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交通安全運動にご協力を！
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新社会人学舎「滝谷経営塾」
半年かけて培った成果を、無事発表することが
出来ました。

大府ブランドを世界に！

人間環境大学大府キャンパス

2015 年 4月大府市江端町に看護学部を開設！

学校法人河原学園理事長　河原成紀

　本学は、自然・社会・心身の環境を総合的に学ぶ「人間環境学部」に加え、
2015 年 4 月に、学部・大学院一体の教育カリキュラムにより先進の看護職人
材を育成する「看護学部」を開設しました。看護学部では、看護学部・大学院 看
護学研究科（博士課程前期・博士課程後期）一体の教育カリキュラムにより、こ
れからの看護を見据えた「国際看護学」や「選択強化プログラム制度」をはじめ
とした、最先端のカリキュラムを用意しています。
    

●住所／大府市江端町３－２２０  
●TEL／ 0562-43-0701

●住所／大府市宮内町 6丁目 300 番地
●TEL／ 0562-85-4730
●定休日／毎週水曜日、第三火曜日
●営業時間／午前 11時～午後 2時
　　　　　　午後 4時 30分～午後 8時 30分
●駐車場／30台    
    

うなぎ処かとう

あつた蓬莱軒の味を大府で！    

代表取締役　加藤　稔

　知多半島道路「大府東海インター」すぐで開業して、6 年が経ちます。
「あつた蓬莱軒」で 11 年間修業した味を大府でお客様に愛して、味わっていただ
けるよう、スタッフ一同ご来店心よりお待ちしております。
    

大府市（1 月中）の人身交通事故の特徴は、朝（午前 6 時から午前 8 時）の通
勤時間帯が多く、平成28年は9件、平成27年は4件で、5件増加しています。
時間に余裕をもって、運転しましょう。
　　＜夕方「4 時から点灯」といった早めのライトの点灯推進＞

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

会員加入目標数

160

平成28年12月末会員総数

1,717

平成28年度大府商工会議所

4～12月加入者数

目標達成まで

79

81

キャンペーン期間の紹介・入会特典



会議所だより

178178
2017.1.12017.1.1

Vol.

　平成27年度より、おおぶ社会人学舎をリニューアルしてスタートした新社
会人学舎「滝谷経営塾」が、12月8日（木）に最終回を迎えました。
　昨年度より講義も1日増え、よりパワーアップした半年間の講義や演習を
もとに、成果発表会ならびに修了式を行いました。

今月の表紙／「滝谷経営塾」受講生の皆さん　（平成 28年 12月8日撮影）

～大府商工会議所～
会　頭 木村　勝昭
副会頭 河野　博哉
副会頭 鬼頭　佑治
副会頭 深谷　洋二
副会頭 花井　宏基
専務理事 井上　　雅
常議員 阿久澤　仁
　〃 阿南　一也
　〃 伊藤　友子
　〃 稲吉　正明
　〃 岩田　守弘

常議員 大嶋　久邦
　〃 加藤　久德
　〃 加藤　　満
　〃 神谷恵美子
　〃 木村　彰彦
　〃 西條　隆志
　〃 笹田　栄治
　〃 鈴木　　修
　〃 鈴木　康男
　〃 鷲見　成起
　〃 田中　博昭

常議員 出口　弘親
　〃 冨田　虎夫
　〃 永田      司
　〃 中本　和則
　〃 成戸　繁之
　〃 西　　保幸
　〃 野村  　 隆
　〃 橋本　洋一
　〃 早川　建志
　〃 坂野　俊直
　〃 半谷眞一郎

常議員 日高　　章
　〃 古市　晃久
　〃 星河　年男
　〃 水野　正士
　〃 山下　康二
　〃 山田　惠子
監　事 門脇　昭三
監　事 中島　利一
監　事 鈴木　隆浩
顧　問 磯谷　智生
参　与 阿部　　親

迎 春迎 春

　新年あけましておめでとうございます。皆様方
におかれましては、輝かしい平成２９年の新春を
健やかにお迎えのこととお慶び申し上げます。

　日頃は、当会議所の各種事業活動にご支援
ご協力を賜わり、厚く御礼申し上げます。

　昨年１１月１日より、第５期、第６期に引き続き、
会頭を務めさせて頂くこととなりました。
　また、副会頭には、河野博哉氏を筆頭副会
頭とし、新たに鬼頭佑治氏、深谷洋二氏、花
井宏基氏を副会頭に迎え、４人体制として、
会員各位と役職員の皆様と一緒になって、微
力でありますが、本年も当地域の商工業の発
展と地域の活性化に力を注いでまいりたいと存
じます。昨年と変わらぬご指導ご鞭撻を賜わり
ますようお願い申し上げます。

　大府商工会議所は、現在、商工業活性化ビ
ジョン第３期短期行動計画（2016 年～ 2018 年）
に基づき各種事業を展開し、変革する時代に対
応するため、柔軟な事業運営に努め、各種課
題の解決にひとつずつ取り組んで参ります。

