜アドバイザー　松井　章奏　氏
パネルディスカッション：「苦労してつくりあげた花のふるさと」
パネリスト：茶臼山高原協会事務局長　村山　実	氏
											　　矢勝川の環境を守る会会長　榊原　幸宏	氏
定員：250名
参加料：無料

大府市への提言提出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9月23日（金）
4部会（商業、製造業、建設業、情報・物流・サービス業）および
4支部（大府、横北、共長、吉森）の地域の声を提言書にまとめ、
木村会頭より、大府市長ならびに大府市議会議長に提出いたします。

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

　　　　 ノー残業デー

実践創業塾
9：30 〜 16：30

正副会頭会議
15：00 〜 17：00

9：00 〜 12：00
橋本実践塾
10：00 〜 12：00
金融審査会

滝谷経営塾
15：00 〜 17：15

産業まつり推進委員
会
13：30 〜

週末創業個別相談会
10：00 〜

ウェルネスバレーフェ
スタ
9：30 〜 20：00

定例税務経理相談
13：30 〜 15：30
知多地区商工会議所
正副会頭会議
17：00 〜

9：00 〜 12：00
橋本実践塾

情報・物流・サービス
業主催視察研修
9：00 〜 16：30

地域開発委員会
17：00 〜 19：00

実践創業塾
9：30 〜 16：30
横北支部主催
月見の会
17：30 〜 20：00

敬老の日 会頭杯ゴルフコンペ
9：00 〜 12：00
橋本実践塾

常議員会
14：00 〜 16：00

秋分の日 大府市への提言提出
9：00 〜 10：00
製造業部会主催
先進企業視察研修
13：30 〜 15：30

実践創業塾
9：30 〜 16：30

知多地域経済会議幹
事会
10：00 〜 12：00
中小企業振興検討会
15：00 〜 17：00

9：00 〜 12：00
橋本実践塾

ボランティア一斉清掃 事業所定期健康診断
8：30 〜 16：00
まちづくり提言行政へ
の説明
17：30 〜 19：30

ウェルネスバレーフェ
スタ・シンポジウム
13：30 〜 16：30

3

September 9月

2



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）

左から
石﨑さん（福富金属）
伊藤さん（FAST）
徳永さん（げんきの郷）
夫馬さん（堀川製作所）
橋さん（共和熱処理）

会議所だより 会議所だより

　平成２８年度「橋本実践塾」の９期生が６月１４日からスタートしました。
　今年も会員企業から１０社（１０名）が参加し、２グループに分かれて塾生メンバー会社の現場で２Ｓ
（整理・整頓）を徹底的に学び、現地現物で改善力を磨いていきます。

「橋本実践塾」第９期生始動！！

第１グループ「Ｍ ｂｙ ２Ｓ」の活動
　㈱不二塚工業の現場で４回の改善活動を実施
し、７月２６日に成果発表会を行いました。

◎中２階の整理・整頓を実
施した。

　台を製作しスペースを確
保するとともに、品番も
表示することで資材置場
の定置化と工数削減に
つながった。

◎ミラーマット置場専用移
動台車を製作し作業性
も向上した。

▲「Ｍ ｂｙ ２Ｓ」の皆さん

今回の活動成果

発表者は、
山口憂二さん
（不二塚工業）

左から
榊原さん（東海興業精機）
佐野さん（中島特殊鋼）
森川さん（ケーツー）
坂野さん（名南カントリークラブ）
山口さん（不二塚工業）

第２グループ「文殊の知恵」の活動
　福富金属㈱の現場で４回の改善活動を実施し、
８月２日に成果発表会を行いました。

◎バッテリーケース作業場
にある小部品に写真と品
名付きの表示板を設置
することにより取り出し
やすく改善。
◎欠品部品が一目で分かり
すばやく生産対応ができ
るようになった。
◎区画線を引くことによ
り、空箱置場を定置化。
整理時間の短縮につな
がった。

