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交 通 安 全 通 報！

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/

有限会社ＴＳ＆ＴＭ

事業計画と人財育成で、会社作りを支えます！    

代表コンサルタント　鈴置崇浩

　事業計画と人財育成、「大事だ」とはわかっていても、後回しになっていませんか？
きちんと作れば「公的支援」も充実してきており、今こそチャンスです！
当社では、経営支援のエキスパート（中小企業診断士）が…、
★お店や会社の成長を支え、「愛される」会社へと飛躍できる事業計画をともに策定！
★働き方や環境を超えて、「みんなが、より愛される会社づくりを支えていける」人財育
成をご提供！
　熱い気持ちを持って、“愛される会社”をともに作ります。地元大府の当社に、ぜひご
用命ください。    

●住所／大府市月見町五丁目１０３ 江小タウン桜
●TEL／ 0562-51-3152　090-5634-1515
●完全予約制 ＊ご希望に添えるようにしております
　電話受付　9:00 ～ 17:00
　１講座　￥3,000 のみ　定員　1～ 5名

●住所／大府市横根町箕手６２－３     
●TEL／ 090-1091-0373
●メールアドレス／suzuoki@ts-and-tm.com    

Ｒｏｓｅ

自分の心身体に聞いて感じて知って食べる !

代表　髙﨑美由紀

　学生時代を過ごした大府市。街並みはスッカリ変わってしまいましたが、石ケ瀬川沿
いの桜並木に懐かしさが残る場所にて「薬膳料理教室」をしております。
　「薬膳」は「膳（食事）が薬」と書きます。便利な世の中になりましたが、反面、忙しい
日々を過ごす中で老若男女問わずストレスが多く心身体の不調を訴える人も少なくあ
りません。
　「膳（食事）」おろそかになっていませんか？
　あなたの心身体はあなたが口にした物で出来ています。健やかであるのも病気にな
るのもあなた次第です。食事を見直してみませんか？

　４月は入学シーズンということもあり、子供が出歩く機会が増える時期です。
　さて、大府市内では、昨年中に交通事故で怪我をした子供（５歳以下）は１０名です。子供は道路へ飛び出す等、危険な行
動をとる可能性が高い為、交通事故の被害者・加害者とならないよう、社会全体で子供の将来を守っていきましょう！！

　　＜子供は大人の姿を見ています。良い見本になれるよう交通ルールを守りましょう＞

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29年3月末会員総数

1,713

平成28年度大府商工会議所

4～3月加入者数

目標達成まで

90

70

キャンペーン期間の紹介・入会特典

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！

新社会人学舎
「滝谷経営塾見えない問題解決法」
5月17日（水）より、スタートします！！

※詳細・申込につきましては、同封チラシをご覧下さい！

THE OBU CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

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



３月８日（水）於：当所３階大ホール　時：1４：00～1５：５０

第６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
　５事業所の加入が承認されました（詳細は下段「新入

会員の紹介」をご覧ください）。

議案第２号　大府商工会議所職員給与規則の一部改正
（案）について

　間瀬事務局長が、公務員（愛知県）の給与改正に

準拠し、地域手当の月額について、給料月額の「１００

分の8.5 以内」を「１００分の9.5 以内」に改正し、勤勉

手当の支給率については、現行「１００分の 75.0」を「１

００分の 85.0」に引き上げることを説明しました。地域手

当の改正は、平成２８年４月１日から、勤勉手当については、

平成２８年１２月１日から適用することとするが、地域手当

については、平成２７年度に大府商工会議所における支

給率を「１００分の 7.5」に引き上げているため、平成２８

年度支給率は「１００分の 7.5」を維持することを説明し、

理解を求めました。

議案第３号　平成２９年度事業計画書（案）について
　井上専務理事が、平成２９年度の事業計画について、

平成２９年度に向けた基本方針と４つ重点事業【中小・
中堅企業、小規模事業者の強化】【地域活性化】【特
別プロジェクト】【組織運営基盤の強化】を中心に説
明を行いました。