　商工会議所の活動基本に則り、寄り添った
個社支援（事業所経営支援）と、面的支援（地

域活性化）のバランスある運営に注力して参り
ます。
　具体的には、個社支援としましては、会員
サービスの充実を図るとともに、事業所の強み
を顕在化するための巡回指導の拡充と、各種
補助金制度の活用により、人手不足の中で生
産性向上と、営業力強化に向けた支援に取り
組んで参ります。
　面的支援としましては、未来の大府を見据
えた、魅力溢れるまちづくりに向け、行政と連
携を図りその推進に努めて参ります。
　中長期の取り組みとしては、商工会議所とし
てなすべき方向性を定める「新活性化ビジョン
（2019 年～ 2028 年）」の策定に取り組んで参
ります。
　商工会議所の取り組むべき事業は、まだま
だ沢山ありますが、皆様のご支援とご協力のも
と、行政と連携し、地域一丸となって取り組ん
で参る所存です。
　引き続き皆様のご支援を賜りますようお願い
申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。

平成 29 年元旦

大府商工会議所会頭
　　　木 村 勝 昭

年 頭 所 感

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
1/1
元旦

1/2
振替休日

1/3 1/4
仕事始め

1/5 1/6 1/7

1/8 1/9
成人の日

1/10
税務講習会
年末調整作成相談
13：30 〜15：30
定例税務経理相談
13：30 〜15：30

1/11
橋本実践塾
9：00 〜12：00
新年賀詞交歓会
11：00 〜13：00
正副会頭会議
13：30 〜15：30
住宅修繕相談
13：00 〜16：00

1/12ノー残業デー 1/13 1/14

1/15 1/16
持続化補助金個別
相談
9：00 〜15：00

1/17
橋本実践塾
9：00 〜12：00
常議員会
14：00 〜16：00

1/18
持続化補助金個別
相談
9：00 〜17：30
定例金融相談
10：00 〜

1/19 1/20
持続化補助金個別
相談
9：00 〜17：30

1/21

1/22 1/23 1/24
橋本実践塾発表会
9：00 〜12：00

1/25
ボランティア一斉清掃
住宅修繕相談
13：00 〜16：00
青年部新年会
19：00 〜 20：55
住宅修繕定例会
19：30 〜 21：00

1/26
役員視察研修
（三重県伊賀市）

1/27
役員視察研修
（三重県伊賀市）

1/28

1/29 1/30 1/31
橋本実践塾発表会
9：00 〜12：00

2/1 2/2 2/3 2/4

クローズアップ・スケジュール
年末調整集合受付　　　　　　　　　       　　1 月 10 日（火）
年末調整作成の個別指導を下記にて開催します。	 	 	
時　間：１３：３０～１５：３０	
場　所：当所３階大ホール	
持参品：税務署より送付された年末調整関係封筒、源泉徴収簿、前
　　　　期分納付書	 	 	 	 	
　　　　前年度の控え、各種控除証明書、印鑑、筆記用具
　※受付番号札は、当日９：００より窓口にて配布します。
　※給与支払者の法人番号（個人事業主は個人番号）の記載が必要
　　です。	

新年賀詞交歓会　　　　　　　　　　　　　　　1 月 11 日（水）
会員並びに関係各位が一堂に会し、心新たに互いの発展を期する為、	
下記のとおり新年賀詞交歓会を開催いたします。	 	
皆様のご参加をお待ちしております。	 	 	
時　間：11：0０～１３：００	 	
場　所：大府市役所　地下多目的ホール	 	
会　費：２，０００円（当日受付にて申し受けます）	 	
担　当：総務・会員サービス課	 	 	

持続化補助金個別相談　　　　　1 月 16 日（月）18 日（水）20 日（金）
経営・事業計画作成セミナーの受講者で、経営計画のブラッシュアップをしたい方
を対象に、下記のとおり持続化補助金個別相談を実施します。
【大府会場】
　日　程：１月１６日（月）・１８日（水）
　　　　　２０日（金）
　時　間：９：００～１７：３０
　場　所：当所1階相談室

※詳しくは、当所ＨＰ（http:// ｗｗｗ .obu-cci.or.jp/) をご覧ください。

役員視察研修会　　　　　　　　　　　　　　　1 月 26 日（木）27 日（金）
大府市における「まちづくり（中心市街地活性化）」の参考とする為、下記のとおり
役員視察研修会を実施します。
日　程：１月２６日・２７日（１泊２日）
視察地：三重県伊賀市・上野商工会議所
概　要：伊賀市は、140ha のエリアを「伊賀市中心市街地」と位置づけ、周辺部
　　　　における地域核との多核連携型まちづくりを目指して、各種事業に取り組
　　　　んでいます。上野商工会議所が、複合商業ビルに入居しています。

【東浦会場】
　日　程：１月１0日（火）・１2日（木）
　　　　　19日（木）
　時　間：９：3０～１5：３０
　場　所：東浦町商工会

3

January 1 月

2



大府新江工業団地協同組合

　あけましておめでとうございます。
新たな年が、県民の皆様方にとりまして、素
晴らしい 1 年となりますよう、心からお祈り
申し上げます。
　昨年は、リニア中央新幹線の本格工事が愛
知県内で着工され、愛知を拠点に開発が進む
MRJ の米国での飛行試験がスタートするな
ど、日本の未来を創るプロジェクトが、また
ひとつ大きく前進した年となりました。
　そして、アジア競技大会の 2026 年愛知・
名古屋での開催が決定し、また、全国初の有
料道路コンセッションや公道を使った本格的
な自動走行の実証実験も始まるなど、新たな
取組に果敢に挑戦し、着実に成果を挙げた 1
年となりました。
　今年も、こうした取組を発展させるととも
に、新たな取組に積極的にチャレンジし、愛
知の産業力、経済力、文化力、人財力、地域
力を更に高め、愛知の可能性を大きく広げる
1年としてまいります。
　まず、2027 年度のリニア開業に向けた名古
屋駅のスーパーターミナル化や鉄道・道路
ネットワークの強化など、中京大都市圏づく
りの取組を着実に進めながら、次世代自動車、
航空宇宙、ロボット・AI といった次世代産
業の育成・振興、企業立地の促進、中小企業