▲「文殊の知恵」の皆さん

今回の活動成果

発表者は、
石﨑歓基さん
（福富金属）

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

第３回滝谷経営塾
８月４日（木） 於：当所３階大ホール
　　　　　　　　　　　 　　時：１５:００～１７:１５ 

　第３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講義　ドラッカー｢経営の実学｣
　経営とは、顧客からニーズを引き出すことであり、
顧客が会社の事業を決める。つまり、事業とは、｢顧
客の創造｣である。そして、その活動と意思決定を評
価するのが収益であり、指標でしかないとのこと。
②講義　講師著書｢見えない問題解決法｣
　｢だから｣｢どうしたい｣というところから、目標仮
説を完成させるためには｢合理的な意志｣と｢具体的
な目標｣が必要と学びました。
③演習
　前回と同じく４チームで実施。最も重要な関心事
を抽出し、解決したい目標仮説を決めるべくチーム
で話し合いました。最後にチーム別の発表を行い、
目標仮説に向けての講師の指導を受けました。

幹部会議
８月５日（金）　 於：当所３階大ホール
　　　　　　　　　　　　　　時：１０:００～１１:３０  

　大府商工会議所の部会・委員会・支部から提出さ
れた行政への提言事項について協議しました。
　提言事項が多岐にわたるため、９項目に分けて整
理しましたが、重点を明確にするため、優先順位の
高い提言は最重点項目して、提言の早期実現に向
け、大府市に働きかけていくことになりました。
　会議では「２０２０年東京五輪、２０２６年アジア競技
大会（愛知県と名古屋市が共同で招致活動中）、２０２
７年リニア中央新幹線開業等の将来を見据え、今後
のまちづくりを考えていかなければならない」「大
府市だけでなく知多半島の中の結びつきも考えて
いく必要があるのでは？」等々の意見が挙がり、皆さ
んの真剣な思いを確認することができました。
　今回の幹部会議で取りまとめた提言事項は、９月
２１日（水）開催の常議員会で承認いただいた後、９月
２３日（金）に提言書として正副会頭から大府市長、
大府市議会議長に手渡す予定です。また、愛知県に
関する項目につきましては、知多地区４会議所会議
並びに５市５町の１２経済団体で構成する知多地域
経済会議を通しそれぞれ提言してまいります。
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昨年の様子
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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/

情熱と効率化で挑む、大府のちょいワルファーマー！

　大府の特産品「木の山芋」とは？

　近年、開発が進む共和西地区。閑静な住宅街
を過ぎると、急に広がるのどかな丘陵地。その先
には伊勢湾岸自動車道を臨むこの地が、貴也さ
んのフィールドです。

　代々引き継いた畑で育てるのは、人参、玉ねぎ
…そして「木の山芋」。長細い長芋や、平たく広
がった銀杏芋が主流のヤマノイモの中で、ゴロッ
とした丸形が特長です。この地区で生まれ育ち、
幼少時代から「またトロロごはんか…（笑）」とい
う程その味に慣れ親しんできた貴也さんにとっ

山口　貴也さん（キャロットファーム）

（プロフィール）
山口　貴也（やまぐち　たかや）
大府市共和町・木ノ山地区出身。1971年生まれ。同地区で木の山芋をはじめ、人参、大根、玉ねぎなどを育てる「キャロッ
トファーム」を運営。生産組合の代表として、大府の特産品「木の山芋」を積極的に PR している。木の山芋をモデ
ルにした謎のゆるキャラ「いもメン」を応援する優しいマネージャー的存在でもある。