議案第４号　平成２９年度一般会計並び特別会計収支予
算（案）について

　間瀬事務局長が、各会計の内容について説明を行い

ました。

平成２９年度一般会計収支予算書（案）

同  中小企業相談所特別会計収支予算書 (案 )

同　共済事業特別会計収支予算書（案）

同　労働保険事務組合一般会計収支予算書（案）

同　労働保険事務組合労働保険料特別会計収支予算書（案）

同　財政調整資金積立金特別会計収支予算書（案）

同　会館積立金特別会計収支予算書（案）

同　退職給与資金積立金特別会計収支予算書（案）

同　特定退職金共済事業特別会計収支予算書（案）

同  街路灯特別会計収支予算書（案）

以上４議案とも全て原案とおり可決されました。

報告事項
①部会・委員会・支部・青年部・女性会等からの報告に

ついて

・吉森支部鈴木支部長が、４月２日（日）から始まる石ケ瀬

川ライトアップ夜桜への協賛を呼びかけました。

・商業部会冨田部会長が、『おおぶ・逸品運動』の活動を

報告し、『逸品Selection』をＰＲしました。

②平成２８年度海外視察アンケート結果について

・平成２９年度視察地はマレーシアを検討中。

③平成２９年度主要会議日程について

・５月３１日（水）第３１回通常議員総会

④会員の脱退並びに変更について

⑤３月・４月の行事予定について

会議所だより
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今月の表紙／「滝谷経営塾」で学んだ2期生の皆様（平成 28年 12月8日撮影）

これまでに受講された企業・事業所は、下記のとおりです。

㈱豊田自動織機、㈱東海理機製作所、東海興業㈱、イヅミ工業㈱、愛協産業㈱
化成工業㈱、柏木産業㈱、タツミ化成㈱、㈱吉見製作所、㈱サンビゴー、怜テック
㈱ＪＡやすらぎセンター、㈲洋菓子チロリアン　ほか
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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
3/26 3/27 3/28