支援、農林水産業の国際競争力の強化、2019
年秋の開業に向けた国際展示場の整備など、
愛知の産業力を高める取組に力を注ぎ、一層
の飛躍を目指してまいります。
　また、“Heart” of JAPAN ～ Technology & 
Tradition をキャッチワードに、産業観光や
武将観光、さらには、昨年末、ユネスコ無形
文化遺産に全国最多の 5 件が登録された日本
一の山車からくりに代表される歴史・伝統文
化など、愛知の魅力の創造・発信と外国人観
光客の更なる誘客に取り組むとともに、伊勢
志摩サミットで培った、愛知・名古屋のプレ
ゼンスと国際的なネットワークを活かし、積
極的に国際交流を進めてまいります。
　こうした取組以外にも、あいち健康の森を
拠点に、認知症に理解の深いまちづくりの先
進的なモデルを目指す「オレンジタウン構想」
に着手するほか、引き続き、医療・福祉の充実、
教育・人づくり、地震津波対策や交通安全対
策、「環境首都あいち」に向けた取組、地方
分権や行財政改革の推進、東三河地域の振興
にもしっかりと取り組み、愛知の総合力に更
なる厚みを増してまいります。
　今年も、「日本一元気な愛知」と「すべて
の人が輝く愛知」の実現に全力で取り組んで
まいりますので、県民の皆様の一層のご理解
とご支援をお願い申し上げます。

平成 29 年元旦

愛知県知事
　　大 村 秀 章

　謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
　大府商工会議所の皆様には、新年を健やか
なお気持ちで迎えられたことと、心からお慶
び申し上げます。関係者の皆様には、日頃か
ら本市の商工業振興のため、格別なご尽力を
賜わり、誠にありがとうございます。
　わが国の経済状況は、少しずつではありま
すが、上昇の兆しを見せていますが、企業を
取り巻く環境も厳しい状況がつづいておりま
す。市としても、引き続き商工業振興はもと
より市民生活をしっかり支えていく市政の運
営に努めてまいりたいと考えております。
　昨年は、リオデジャネイロオリンピックが
開催され、女子レスリング伊調馨選手の４連
覇をはじめ、大府市にゆかりのある選手が輝
かしい成績を残され、大府市中がオリンピッ
クに沸き、輝きを増した年になりました。
　大府市観光協会が「おぶちゃん」「共和の
金ちゃん」「いもメン」の、市ＰＲポロシャ
ツを製作し、更なるクールビズの推進と同時
に、市民や事業者の方々にもイベント等で着
て頂き、賑わいの創出に繋がるとともに、一
体感を感じるものとなりました。
　また、毎年開催されております「つつじま
つり」「産業文化まつり」なども商工会議所
との協同開催することで、大きな盛り上がり

をみせました。
　大府市は、住みよい環境や名古屋都心部へ
のアクセスの良さから、近隣市町からの流入
が増え人口９万人を超えるまでに成長し、さ
らに成熟した街へと日々変化を続けていま
す。
　昨年５月、中小企業振興基本条例に基づい
た「大府市中小企業振興アクションプラン」
を策定し、「中小企業の振興に関する取組を
推進し、もって地域社会の発展と市民生活の
向上を図る」ために、中小企業振興の基本的
方向と具体的施策を明らかにしました。アク
ションプランをもとに各種商工業振興事業を
展開することで、健康都市おおぶとして中小
企業が元気に事業を営める、活力と賑わいの
あるまちづくりを目指していきたいと考えて
います。今後も、大府商工会議所と力をあわ
せて、事業に取り組みたいと存じます。
　大府商工会議所におかれましては、引き続
き商工業活性化ビジョン＜大府ブランドを世
界に＞の展開により、中小事業者の経営基盤
の健全化、安定化を目指すとともに、社会情
勢に対応した事業展開をご期待申し上げます。
今年も市政運営にご理解とご協力をいただき、
皆様のますますのご健勝とご活躍を心から祈
念申し上げ、新年のごあいさつといたします。

平成 29 年元旦

大府市長
　　岡 村 秀 人

迎 春
理 事 長 小崎　康弘 （㈲大府プラスチック工業）
副理事長 三品　富康 （㈱浅井歯科技研）
理　　事 蔵座　成人 （㈲共栄工業）
　 〃 阿部　寛基 （㈲共和スプリング製作所）
　 〃 古道　　健 （㈱古道工業所）
監　　事 天野　美恵 （タツミ化成㈱）
顧　　問 松原　大虎 （大翔電機㈱）
 川田　展丈 （㈲川田工業）
 尼子　正秀 （尼子工業㈱）
 伊藤　　誠 （大洋化学工業㈱）

 朝倉　洋一 （㈱ワークアップアサクラ）
 釜谷　雅彦 （シナノア㈱）
 渋谷　正勝 （㈱中部オールサービス）
 日高　　章 （日多加産業㈱）
 篠田　耕一 （三力工業㈱）
 青本　憲泰 （大天工業㈱）
 釜谷　雅彦 （㈱シナノコーポレーション）
 朝倉　洋一 （㈲エムケイライン）
 日高　　章 （日多加ファインモールド㈱）
 朝倉　直樹 （㈱スター・プラス）