て、この地で農業をと思い立った時に、木の山芋
作りに携わることはごく自然なことでした。とは
言え、子どもの頃の夢は「農家」ではなかったの
だそうで…。

地元を離れて、基礎と実践を学ぶ
日々。

　「マジメに夢を追って…」ではないものの、貴
也さんは農業高校で3年、農業専門学校で4年、
基礎を学びます。全寮制だった茨城県の専門学
校では上下関係を叩きこまれ、精鋭の中でつい
て行けずにグレ気味に。地元に戻り、一度は自動
車会社に務めますが、その後、福井県の肥料会
社に入社。実務経験もないまま農場を任せられ、
当時さきがけだった有機栽培米の生産、販売等
を行います。
　そうして、再び大府に戻った貴也さん。お父さ
んの農家を手伝う中で、転機は先輩農家さんが
作っていた“高いけど旨いトマト”。そこで野菜の
価値の低さや、農業界全体のレベルの低さを感
じ、自分の道を極めるべく独立。「感動する野菜
で、世間をビビらせたい」と動き出します。

“一日かけて行う仕事を、3時間で
やる方法”。

　「地元で野菜を売り
たい」「おいしさと価値
を広めたい」そんな想
いで、コネもないまま
スーパーに売り込んだ
り、知多半島の学校給
食に人参が採用された
りと精力的に活動する
一方、「だけどラクした
いし、遊びも大事」と笑
う貴也さん。趣味の釣
りに興じたり、飲みに
行ったりとプライベー
トも充実しています。
汗水垂らして働いて…
そんなイメージの農業
ですが、徹底的な能率

化と野菜を見極めるタイミングや勘を働かせ
て、余裕を生み出しているのです。
　「自分の采配次第。だから農業はおもしろい！
これからも、若いやつらがプライドを持って入れ
る業界にしたい」その道50年の地元ベテラン
も、貴也さんのノウハウを聞きに来るという唯一
無二のスタイルで、今後も大府に農業のタネを
蒔き続けます。

　
（2015年10月15日取材）

例えば天気予報が雨であれば、その日は外作業できないのを見
据えて室内作業を予め準備。基礎と経験をベースに、天性の勘で
農業を楽しみます。

　「遊びも農業も、おもしろいからやるんだよ！」冗談交じりで屈託なく語る山口貴也さん（以下、貴也さん）

は、大府の代表的特産品「木の山芋」の生産者。日焼けした肌にサングラス、パンツは迷彩柄…“かっこいい

農業家”感漂うその素顔にググッと迫りました。

栄養価が高く、ねばりとコクは一級品の「木の山芋」。地元飲食店でもとろろご飯や創作料理などが
味わえます。収穫は11月中旬頃からです。
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住宅用火災警報器・家具転倒防止金具の取り付けを

　大府商工会議所住宅修繕相談事業専門部会では、火災警報器や
家具転倒防止金具の取付けが困難な方のために器具の取付けを支援いたします。

◆日　　時　９月１７日（土）・１８日（日）午前１０時～午後３時（都合の悪い方については別途対応致します）
◆対　　象　大府市内在住で、住宅用火災警報器・家具転倒防止金具の取り付けが困難な方
◆料　　金　無料（住宅用火災警報器の実費負担／１器 3,500 円程度は除く）
◆申し込み　９月１３日（火）までに直接商工会議所へ
　　　　　　（電話・ＦＡＸでの受付はできませんのでご了承下さい）
◆ その 他　詳細は、大府商工会議所ホームページ　　
　　　　　　（http://www.obu-cci.or.jp）をご覧ください。

家具転倒防止金具・Ｌ字金具

※家具１台につき２箇所止めで３台まで無料施工！

無料で行います

最も家具を倒れにくくすると言
われるＬ字金具。
家具と壁をネジでとめます。

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

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

退職金で、会社にも従業員にも活力！

中小企業のための退職金制度「中退共」は 1959 年の設立以来、100 万社以上が活用してきた国の制度です。

詳しくはホームページをご覧ください

詳しくは、大府商工会議所へ
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大府商工会議所・行政からのお知らせ

風車共済加入促進キャンペーン結果のご報告ご協力ありがとう
ございました !!