橋本実践塾発表会
9：00 〜12：00
通常議員総会
14：00 〜16：00

3/29
ボランティア一斉清
掃

3/30 3/31 4/1

4/2
菜の花まつり
（げんきの郷）
9：30 〜15：00
石ケ瀬川夜桜点灯式
17：00 〜

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

4/9 4/10
定例税務相談
13：30-16：00

4/11 4/12
早朝会議
7：30 〜 8：20
正副会頭会議
9：00 〜11：00
住宅修繕相談
13：00 〜16：00

4/13ノー残業デー 4/14 4/15

4/16 4/17 4/18
定例金融相談
10：00 〜12：00

4/19 4/20 4/21 4/22

4/23 4/24 4/25
日珠連大府支部総会
10：30 〜11：30
青年部通常会員総会
17：00 〜18：00

4/26
住宅修繕相談
13：00 〜16：00
住宅修繕相談定例会
19：30 〜 21：00

4/27
ノー残業デー
ビジネスマナー講座
9：30 〜16：30

4/28 4/29
昭和の日
つつじまつり
9：30 〜15：30

4/30
つつじまつり
10：00 〜15：30

5/1 5/2 5/3
憲法記念日

5/4
みどりの日

5/5
こどもの日

5/6

クローズアップ・スケジュール
好感度アップ！！ビジネスマナー講座　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4月27日（木）
　社会人として身につけておきたいマナーや心構えを学び、企業・事業所の一員として、好感度アップ
を目指しましょう。		
　専門講師の指導により、挨拶、名刺交換、電話応対などのビジネスマナーについて具体的なロール
プレイングを行うカリキュラムにて、セミナーを開催いたします。	
　時　　間：9：30～ 16：30（昼食あり）	 	 	 	 	 	 	
　場　　所：当所3階大ホール	 	 	 	 	 	 	
　研修内容：社会人としてのマナーの必要性、心のこもった挨拶とお辞儀、自己紹介・他人紹介・
　　　　　　名刺交換の仕方、敬語の基本、好感を持たれる話し方、電話応対の基礎（電話のかけ方・
　　　　　　受け方）及びロールプレイング好感を持たれる訪問・応対のマナー
　講　　師：オフォス成旺　代表　伊藤　享子先生
　定　　員：新入社員から入社3年目の方を対象として20名　※原則1事業所3名まで
　受 講 料：1名　5,000円（非会員事業所	10,000円）　 ※当日集金いたします。
　申込期限：4月17日（月）		 	 	 	 	 	
　申込方法：同封チラシにご記入のうえ、当所窓口ならびにＦＡＸ（0562-46-9030）にてお申
　　　　　　込み下さい。	
　問 合 せ：担当　大嶋（0562-47-5000）	 	 	 	 	 	 	

№ 事業所名 代表者 住　　所 事業内容等 所属部会

1 税理士法人　笠松＆パートナーズ 笠松　栄治 高浜市 税理士 情報・物流・サービス業

2 春山工業 春山　智博 若草町 機械装置組み付け又は据え付け 建設業

3 ｓａｌｏｎ＊ｍｉｘ 岡部　栄子 江端町 カルチャー教室、エステ 情報・物流・サービス業

4 ㈲OFFICE-KONDO 近藤　　一 名古屋市 新築、リフォーム 建設業

5 　　　　― 石川　節子 明成町 不動産 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29年1月11日～平成29年2月28日
（敬称略）

3

April 4月
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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㈱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。

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

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

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

第２８回会頭杯ゴルフコンペ
３月７日（火）　　　　　　於：涼仙ゴルフ倶楽部
　　　　　　　　　　　　時：７:５９～

　残寒の厳しい中、
第 28 回会頭杯ゴ
ルフコンペが開催
され、40 名のプレ
イヤーが互いの腕
を競いました。
　結果は上記表の
通りです。順位もさることながら、プレイヤー同士
の交流を図れた良い機会となったかと思います。

吉森支部主催
下村庄平氏　叙勲記念祝賀会
３月１４日（火）　　　　　於：げんきの郷　
　　　　　　　　　　　　時：１８：００～２０：００
　長年に亘り、飲食業界の発展や、地域の活性化
にもご尽力されている下村庄平氏（お食事処 しも
むら：半月町）の叙勲記念祝賀会を、大府市長 岡
村秀人氏、大府市議会議長 深谷直史氏、鈴木敏子
氏（鈴木淳司 衆議院議員代理）、大府市役所商工
労政課長 鈴木秀規氏、当所会頭ならびに専務理事
を来賓に迎え、げんきの郷・だんらん亭にて開催し
ました。　

　宴も盛り上が
りをみせる中、
名誉ある旭日単
光章（生活衛生
功労）を受賞し
た下村氏および
長年ご主人を支

え続けてきた奥様に、記念品ならびに花束の贈呈
を行いました。
　最後に、本日の主役
である下村氏からお言
葉をいただき、参加した
皆様方も感慨深い思い
で一杯になりました。
　今後も、下村氏の更
なるご健勝とご活躍をお
祈りいたします。

会議所だより 会議所だより

第 28回会頭杯ゴルフコンペ結果 （敬称略）

平下　学優　勝
準優勝 ３　位 白井　久士吉田　正弘

吉田　正弘
花井　宏基
鈴木　　修
松田　雄一

島岡　亮司
森下　勝巳
大嶋　久邦
岩田　守弘

ベストグロス 吉田　正弘

ドラコン
アウト３ アウト９

イン11 イン18

アウト４ アウト７

イン12 イン 16
ニアピン

製造業部会主催
安全体感道場体験研修
３月１７日（金） 　　 於：TABMEC㈱（刈谷市）
　　　　　　 　　　時：14：００～ 17：00
　百聞は一体感にしかず！
　昨今、若年層の経験不足による作業中の事故が
大きな問題になっています。そこで、製造業部会
では、安全教育の一環として安全体感道場体験研
修を実施しました。
　ロボットや機械・車両の実物を使って、７つメ
ニュー（①高所、②回転体、③玉掛け、④作業、⑤柵
内、⑥電気、⑦フォークリフト）を体感し、「危険とは
何か？」「ルールを守るとはどういうことか」など、
安全の大切さを“からだ全体”体感してきました。