半田法人会　大府支部

支 部 長 花井　宏基
副支部長 大嶋　久邦
　 〃 山田　敏二
　 〃 坂野　俊直
　 〃 三品　富康
理　　事 深谷　洋二
　 〃 早川　建志
　 〃 坂　保利勝
　 〃 山田　惠子
　 〃 伊藤　頼一
　 〃 加古　丞二

理　　事 竹内　道春
　 〃 青山　浩一
　 〃 笹田　栄治
　 〃 日高　　章
　 〃 森本　　忍
　 〃 中本　和則
　 〃 野村　　隆
　 〃 永田  　司
　 〃 渡辺　秀雄
　 〃 坂井　　修
　 〃 近藤　健一

理　　事 酒井　基之
　 〃 平下　　学
　 〃 相羽　英人
　 〃 水野　正士
　 〃 兼松　邦人
　 〃 西條　隆志
　 〃 中村　直也
　 〃 深谷　剛寿
　 〃 牧之瀬　昭
　 〃 佐治　秀樹
　 〃 服部　定信

理　　事 青山　信夫
　 〃 神野　尚美
　 〃 松葉　正歩
　 〃 古井　澄子
　 〃 鈴口かずよ
監　　事 加藤　　満
　 〃 深谷　啓治
顧　　問 平下　清次
　 〃 青本　憲泰

新春を迎えて新年のごあいさつ
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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。

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／98,000部（48号実績）

誌面と動
画で

効果的に

アピール
！

広告掲載料（2ヵ月間）

50,000円（税別）～

会議所だより

「ＷＩＸで無料のＨＰを作ろう！」
初級編：11月15日（火）
中級編：11月22日（火）

　内藤幸三氏を講師としたホームページ作成セミ
ナーを開催しました。初級編セミナーでは、無料で
簡単にホームページを作成することのできる「ＷＩＸ」
ツールの基礎操作を中心に学び、中級編セミナーで
は、各自の用意した画像等の素材を使用しながら、
オリジナルのサイトを作成する方法について学びま
した。各参加者は、ＰＣを操作しながらＷＩＸの持つ豊
富な無料テンプレートから 1 つを選択し、色やフォ
ント、画像データなどを編集する方法を実践的に体
験できたようです。
　講習会終盤には、参加者から熱心に質問する場面
も多く、今回の講座への関心の高さが伺えました。

大府支部臨時総代会
１１月２２日（火）　　　 　　　於：当所２階会議室
　　　　　　　　 　　　　　時：１９:００～１９:３０
　大府商工会議所大府支部は、去る 11 月 22 日
（火）、臨時総代会を開催しました。支部役員・事務
局合わせて 19 名が参加し、任期満了に伴う役員選
出について審議した結果、支部長には、加藤満氏（㈱
みかど）が選ばれました。新体制は次のとおりです。
＜支部長＞
　加藤 満氏（㈱みかど）
＜副支部長＞
　加古丞二氏（大府修景建設㈱）
　鷹羽文男氏（㈲桃山ツーリスト）
　野々垣道雄氏（㈱花井組）

吉森支部視察
１１月２２日（火）　　　 　　於：奈良県橿原神宮他
　　　　　　　　　　　　時：７:３０～１９：３０
　吉森支部は、臨時総会（任期満了に伴う新役員
の承認）ならびに視察研修を、参加者３０名にて実
施しました。
　今年度は、日本建国の地であり神武天皇をお祀り
している橿原神宮と、十三重の塔と紅葉が有名な談
山神社を巡りま
した。
厳かな雰囲気の
中、親睦も更に
深まる視察研修
となりました。

第６９回全知多珠算競技大会
１１月２３日 (水 ) 　　　 　　於：東海商工センター
　　　　　　　　　　　　時：９:３０～１４:４０

　日本珠算連盟大
府･東海･半田支部
主催の全知多珠算
競技大会が行わ
れ、小学生から高
校生まで９８名が
参加しました。

　大府支部選手の皆さんの結果は、下記のとおりで
す。（敬称略）
＜個人競技＞
 小学校２年生以下の部 ３位 土居亮太
 　　　　同 ３位 相良知輝
 小学校３年生の部 ２位 壁谷美紅
 小学校６年生の部 ２位 熊谷弥夕
 　　　同 ２位 小笠原綾華
 高校生の部 優勝 伊藤慎悟
＜団体競技＞
 小１～３年生の部 ２位 栄速算学園
 小４年生の部 ３位 大府速算塾
 小５～６年生の部 ２位 早川珠算塾

女性会懇親会
１１月２８日（月）　　 　　　　於：味三昧みかど
　　　　　　　 　 　　　　　時：１８:００～２０:００
　今年１年間のお礼と会員の親睦を兼ね、大府市長、
市議会議長、大府商工会議所正副会頭、同青年部
正副会長を招き、懇親会を開催しました。女性会会
員による歌や踊り
の披露も行われ、
最後に来賓も一緒
に参加いただいて
『大府ばやし』を
踊り、お開きとな
りました。