第２５回　平成２８年度上期 ちたしん｢夢サポート｣助成団体決定！

第４１回共長夏まつり　 第３５回大府夏まつり　

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

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。

支部名 会員数 風車共済加入促進キャンペーン加入口数
今年度実績 昨年度実績Ｈ２８.４.１現在

（うち役員同行・紹介）

大府
横北
共長
吉森
その他
合計

４３１
４０６
５１３
２３２
―

１,５８２

４７口（２４口）
９０口（３６口）
４６口（２２口）
４５口（２５口）

―
２２８口（１０７口）

４２口（２０口）
９３口（６７口）
８５口（４７口）
３１口（２６口）

―
２５１口（１６０口）

大府市企業再投資促進補助金

　７月１日（金）～１５日（金）に亘り、風車共済の加入推進のため、アクサ生命外交員と当所職員が会
員事業所を訪問しました。
　おかげ様で、昨年に引き続き、目標２００口を上回る２２８口のご契約をいただくことができました。皆
様のご協力、誠にありがとうございました。
支部別加入口数は以下の通りです。

　知多信用金庫が地域振興や環境保全のために役立つ事業・活動を資金面で応援する「ちたしん地域振
興支援制度『夢サポート』」の第２５回助成金支給団体が決定しました。
　応募の中から、活動内容や地域社会への波及性、将来性などが総合的に判断された結果、
　大府市内からは、次の３団体（団体名「内容」【分野】）が選ばれました。おめでとうございます。

①ロケットストーブの会…「ロケットストーブ」と「スターリングエンジン」開発の普及プロジェクトの立
ち上げと発電の実証実験イベントの開催【経済】
②水野商事㈱…大府市の給食弁当会社が地域内の子供や高齢者の居場所と、
安価な食事を提供する「こども食堂」を企画【地域】
③大府学研究会…大府市の郷土史、旧跡等の調査・研究する会による「大
府飛行場」と「生産機・飛龍」の資料編集と紹介活動【文化】

　　　　　　　　　　　　　　　詳細に関しては、最寄の知多信用金庫まで

　７月３０日（土）、３１日（日）
の２日間、共和駅前ロータリー
で、「共長夏まつり」が行われま
した。リオデジャネイロオリンピックに出場
される至学館大学・女子レスリング部の皆
さんも開会式にかけつけ、「金メダルのま
ち共和」を大いに盛り上げて頂きました。
　今後も、共和・長草地区は、地域を挙げ
てアスリートの皆さんを応援していきます。

　８月1日（土）、
２日（日）は、大府
駅前ロータリーに
て、「大府夏まつり」
が開催されました。
　岡村市長を始め、
女性会の皆さん等
が参加する盆踊りパ
レードは、大府の

夏の風物詩となっています。
　また、夏まつり会場では、青年部の皆さん
がネギマを焼き、その匂いに誘われるように
長蛇の列ができ、大盛況となりました。

　なお、加入口数に応じた協力手数料は、１０月中旬に各支部にお支払い予定です。

風車共済は、大府商工会議所が、アクサ生命保険株式会社と締結した福祉団体定期保険（入院給付災害割
増特約・ガン死亡特約付）と当商工会議所独自の給付制度（見舞金・祝金・健康診断補助）を会員の皆様
にご利用いただくものです。

ふう　しゃ

～地域を支える市内企業を支援！再投資支援の補助金を創設～
　大府市では、市内企業の流出防止と雇用の維持拡大を図るために、平成 25 年 7 月 1 日より大府市企業再投資促
進補助金を施行しています。
　また、平成27年4月1日より小規模事業者向けの大府市小規模事業者再投資促進補助金を施行しています。
　これらの補助金は、長年にわたって本市を支えてきた市内企業が行う工場の改修や設備の導入などの再投資を支
援するものです。
　他にも、固定資産税に相当する額を交付する補助金や研究開発補助金など各種補助金がございますので、市ＨＰ
にてご確認下さい。