　参加者の声
「体感することで危険の大きさを実感した」
「安全意識の向上につながった。」「是非職場
の仲間に受講させたい」etc.

平成２８年度新入会員交流会
３月２２日（水）　　　　　　於：当所３階ホール
　　　　　　　　　　　　　時：１４:００～１６:００
　平成 27 年度
から数えて２回
目となる「新入
会員交流会」を
開催したとこ
ろ、19事業所か
ら 21 名の方々
にご参加いただ
きました。
　当所の井上専務理事が、商工会議所の意義や活
動について説明した後、具体的な活用事例につい
ては、当所中小企業相談所の加古と会員のサムギョ
プサル専門店テジの柵木哲朗氏から説明させてい
ただきました。
　柵木氏は、開業から経理処理の相談に始まり、
補助金の申請やまち歩き事業等で会議所と関わっ
てきた経緯を述べ、人間関係（職員、会員）を自
ら広げる努力も大切と語り、「無理をしない」形で
会議所の活用を心がけているとのことでした。新入
会員の皆さんにとっても、また、会議所の職員にとっ
ても、大変説得力のあるお話で「なるほど」と感じ
入る内容でした。
　その後、参加者による１分間自己紹介の後、名刺
交換し、気軽な雰囲気の中、互いの交流を深める
ことができました。
　この出会いが、皆さんの今後の事業展開の一助
になれば、うれしい限りです。

 

▲下村氏を囲んで記念撮影

▲会議所活用法を語る柵木氏
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〈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
　　　　    （50号実績）

広告掲載料（2ヵ月間）

50,000円（税別）～

売上げアッ
プ！

集客率アッ
プ！

会議所だより

大府商工会議所からのお知らせ

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）

水回りから内外装 ・外構工事に

至るまで、あらゆる住まいの

お困りごとを PATTO 解決！！

のんびり極楽なお風呂 素敵な玄関でおもてなし 家族が見える対面キッチン

〒474-8505大府市共栄町七丁目1番地の1
営業時間／9：00～18：00　定休日／日曜日
Email ／ reform＠aikyosangyo.co.jp

担当：前田 望月0120-098-777

平成29年3月12日
スタート 改正道路交通法が施行されます

18歳から取得可能な免許

準中型免許
の新設

1. 準中型免許の新設
準中型免許では、車両総重量 7.5 トン未満（最大積載量 4.5 トン未満）
の自動車を運転できます（普通自動車も運転できます）。
普通免許で運転できる自動車は車両総重量 3.5 トン未満（最大積載量 2
トン未満）となります。

2. 準中型免許の受験資格・教習日数
準中型免許は、18 歳から普通免許なしでも取得できます。教習では、
最短17日で取得可能です。
※普通免許は最短15日

3. 準中型免許に係る初心者運転者期間制度
初めて準中型免許を取得した方は、準中型自動車を運転するときには　
1年間初心者マークを付けなければなりません。

4. すでに普通免許を保有している方は
引き続き車両総重量 5 トン未満の自動車を運転することができます。さ
らに限定解除審査（※）に合格すれば車両総重量 5 トン以上 7.5 トン
未満の自動車の運転も可能となります。
（※）審査は、指定自動車教習所で最短4時限の教習等を受けた上での審査又