おおぶ商人塾
「ゼロからはじめる！！LINE＠ビジネス活用術」
11月２４日（木）  　　 　　於：当所３階大ホール
　　　　　　　　　　　　　時：１９:００～２１:００
　近年、大きなチェーン店等では『 LINE＠ 』と
言われる SNS アプリが取り入れられています。国
内６，８００万人が利用している LINE。「 LINE」と
「 LINE＠」の違いを含め、初心者でも分かりやす
いよう基本的な操作・効果的な利用を中心とした、
ビジネス活用法を
「 ㈱はちえん。」坂田 
誠 氏にご講演いただ
きました。即行動・
継続する事が成功の
鍵とのことです。

▲大府ばやしでフィナーレ

於：当所３Ｆ大ホール
時：１９:００～２１:００

第４回ハナモモの木記念植樹祭
１２月４日（日）　　 　　於：あいち健康の森公園
　　　　　　　            時：9:00 ～ 12:00
　大府商工会議所・
東浦町商工会主催、
市民団体でつくる
「花まるＯＢＵプロ
ジェクト」協賛によ
る第 4 回ハナモモ
の木記念植樹祭があいち健康の森公園内「生きも
の達の谷」付近で行われました。当日は絶好の天
気にも恵まれ、ハナモモのオーナーとその家族合計
600 人が参加して、240 本の植樹を盛大に行いま
した。来賓に大府市の岡村市長、東浦町の神谷町
長や地元の深谷県議、河合県議ほかをお招きし「お
手植え式」を行い、その後オーナーの皆さんは、
それぞれ用意したスコップを持って、マイツリーの
ハナモモの木を植えました。どの家も家族で楽しそ
うに植え、木をバックに記念写真を撮る風景があち
こちでありました。大府商工会議所は、ウェルネス
バレー構想にマッチし、さらに観光資源づくりにも
役立つこの活動を重点事業の一つとして位置づけ

「ハナモモの里
ー桃源郷ー」を
目指して、平成
30 年までに合
計 1,000 本を植
える予定です。

～部会・委員会・支部・講習会・イベント等のご報告です～  会議所だより会議所だより

76



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）

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

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

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。

会議所だより会議所だより

第１０回産学官連携交流会
「持続的成長に向けた開発と生産性の向上」
－ 連携・開発・販売・そして未来へ －
１１月２９日（火）　　　於：大府市役所
　　　　　　　　　　　　多目的ホール・会議室
　　　　　　　 　　時：１３:００～１６:５０
　産学官連携交流会は、大府市との共催で平成１９
年より、毎年テーマを変えながら、地域事業者の産
学官連携の取組みを促進し、連携によって新事業等
に展開する足掛かりにしていただくよう開催してま
いりました。この度、第１０回産学官連携交流会を
開催しましたところ、大学、公的機関、企業の５２
団体が、テーマに繋がるブース出展をされ、過去最
大規模の交流会となり、２５０名が来場されました。
　開会での主催者挨拶で木村会頭は、第１０回を迎
え、皆様からの今までのご支援に謝意を述べ、「意
欲ある事業者が国内外での市場
確保に向けて開発による事業の
創造や生産性向上の取り組みを
学び、未来に繋げる場としたい」
と挨拶しました。
　来賓としてお迎えした中部経済産業局地域経済
部・次世代産業課課長で情報政策室長の中島真一

郎氏は、「成長戦略の実現には、
今回のテーマは時流を捉えてお
り、ＩＴ(ＩＯＴ、ＡＩ等 ) の活用や生産
性の向上には、産学官の連携が
必要であり、コーディネータが機

能することによって活性化に繋げてほしい」と励ま
しと期待のお言葉をいただきました。
基調講演「事業と経営」　
　今年度大府市は、当所と東浦町や東浦町商工会
とも連携し、営業力強化研修を企画実施してます。

そのご縁から㈱日本能率
協会コンサルティング技術
戦略センターのシニアコン
サルタントで、早稲田大学
大学院創造理工学研究科

講師の細矢義弘氏をお招きして「事業と経営」の
演題にて基調講演を実施しました。
　講演内容は、①開発・事業化にあたっての重要な
原理原則論とその実学的考察②持続的成長に向け
た経営課題やマネジメントのあり方等を説明し、レ
ジメには市場動向を示すデータが豊富に掲載され、
事業化シナリオの考え方が紹介されました。
ブース交流会
　ブース交流会では、
大学や官からは、シー
ズや支援策等の紹介
をいただき、大手事業者は生産性向上の取組みを
開発型事業者は、自社の技術や製品を説明され、
来場者や出展者間での交流が図られました。
　産学官連携交流会の開催は、今年度で最終回と
させていただきますが、産学官連携事業について
は、継続してまいりますので学や官の支援が必要な
方々におかれては、当所へご相談ください。

　「橋本実践塾」第3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一分科会長（㈲山本鈑金）の立会いの中、リーダ役が２S（整理・整頓）活動
を中心とした改善活動の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」第３ステージの活動報告