●申請期限　工事着工の30日前まで　　●お問合せ　大府市役所　商工労政課　0562-45-6227

補助対象者
・共通要件 /大府市内において工場等を20年以上立地し、工場等の新増設等を行う企業
　大府市企業再投資促進補助金/常用雇用者が25名以上で、補助対象経費が1億円以上
　大府市小規模事業者再投資促進補助金 /常用雇用者が25名未満で、補助対象経費が3
千万円以上

工場等の対象分野
・次世代自動車関連（自動車を含む）、航空宇宙関連、環境・新エネルギー関連、健康長
寿関連、情報通信関連、ロボット関連

・企業立地促進法に基づく東尾張地域基本計画の指定集積業種（機械関連産業、輸送機械
関連産業、健康長寿関連産業、新エネルギー関連産業、物流関連産業）

補助対象経費
　土地を除く固定資産取得費用（新増設等に係る工場建設費、機械装置費、蓄電池等
の低炭素化設備導入費、工場改修費等を含む）

補助の概要
補助率
大府市企業再投資促進補助
金 /10％以内（うち半分は
県からの間接補助）
大府市小規模事業者再投資
促進補助金 /5％以内

補助額の限度
大府市企業再投資促進補助
金 /4億円
大府市小規模事業者再投資
促進補助金 /5千万円

補助の内容
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【問合せ】
   大府商工会議所　電話：0562-47-5000

■住所  長根町2-56　 
■電話  0562-46-4747
■営業  9:00～19:00
※巨峰バターは、同園の自動
　販売機（24ｈ対応）、グリーン
　プラザおおぶ（火定休）で販売
　しています。

山銀ぶどう園 
「巨峰バター」

美味しいまちのグルメ駅伝美味しいまちのグルメ駅伝

㈲ふじや酒店
服部啓子さん
紹介ランナー

次回ランナーは、㈲中村広報の中村光江さん

朝、こんがり焼いたトー
ストに、ほんのり甘～い
巨峰バターを塗って食
べると、本当に幸せな
気分になります。気持
ちよく一日を始めるた
めの魔法のバターで
す。クラッカーにのせれ
ば、おやつになります
よ。

■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、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。

●「夏のセールで値頃感が出たブランド衣料品
の売上が好調で、前年を上回り推移している」
（商店街）、「インバウンドを中心に、貸切バス
の引き合いが多く、業況は好調」（運送業）、
「売上、採算共に悪化し、業況は悪い。その上、
英国のＥＵ離脱決定による円高の影響を受け
て、ドル建ての債権に為替差損が生じている」
（ボルト・ナット製造業）、「宝石などの高額品
は、消費低迷の影響が大きく、業況は悪化して
いる」（宝飾品卸売業）

●業況の先行き見通しＤＩは、全産業では今月と
比べほぼ横ばいの見込み。産業別にみると、
製造業で横ばい、建設業、小売業で改善、その
他の２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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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
   2 月 3 月 4月 5月 6月 7月 8月～10月 

業　　況 ▲ 22.8 ▲18.0 ▲20.6 ▲20.7 ▲22.7 ▲19.0 ▲18.9
       
売　　上  ▲ 11.1 ▲4.5 ▲11.8 ▲11.6 ▲17.8 ▲6.7 ▲10.7

採　　算 ▲ 28.3 ▲17.5 ▲18.2 ▲19.0 ▲18.4 ▲16.9 ▲17.3
       
資金繰り ▲ 10.2 ▲7.4 ▲14.9 ▲8.0 ▲6.7 ▲4.0 ▲10.2
       
仕入単価 ▲ 25.8 ▲21.7 ▲18.7 ▲17.3 ▲20.9 ▲15.3 ▲18.9
       
従 業 員 16.1 18.1 11.8 12.8 14.1 18.9 20.0

平成 28年 7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

市外会員の支部加入希望確認について
　大府商工会議所では、地域に根ざした活動を行うため、大府市を４つの地区（大府支部・横北支部・
共長支部・吉森支部）に分け、それぞれ独自の活動を行い、地域貢献や会員交流を図っています。
大府市外の会員様に関しましては、地区外（どの支部にも属さない）という扱いになっておりましたが、
希望する会員様には、支部への加入が可能となりましたので、お問い合わせください。