は免許試験場での技能審査等のいずれかになります。

　日本珠算連盟大府支部会員の珠算塾より推薦を受けた優良生徒の表彰を行うとともに、全国あんざんコンクール入賞
者の表彰を行いました。優良生徒表彰の皆さんは以下のとおりです。（敬称略）

☆日本珠算連盟本部表彰☆
1年以上皆勤、珠算1級取得、2年以上の在籍
その他生徒の模範となる者　
　長谷川 生真、小島 隆聖
☆日本珠算連盟支部表彰☆ 
【最優秀賞】有段者　                     
　土田 真由、新野 春日、熊谷 弥夕　
【優秀賞】珠算2･3級
　原口 瑠莉、庄司 有希、新美 七菜　
　原田 優奈、福島 久乃、冨田 千景　 
　森下 　響、牧 　奈未、松尾 佳音　

☆日本珠算連盟支部表彰☆
【優良賞】継続努力した者、他の模範となる者
　武藤 麗里愛、西村 佑久、今場 知優
　真野 苺愛、梶原 沙希、吉兼 和孝
　渡邊 結衣香
【支部特別賞】あんざん・そろばんコンクール金賞
　外山 加流、帆足 心来、壁谷 美紅
　土居 亮太、後藤 蓮太郎、長谷川 生真
　小島 隆聖
【2016年 全国あんざんコンクール入賞者】
　高校生の部　83位　伊藤 慎悟　

３月２４日（金） 
於：当所３階大ホール
時：1３：３０～ 1４：３０平成２８年度優良生徒表彰式

日本珠算連盟大府支部主催　

平成２９年度 大府商工会議所　検定試験一覧表
【日商簿記】
 検定区分 試験日 受験級 受験料 受付期間
 第１４６回 ６月１１日（日） １・２・３級 １級　７,７１０円 ４月３日（月）～ ５月１２日（金）
 第１４７回 １１月１９日（日） １・２・３級 ２級　４,６３０円 ９月１１日（月）～１０月２０日（金）
 第１４８回 ２月２５日（日） ２・３級 ３級　２,８００円 １２月１８日（月）～ １月２６日（金）
【珠算・暗算・段位認定】
 暗算受験料1～6級各900円、段位認定料2,900円（珠算のみ2,500円、暗算のみ1,200円）
 検定区分 試験日 受験級（珠算） 受験料（珠算） 受付期間
 第２１０回 ６月２５日（日）   １級　２,３００円 ４月１７日（月）～　５月２５日（木）
 第２１１回 １０月２２日（日） １・２・３級 ２級　１,７００円 ８月１４日（月）～　９月２１日（木）
 第２１２回 ２月１１日（日）   ３級　１,５００円 １２月  ４日（月）～　１月１１日（木）
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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/

会うだけで笑顔になる、バレエと元気の伝道師。

今も現役！クラシックから
コンテンポラリーまで。

　大府保育園裏の住宅街、ピンクの外観が特徴
的な「有穂バレエスタジオ」。中に入るとガラス
張りの練習スペースにレッスンバー。「結構広い

でしょ（笑）」とイタズラっ子のように笑う美穂さ
んの元へは、幅広い年齢層の生徒さんが通いま
す。
　3歳からクラシックバレエを始めた美穂さん
は、38歳の時に香港の振付家ユーリ・ン氏に認
められ、愛知県芸術劇場の舞台に主演。自由表

伊藤美穂さん　（大府シティバレエ　有穂バレエスタジオ代表）

（プロフィール）
伊藤美穂（いとう みほ）
大府市若草町出身。1962 年生まれ。1980 年知多市でバレエスタジオを設立。その後、1991 年大府に移転。身体の
使い方を理解できるわかりやすい指導で、多くの生徒に支持される。また、近年は独自の「骨盤エクササイズ」も好評。
三姉妹の母であり、お孫さんも2人。