第１グループ「Ｍ ｂｙ ２Ｓ」の活動
　名南カントリークラブの現場で４回の改善活動
を実施し、１１月２２日に成果発表会を行いました。

◎打席裏に時の経過により
不要になった物が置かれ
ていたが、整理整頓を実
施し、従業員の駐輪ス
ペースを確保できた。　

◎カート置場の整理整頓を
実施したことで、カート
の駐車スペースが広が
り、駐車し易くなった。ま
た、カートの修繕を実施
し、見た目も向上した。

▲発表者は坂野嘉幸さん（名南カントリークラブ）

今回の活動成果

第２グループ「文殊の知恵」の活動
　㈱げんきの郷の現場で４回の改善活動を実施
し、１１月２９日に成果発表会を行いました。

◎区画線を引いたことで
フォークリフトの駐車ス
ペースが明確になった。

◎商品陳列台の整理整頓
を行うことで、取り出し
時間の短縮につながっ
た。

◎備品を纏めたことで、通
路スペースが広がり、美
化の向上につながった。

今回の活動成果

▲発表者は徳永知泰さん（げんきの郷）

98



会議所だより会議所だより

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

第７回滝谷経営塾
１２月８日（木） 　　 　　於：当所３階大ホール他
　　　　　　　　　　　時：１５:００～１９:００
　第７回滝谷経営塾は、講義、チーム別演習、成
果発表会を行いました。終了後、懇親会を開催し、
受講者相互の親睦を深めました。
(1) 講義　ドラッカー｢経営の実学｣
　「結論　経営の責任」について、ドラッカーが最
後にはじめて自分自身の生い立ちと最も訴えたかっ
たことを述べている。その中の「自らをマネジメン
トすること－私の人生を変えた経験」について学び、
最後に『意思決定も問題解決も，結局は，人の行
為である。人の誠実である。』との言葉で結びま
した。
(2) 講義　講師著書｢見えない問題解決法｣
　どうすれば成功するか。目標達成の最後のカギ
は人を動かすプロセスにあり、あらゆる努力が必要
です。また目標達成は指標の達成であり、目標達
成度を評価、測定し原因を究明することが必要で
あると学びました。
(3) 演習
　①関心事②目標仮説③分析④結論の４つにまと
め、発表会の準備をしました。
(4) 成果発表会
　統一テーマ｢いま、われわれは何をすべきか｣に
ついて、Ａ～Ｄチームがそれぞれのテーマを全員参
加で成果発表を行いました。
Ａ 「サイクリング事業を実現したい」
Ｂ 「大府の要素技術を世界に発信する義塾を創設

共和駅前イルミネーション点灯式
１２月３日（土） 　　 　於：ＪＲ共和駅西ロータリー
　　　　　　　 　　　時：１７:００～１８:００
　大府市共和商業（協）主催によるイルミネーショ
ン「ライトアップ in 優・ＹＯＵ・共和」の点灯式な
らびにお楽しみ抽選会、おでん・豚汁のふるまい
が行われ、親子連れなど市民の方々が集まりました。
　岡村市長、大府市共和商業（協）の中村理事長、
至学館大学レスリング部
の皆さんがイルミネー
ションの点灯を行い、共
和駅前は沢山のライトに
彩られ、幻想的な雰囲
気に包まれました。

建設業部会主催　清掃活動ボランティア
１２月１０日（土） 　　 　　於：市道大府共和線等
　　　　　　　　　 　　　時：１０:００～１１：００

　当所建設業部会（部会長：
早川建志氏、㈱愛知工務店）
は、環境保全推進のため、
毎年ボランティアで清掃活
動を行っており、今回で１３
回目を迎えました。

　今年も共和駅周辺まちづくり委員会と連携し、地
域住民の方々と共に清掃活動に取組んでおります。
　八ツ屋会館駐車場に約７０名が集合し、市道大府
共和線（共和夢通り）及び共和駅周辺を清掃しまし
た。北風が強い冬空の下、散乱した落葉等を丁寧に
拾い集め、トラックの荷台はいっぱいになりました。

したい」
Ｃ 「大府特産のぶどう事業を拡大したい」
Ｄ 「商工会議所の職員の魅力を創出したい」　
　各チームとも半年の集大成として全員体制で発
表を行い、講師からも労いと激励の言葉をいただ
きました。　　
〔会頭挨拶〕
　木村会頭は、受講者に修了証を授与し、成果発
表に対する謝意を述べ、今回の研修を自社で活か
して欲しいとの期待を述べました。

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 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

おおぶ逸品運動研究会・個店アドバイス
１２月１３日 (火 )　　　 　　於：当所他
　　　　　　　 　 　　　　時：１４：３０～１６:３０
　７月より始動しました「リニューアル版おおぶ・
逸品運動」は今回で計５回目の逸品研究会を開催
いたしました。
　毎月１回参加店にお集まり頂き、各店の自慢のい
ちおし商品を持ち寄り、発表・意見交換を３回実施
してきました。
　１０月、１１月に各店の逸品候補を発表してグルー
プで話し合い、その意見をもとに改良・磨き上げ
がなされた結果、参加店２１店舗の逸品が完成に近
づいております。
　どの店もこだわりがあり、個性あふれる魅力あ
る商品ばかりです。今後は、それを冊子にまとめ
平成２９年２月より市民への配布・PR 活動を実施し
てまいります。
　また、その逸品を披露する「おおぶ・逸品展示会」
も市内にて開催いたしますので、是非足をお運び
下さい。

▲ 逸品についての意見交換の様子

▲ 金メダル14個をライトで表現
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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/

“奥が深い”、だから熱処理は “やりがい” がある。

　品質を決定付ける、熱処理の
　重要性。

　｢熱処理」という言葉を見ると、「何かを熱で処
理するという」大まかなイメージは湧くのです
が、実際は…？

　「金属熱処理とは、加熱と冷却で金属組織を
変化させる事により、硬く強い“強度”と粘り強
さである“靭性”という相反する性質を、目的に
合う様に調整する処理です。あまり知られてい
ないと思いますが、とても大切な処理です」そう
優しく教えてくださる冨田さん。