問合せ：総務・会員サービス課　ＴＥＬ 0562-47-5000

商工会議所口座振替金融機関（十六銀行）追加のお知らせ
　引落口座変更をご希望の方は、ご連絡ください。手続き用紙を送らせていただきます。

大府商工会議所会報に広告チラシを同封してみませんか？

平成28年8月10日現在

　商工業者に狙いをしぼって告知できるサービスが大府商工会議所にはあるんです！
　市内事業者を中心にサービスや自社のPRが出来ます。詳しくは、同封のチラシをご覧下さい。

　メリット

【高い開封率、訴求率からのPR 効果】
・ダイレクトメールと比べ、不特定多数でないターゲットを絞った会員事業所等への配布となるため、
高い開封率と訴求効果が期待できます。

【低いコスト】
・ダイレクトメールと比べ、大きく郵送コストが削減できます。

【少ない手間】
・宛名印刷や宛名ラベル貼りを必要としません。

平成 27年 5月より累計 35件以上のご利用がありました。是非、ご利用下さい！

14 15
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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8月末会員総数

1,716

平成28年度大府商工会議所

4～8月加入者数

目標達成まで

50

110

発行所　大府商工会議所　〒474-8503　愛知県大府市中央町 5-70　TEL 0562-47-5000　http://www.obu-cci.or.jp/ 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！

　2015 年 10 月に大府幹部交番すぐ近くにオープンしたインド料理店です。地元野
菜と知多半島の海の幸をふんだんに使った本格的なインド料理を楽しむことができ
ます。カレーはもちろん、アルバッハラでしか味わえないインド風炊き込みご飯「ビリ
ヤニ」やムスリムにも提供できる料理「ハラールメニュー」なども大好評です。また、ラ
ンチメニューでは、前菜・サラダ・ドリンクがついたセットもあります。店舗内は、カフェ
のような雰囲気のお店なので、女子会やママ会、ランチ会でもご利用いただけます。 

インド炊き込みご飯「ビリヤニ」が自慢！ 

●住所／大府市月見町 6丁目 72番地
●TEL／ 090-1985-6605
●営業時間／ 11：00～ 15：00・17：00～ 21：00
●定休日／月曜日　第２火曜日

月と海のレストラン
インド料理 
ＡＬ ＢＡＨＨＡＲＡ（アルバッハラ）
代表　牟田  裕亮

株式会社あかりリサーチサービス

独自提案で品質向上とコスト削減に貢献します！    

代表取締役　村上　一知

　当社は機械設計・製品性能評価試験の請負い、生産工程の自動化設計・施工を行っ
ています。機械設計では３DCADを使用し樹脂、板金を用いたアミューズメント製品、
生活設備機器、自動車関連部品の設計を。製品性能評価試験では品質を保証するた
めの各種試験を立案、試験冶具手配、試験実施まで一貫して請負います。
　又、生産工程の自動化を企画・設計・施工・メンテナンスまでトータルで請負います。
生産ラインの自動化は人手不足、人件費削減に非常に有効な手段であります。
　お気軽にご連絡下さい。    

●住所／大府市宮内町 5丁目 308 番地        
●TEL／ 090-3853-3777

工学院大学（建築学部　まちづくり学科）・遠藤 新研究室の学生さん
　　　駒津さん（4年）　山本さん（4年）　佐久間さん（修士2年）　村野さん（4年）
田部さん（4年）　五十嵐さん（修士１年）　市原さん（修士１年）　北村さん（4年）