現でも才能を開花させます。「バレエと違って型
がなく、表現することがおもしろいです」。柔軟
性や発想力際立つ美穂さんだから飛び込めた新
たな世界。もちろん、スタジオでは生徒さんと今
もクラシックバレエを踊ります。

「骨盤エクササイズ」誕生の
きっかけは？

　「スタジオは“まちのバレエ教室”。子ども達に
とって自分の居場所になれば」。トランポリンを
使った身体づくりを取り入れたり、大人の生徒さ
んからもプライベートな相談を受けたり。バレエ
講師という枠を超え、絶大な信頼を得ている美
穂さん。
そんな中で転機となったのは3年前。舞台で腰を
傷めた時でした。
リハビリ中にその技術に注目すると、先生に筋肉
の動かし方などを聞き込み、足腰の重要性を再

認識。我流の骨盤エクササイズが完成します。
「自分がよくなったように、他の人も元気に」とい
う想いと、「身体の使い方を知りたい！」という好
奇心。さらにそれを自分流に落とし込む経験値。
まさに美穂さんにしかできない技法です。

“健康”で、世の中を変えられれば。

　バレエの要素を取り入れて、お腹やお尻を効
率的に刺激する「骨盤エクササイズ」は、肩こり
やダイエット目的の女性から足腰が弱い高齢者
まで、美穂さんの人柄と話術でリピーター続出。

　「OBUエニスポ」をかわきりに、バレエスタジ
オや商工会議所主催の「ふれあいゼミナール」、
スポーツクラブや公民館、小中学校でも開催さ
れています。
　「歳を取っても元気に歩けるように」その熱い
想いとアイデア湧き出る情熱は今後、アローブ
や「健康都市おおぶ」を宣言する大府でさらに燃
え上がりそうです。
　みんなを元気にする唯一無二のパワー。「でも
本当は人見知り。バレエのおかげで人と接する
幅が広がりました」そんな美穂さんからは、とび
きりの笑顔が軽やかに舞い踊っていました。

（2016年５月取材）

　スッとした佇まいの中に覗かせる、クシャッとした笑顔―。
　格式高いイメージのバレエ講師でありながら、「みんなを元気にしたい」とパワフルに語る伊藤美穂さん
（以下、美穂さん）。
　そのオリジナリティ、カリスマ性…類まれなる魅力をクローズアップします。

30坪もの広い
練習スペースを
持つスタジオに
て。「自分が理
想的な身体で
ないと、説得力
がないですか
ら」と美しい肩
甲骨も披露して
くれました。

魅せる動きで観客
の想像力を掻き立
てるコンテンポラ
リー。海外の振付師
や共演者と一流の
舞台に立つことで、
表現者としての美
穂さんの経験値も
上がります。

健康体操やエクサ
サイズも多種多様
な昨今。中でも美穂
さんの「骨盤エクサ
サイズ」は、タオル
を使ったり、仰向け
に寝転んだりしな
がら、“楽しく楽に
元気になれる”と大
人気です。

切れにくいものを料理する

（Made In  Japan）
アブレシブジェットカッタ NC-5AX スギノマシン製

中島特殊鋼株式会社
〒474-0001
愛知県大府市北崎町遠山211番地
TEL（0562）46-9111
FAX（0562）46-9117

㈹

URL http：//www.nakatoku-steel.com/ E-mail nakatoku＠quartz.ocn.ne.jp

■加工対象（難切削材）

■加工範囲 ■ウォータージェット加工の特徴

各種金属材料、磁性体、複合材、CFRP、樹脂、ガラス、
セラミックス、石材、チタン、インコネル など

板 厚
　幅　
長 さ

●
●
●

熱影響を与えない
厚物の切断が可能
切断代が小さい

●
●
●

材質を選ばない
ピアス加工が可能
断面形状を保てる

200t
2,000mm
4,000mm
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大府商工会議所・行政からのお知らせ

■住所  東新町2-191-2 
　　　　アイビル2Ｆ　202
■電話  0562-85-2188
■営業  17：30～
　　　　　　（LO.24:00）
■定休  月曜日