冨田　毅さん（株式会社　共和熱処理　専務取締役）

（プロフィール）
冨田　毅（とみた　たけし）
愛知県岡崎市出身。1973 年生まれ。1967 年創業以来、エンジン・減速機・足回りなどの自動車部品を中心に金属
熱処理を行う株式会社 共和熱処理の専務取締役。金属熱処理 特級技能士。現在は管理を行いながら、社内気質改
善にも取り組む。休日にはジムでの筋力トレーニングで汗を流す。

　その重要性は、例えば事故の時に現れます。硬
さはもちろん、それだけだと強い衝撃でポキっ
と折れて大事故になってしまう。けれど、そこに
ねばり＝しなやかさがあれば、折れずに事故を
防ぐことができる。大きな力が加わる製品に、熱
処理はとても大切。そこで、冨田さんの「特級技
能士」の力が存分に発揮されるのです。

特級技能士、取得への道。

　冨田さんは、入社後すぐに同業他社で3年間
修行。熱処理という言葉すら知らないところか
ら始まりました。先輩社員に教わった事を時間を
見つけては思い出しながらメモし、食事中、出社
時、帰宅時の信号待ちの時間を使って繰り返し
復習し、自分のものにしてきました。
　その後、自社に戻ると品質管理を任され、ク
レーム対応や社内整備に奮闘しますが、中間管
理職特有のストレスや、無理が祟って身体を壊し
てしまいます。
　「まだやれる、もっとやれると思ってい
ましたが、色々なものが蓄積していたん
でしょうね。それを機に、いい意味で生
真面目さがなくなりました。というより
も、本能的に無理ができなくなりました
(笑)」。様々なことを乗り越え、挑んだ特
級技能士。
　技能士資格の中でも、特級試験は管
理、指導に特化しており、その範囲は製
造全般から安全衛生、環境保全と広範

囲且つ難易度が高いのが特徴です。
　「たまたま自分の弱い部分を勉強していて、そ
こが出たんです」と謙遜される冨田さんですが、
日々の努力が実って見事一発合格。自社の為に、
さらに自信と腕を磨きます。

「熱処理のプロ集団」への秘策と
は？

　処理前後で製品形状が変わらないが故に、外
観上では仕上がり具合がわからない熱処理。
　「だから機械部品に不具合があると、真っ先に
熱処理が疑われるんです」と冨田さんは苦笑い。
その為、処理工程の管理を徹底し、お客様に品
質を保証しています。
　取組みの一つが従業員のレベル向上。
　従業員は段階的にすべての部署を経験し、製
造工程を身に付けます。また、毎月業務後に全従
業員参加で勉強会を実施。知識の向上を図ると
共に、年に1回行われる金属熱処理技能士の資
格試験には、毎年2名以上が挑みます。「弊社の
従業員は全員が多能工であり、技能士なんです」
すべての従業員をプロフェッショナルにと考える
冨田さん。
　「従業員レベルでお客様との信頼関係を築き、
小さな仕事でも断らず、丁寧に対応する。“熱処
理の事は共和熱処理に頼めば、なんとかしてく
れる”そう思っていただけるお客様を増やすこ
とが目標です」。
　“奥が深い”熱処理の世界なだけに、冨田さん
情熱の炎はさらに燃え上がります。

（2016年2月8日取材）

　「金属熱処理技能士　特級」という国家資格をご存知でしょうか。

　機械部品製造の中で重要な役割を担う熱処理。そのハイレベルな専門知識と経営学が求められる“特

級”の称号を胸に、熱処理に向き合う冨田毅さんが熱い想いを語ってくれました。

白地に「技」という字がキラリと光る左のバッジは特級技能士のもの。右は1
級技能士バッジです。特級の試験範囲は広く、工程、作業、品質、原価、設備、
安全衛生に環境保全と多岐に渡り、豊富な知識が求められます。

真っ赤に熱せられた熱処理直後の製品は、近寄れない程の熱さ。灼
熱の炉が何台も並ぶ工場内は、夏場は暑さとの戦いです。エネル
ギーを多く使う為、省エネ対策にも積極的に取り組んでいます。
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大府商工会議所・行政等からのお知らせ

２８回会頭杯ゴルフコンペ

　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。奮ってご参加下さい！
開 催 日　３月７日（火）７：５９　スタート　
開催場所　涼仙ゴルフ倶楽部
　　　　　住所：三重県いなべ市員弁町東一色 2796
　　　　　電話：０５９４－７４－５１１０
競技方法  ダブルペリア方式
定    員　１０組（４０名）
参 加 費　３,０００円  　

年会費　１,０００円（今年度初参加の方）
利用料金　２２,４７０円
・プレー代（キャディ付乗用カート）
・飲食代（昼食＋１Ｄ、オードブル＋１Ｄ、
茶店２Ｄ）含む

申込方法　２月８日（水）までに、お申込み下さい｡

詳細は担当 (大嶋・佐藤 )までご連絡下さい。

愛知県の特定最低賃金改正のお知らせ
発効日　平成２８年１２月１６日

　愛知県内の特定の産業に適用される７業種の特定
最低賃金について、平成２８年１２月１６日から改正さ
れました。このため、既に１０月１日に改正されてい
る「愛知県最低賃金」と併せ、愛知県の最低賃金（時
間額）は、次のとおりとなります。