オステリア・ケイ 
「黒毛和牛グリルのタリアータ」

美味しいまちのグルメ駅伝美味しいまちのグルメ駅伝

オステリア・ケイ
富田圭介さん

寿司割烹　なだか
柿原誠太郎さん
紹介ランナー

次回ランナーは、㈲矢田化学工業　中本和則　さん

第４１回大倉公園つつじまつり
日　時　４月29日（土）、４月30日（日）　
　　　　　９：３０～１５：３０（３０日は１０：００～）
会　場　大倉公園･桃山公園
内　容　親と子の写生大会、ウォーク＆スタンプラ

リー、女性会・青年部バザー、どじょうつ
かみ大会、緑化木無料配布、各種サーク
ル交流会　等々

主　催   大倉公園つつじまつり推進委員会
　　　　（大府青年会議所・大府商工会議所青年部・

至学館大学）
問合せ　大倉公園つつじまつり　

推進委員会事務局
　　　　（大府市役所商工労政課内）
　　　　０５６２－４７―２１１１

会費に係る従業員数並びに
資本金額変更届出のお願い
日頃は、当商工会議所の運営にご理解とご協力を
頂き、誠に有難うございます。
　さて、既にお届け頂いている従業員数及び資本
金額について変更のある企業・事業所は、平成
29 年 4 月 1日現在の従業員数等をお届け下さい
ますよう、お願い申し上げます。
　なお、平成 29 年 4 月末日までに届出がない場
合は、現行のままとさせて頂きます。
　不明な点は、下記までお問い合わせ下さい。

　　　　　　　　担当：総務・会員サービス課
　　　　　　　　電話：0562-47-5000

設備貸与制度（割賦販売・リース）の制度説明会の開催について
　公益財団法人あいち産業振興機構では、当機構が小規模企業者等の皆様に代わって機械販売業者からご希望の機械・設
備を購入し、「割賦販売」又は「リース」する設備貸与制度を実施しています。原則、保証金、担保不要で、利用しやすい制度になっ
ております。この制度の説明会を下記のとおり開催しますので、参加を希望される方は、当機構までご連絡願います。

　本年度より「ウェルネスバレーフェスタ」は、開催いたしません。開催目的の「ウェルネスバレーの認知度向上」は、
みなさまのご支援ご協力により、概ね達成できました。誠にありがとうございました。

問合せ先　公益財団法人あいち産業振興機構　経営支援部　設備投資支援グループ
　　　　　電話　052-715-3067　ＦＡＸ　052-563-1436

開催日 開催時間 開催場所

公益財団法人あいち産業振興機構　14階セミナールーム（名古屋市中村区名駅 4-4-38）平成29年4月11日㈫ 午後2時～

津島商工会議所　3階研修室（津島市立込町 4-144）平成29年4月14日㈮ 午後2時～

東三河総合庁舎　301会議室（豊橋市八町通 5-4）平成29年4月18日㈫ 午後2時～

西三河総合庁舎　501会議室（岡崎市明大寺本町 1-4）平成29年4月21日㈮ 午後2時～

大府産の黒毛和牛と
新鮮な野菜をたっぷり
と使った黒毛和牛グリ
ルのタリアータ他にも、
東京とイタリアで経験
を積んだオーナーが腕
を振るって本物を教え
てくれるお店です。

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、建設業、小売業で改善、サービス業
でほぼ横ばい、その他の２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。

●「燃料費や資材価格の上昇が見られるもの
の、設備投資など民間工事が堅調で、売上は
改善した」（一般工事業）、「バレンタイン商戦
では、高級な商品が好調で、売上は前年を上
回った」（百貨店）、「燃料費の上昇による利幅
の低下や人手不足等で、好況感が感じられな
い繁忙が続く」（運送業）

●業況の先行き見通しＤＩは、全産業では今月と
比べ改善の見込み。産業別にみると、全業種
で改善の見込み。

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    17 年  先行き見通し
   9 月 10月 11月 12月 1月 2月 3月～5月 

業　　況 ▲31.0 ▲28.7 ▲25.3 ▲25.0 ▲21.8 ▲19.5 ▲13.6
       
売　　上  ▲23.4 ▲15.7 ▲13.8 ▲23.7 ▲15.5 ▲15.9 ▲7.5
 
採　　算 ▲22.9 ▲29.1 ▲31.6 ▲28.8 ▲21.4 ▲15.2 ▲14.7
       
資金繰り ▲15.9 ▲9.6 ▲16.0 ▲11.8 ▲10.5 ▲8.0 ▲3.1
       
仕入単価 ▲13.7 ▲15.7 ▲19.9 ▲23.5 ▲22.7 ▲26.1 ▲29.8
       
従 業 員 15.9 17.5 14.5 16.9 17.8 17.1 16.6

平成 28年 2月調査結果

全産業ＤＩ（前年同月比）の推移
  

平成29年3月10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 通 報！

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/

有限会社ＴＳ＆ＴＭ

事業計画と人財育成で、会社作りを支えます！    

代表コンサルタント　鈴置崇浩

　事業計画と人財育成、「大事だ」とはわかっていても、後回しになっていませんか？
きちんと作れば「公的支援」も充実してきており、今こそチャンスです！
当社では、経営支援のエキスパート（中小企業診断士）が…、
★お店や会社の成長を支え、「愛される」会社へと飛躍できる事業計画をともに策定！
★働き方や環境を超えて、「みんなが、より愛される会社づくりを支えていける」人財育
成をご提供！
　熱い気持ちを持って、“愛される会社”をともに作ります。地元大府の当社に、ぜひご
用命ください。    

●住所／大府市月見町五丁目１０３ 江小タウン桜
●TEL／ 0562-51-3152　090-5634-1515
●完全予約制 ＊ご希望に添えるようにしております
　電話受付　9:00 ～ 17:00
　１講座　￥3,000 のみ　定員　1～ 5名

●住所／大府市横根町箕手６２－３     
●TEL／ 090-1091-0373
●メールアドレス／suzuoki@ts-and-tm.com    

Ｒｏｓｅ

自分の心身体に聞いて感じて知って食べる !

代表　髙﨑美由紀

　学生時代を過ごした大府市。街並みはスッカリ変わってしまいましたが、石ケ瀬川沿
いの桜並木に懐かしさが残る場所にて「薬膳料理教室」をしております。
　「薬膳」は「膳（食事）が薬」と書きます。便利な世の中になりましたが、反面、忙しい
日々を過ごす中で老若男女問わずストレスが多く心身体の不調を訴える人も少なくあ
りません。
　「膳（食事）」おろそかになっていませんか？
　あなたの心身体はあなたが口にした物で出来ています。健やかであるのも病気にな
るのもあなた次第です。食事を見直してみませんか？

　４月は入学シーズンということもあり、子供が出歩く機会が増える時期です。
　さて、大府市内では、昨年中に交通事故で怪我をした子供（５歳以下）は１０名です。子供は道路へ飛び出す等、危険な行
動をとる可能性が高い為、交通事故の被害者・加害者とならないよう、社会全体で子供の将来を守っていきましょう！！

　　＜子供は大人の姿を見ています。良い見本になれるよう交通ルールを守りましょう＞

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29年3月末会員総数

1,713

平成28年度大府商工会議所

4～3月加入者数

目標達成まで

90

70

キャンペーン期間の紹介・入会特典

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

181
2017.4.1

Vol.

大府ブランドを世界に！

新社会人学舎
「滝谷経営塾見えない問題解決法」
5月17日（水）より、スタートします！！

※詳細・申込につきましては、同封チラシをご覧下さい！

THE OBU CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

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