詳しくは、愛知労働局ホームページ、または最寄りの
労働基準監督署へ

（特定最低賃金）

時間額最低賃金名 発効日

８４５円愛知県最低賃金 平成28年
10月1日

９２６円

８９６円

８５６円

８６７円

９０４円

８４７円

８８８円

鉄　鋼　業

はん用機械器具製造業

精密機械器具製造業

電気機械器具製造業

輸送用機械器具製造業

各種商品小売業

自動車 (新車 ) 小売業

平成28年
12月16日

■住所  共和町2-21-9
■電話  0562-46-0637
■営業  11:00～14:30
　　　　17:00～20:30
■定休  火曜日

うどんの大島屋 
「絶品　味噌カツ」

美味しいまちのグルメ駅伝美味しいまちのグルメ駅伝

（右）大島屋
大島裕史さん

（左）カネマツ機工㈱
兼松邦人さん
紹介ランナー

次回ランナーは、共和不動産　山口　芳弘さん

金ちゃんカレーうどん、海老
おろしそば・・・うどんが美味し
いのはもちろん！もう一品そ
れが「味噌カツ」です。
すっごく柔らかで、外はサクサ
ク、中はジューシー、まろやか
な味噌だれを付けた瞬間心
地よいハーモニーを奏でてく
れます。皆さんも是非一度ご
賞味あれ・・・

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、小売業で改善、建設業、製造業で悪
化、その他の２業種でほぼ横ばい。各業種か
ら寄せられたコメントは以下のとおり。

●「気温の低下に伴い、コートなどの衣料品が伸
びたことで、ここ数カ月の売上の落ち込みを
取り戻すことができた。しかし、消費者の節約
志向は強く、売上の改善が今後も続くとは思
えない」（衣料品小売業）、「お歳暮や内祝の需
要が減少しており、売上は悪化した。農産物仕
入価格の上昇に伴い、採算も上がらない」（菓
子製造業）、「年末商戦等により荷動きが活発
化した。売上は堅調に推移しており、業況も良
い」（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、サー
ビス業で改善、卸売業で横ばい、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。
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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
   6 月 7 月 8月 9月 10月 11月 12月～2月 

業　　況 ▲22.7 ▲19.0 ▲26.6 ▲31.0 ▲28.7 ▲25.3 ▲27.6
       
売　　上  ▲17.8 ▲6.7 ▲17.6 ▲23.4 ▲15.7 ▲13.8 ▲13.8

採　　算 ▲18.4 ▲16.9 ▲23.9 ▲22.9 ▲29.1 ▲31.6 ▲24.9
       
資金繰り ▲6.7 ▲4.0 ▲11.9 ▲15.9 ▲9.6 ▲16.0 ▲14.2
       
仕入単価 ▲20.9 ▲15.3 ▲9.2 ▲13.7 ▲15.7 ▲19.9 ▲21.1
       
従 業 員 14.1 18.9 17.0 15.9 17.5 14.5 14.9

平成 28年 11月調査結果

全産業ＤＩ（前年同月比）の推移
  

平成28年12月 9日現在

■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1.16％
　　　　　　設備資金　１０年以内（うち据置期間２年以内）　年1.16％
■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

　※H28.7 月より、大府市からの利子補給が始まりました。
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交通安全運動にご協力を！

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/大府商工会議所ホームページ　http://www.obu-cci.or.jp/
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新社会人学舎「滝谷経営塾」
半年かけて培った成果を、無事発表することが
出来ました。

大府ブランドを世界に！

人間環境大学大府キャンパス

2015 年 4月大府市江端町に看護学部を開設！

学校法人河原学園理事長　河原成紀

　本学は、自然・社会・心身の環境を総合的に学ぶ「人間環境学部」に加え、
2015 年 4 月に、学部・大学院一体の教育カリキュラムにより先進の看護職人
材を育成する「看護学部」を開設しました。看護学部では、看護学部・大学院 看
護学研究科（博士課程前期・博士課程後期）一体の教育カリキュラムにより、こ
れからの看護を見据えた「国際看護学」や「選択強化プログラム制度」をはじめ
とした、最先端のカリキュラムを用意しています。
    

●住所／大府市江端町３－２２０  
●TEL／ 0562-43-0701

●住所／大府市宮内町 6丁目 300 番地
●TEL／ 0562-85-4730
●定休日／毎週水曜日、第三火曜日
●営業時間／午前 11時～午後 2時
　　　　　　午後 4時 30分～午後 8時 30分
●駐車場／30台    
    

うなぎ処かとう

あつた蓬莱軒の味を大府で！    

代表取締役　加藤　稔

　知多半島道路「大府東海インター」すぐで開業して、6 年が経ちます。
「あつた蓬莱軒」で 11 年間修業した味を大府でお客様に愛して、味わっていただ
けるよう、スタッフ一同ご来店心よりお待ちしております。
    

大府市（1 月中）の人身交通事故の特徴は、朝（午前 6 時から午前 8 時）の通
勤時間帯が多く、平成28年は9件、平成27年は4件で、5件増加しています。
時間に余裕をもって、運転しましょう。
　　＜夕方「4 時から点灯」といった早めのライトの点灯推進＞

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

会員加入目標数

160

平成28年12月末会員総数

1,717

平成28年度大府商工会議所

4～12月加入者数

目標達成まで

79

81

キャンペーン期間の紹介・入会特典


