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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/

ぴくせるパソコンスクール

「パソコンできる経営者！育てます。」

オーナー　久野一輝

　当校は昨年の 10 月にオープンしました。パソコン入門からワード・エクセルなどの
office 系アプリの入門から応用、さらにはイラストレーター入門などのデザイン系まで、
幅広く講座を取り揃えております。超初心者もしっかりサポートさせていただいており、
パソコンをまったく触ったことがないという段階から始められた生徒様が今ではエクセ
ルで家計簿などを作られています。「パソコンを使えるようになりたいけど、今さら従業
員に聞けない。」そんな経営者様のご来校をお待ちしています。一緒に頑張りましょう！

●住所／愛知県大府市東新町 1-42-2-1503  
●TEL／ 0562-85-4005
●FAX ／ 052-308-4053
●E-mail ／ itakura@it-pat.com

●住所／大府市中央町五丁目５１       
●TEL／ ０５６２-４８－１１１５
●営業時間／ 火・金曜 9:30～16:30、水・木曜 9:30～20:30（夜間は予約のみ）、
　　　　　　土曜 9:30～15:30
●定 休 日／ 日曜日・月曜日・祝日
●ウェブサイト／ https://obu.studypc.net/        

板倉特許事務所

ブランド作りはファン作り 

弁理士　板倉幸恵

　情報過多の昨今、広告を打つだけではブランド作りはできません。自社商品・サー
ビスに「独自の価値」と「イメージ」を付け、それを形にして消費者に伝え、ファンを獲
得していくことが重要です。商品・サービスの顔となる「名前やマーク」は、このイメー
ジの一端を担う重要な要素です。商標権を取得すれば、その「名前やマーク」を独占的
に使うことができるため、競合相手との差別化を図りやすくなります。弁理士は、こん
な商標権をはじめとして、特許、実用新案、意匠など知的財産権の取得・活用をサポー
トします。

５月になると気温が上がり、初夏の気配が感じられる過ごしやすい季節となります。
その気候から自転車等で外出する方が増えるのではないでしょうか。さて、大府市の自転車が関わる交通事故死傷者数
は、昨年、一昨年ともに７人でした。５月はゴールデンウィークもあり、様々なイベントが開催され、交通が活性化し、交通
事故が増加する時期でもあります。気を引き締めて安全運転に心掛け、楽しい時間をお過ごし下さい。

＜常に、交通事故防止を意識した安全運転を！＞

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

会員加入数

平成29年4月末会員総数

1,718

平成29年度大府商工会議所

4月加入者数

15

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！

～キラリ☆光るお店～　一緒につくりませんか！
「おおぶ・がんばる！商店街運動」
参加店を募集しています！

※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/
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３月２８日（火）　於：当所３階大ホール　 時：1４：０0～15：３０

　議員本人出席４７名、委任状出席５３名、計１００名の
出席のもと、大府商工会議所第３０回通常議員総会が開
催され、上程された３議案の審議を行った結果、全て原
案通り可決されました。

議案第１号 平成２９年度事業計画（案）について
　井上専務理事は、平成２９年度日本商工会議所事業計
画に「地方創生と中小企業の活路開拓を両輪とした成長を
強力に支援すること」が掲げられていることを述べたうえで、
大府商工会議所は、平成２９年度重点事業として、１．中
堅･中小企業･小規模企業者の強化、２．地域活性化、３．
特別プロジェクト、４．組織運営基盤の強化、を４本柱とし、
各種事業に取り組んでいくことを説明しました。最後に、平
成２７年度に定めた、大府商工会議所憲章を読み上げ、会
員の皆様に対して商工会議所活動への支援を求めました。
議案第２号
　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（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）
について

　間瀬事務局長が、各会計の内容について、前年からの
変更点を中心に説明を行いました。
議案第３号 　大府商工会議所風車共済規約の一部改正（案）
　　　　　　について
　鏡味事務局次長より、当該規約の改正は、任意包括加
入に関する課題解決に向けてリニューアルするもので、ガン
死亡特約の廃止、７０才までの加入を７５才へ引き上げ、告
知義務を怠った場合一時金を支払わないこと、７０才から７
５才までは年齢別保険料を適用すること、掛金の払込につ
いて２ヶ月分の払込がない場合は払い込まれている月の末日
で脱退とすること等々、条文改正を行う旨説明しました。

東海警察署より交通安全活動への協力依頼
　総会終了後、東海警察署長の松田警察署長より、
交通安全活動への協力依頼がありました。愛知県は、
２０１６年まで１４年連続で交通死亡事故ワースト１位を
記録しており、今年に入ってからも４６件の死亡事故
が発生（３月２７日時点）
しているとのこと。特に
高齢者の横断歩道での
交通事故が懸念されて
おり、運転者に横断者
優先を心がけていただく
よう指導がありました。

第30回通常議員総会 ～平成２９年度事業計画書（案）
並びに収支予算書（案）等を可決～

▲東海警察署の松田署長

今月の表紙／「おおぶ・逸品運動」に参加した皆様

お店の魅力アップを図りたい方、お客様に「また来たい」
と思わせるような店づくりをしたいと思っている方、みんなで一緒に考えませんか？
参加店/（五十音順）
足軽家、アズイン大府、あずき薬局、東鮓共和店、梶川工作所、GLASSJOY 02、米豊商店、
サムギョプサル専門店テジ、眠Se coucher(ス･クシェ)、ステーション・イン・大府、染と呉服とみたや、
ふじや酒店、ヘアーサロンじゅん、豊和住建、北澤パン工房、まちのふとん屋山田屋、
ミュージックガーデン大府、ヤマグチゴム印、洋菓子チロリヤン、玲子ガーデンファーム、ろばた焼き二郎

大府商工会議所広告掲載企業募集
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！
※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。
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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
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

5/7 5/8 5/9 5/10
正副会頭会議
14：30 〜16：30
定例税務相談
13：30 〜16：00
住宅修繕相談
13：00 〜16：00

5/11ノー残業デー 5/12 5/13

5/14 5/15 5/16
人生100 年を楽しむ
プロジェクト会議
10：00 〜12：00

5/17
常議員会
13：30 〜15：30
第1回滝谷経営塾
16：15〜17：30

5/18
定例金融相談
10：00 〜12：00

5/19
女性会総会
10：30 〜13：00

5/20

5/21 5/22 5/23 5/24
橋本実践塾総括発表会
10：00 〜12：00
住宅修繕相談
13：00 〜16：00

5/25ノー残業デー
定例金融相談
13：30 〜15：30

5/26 5/27

5/28 5/29 5/30 5/31
優良従業員表彰
11：00 〜12：00
通常議員総会
14：30 〜16：30

6/1 6/2 6/3

クローズアップ・スケジュール
人生 100 年を楽しむプロジェクト会議　　　　5 月 16 日（火）
大府で人生100年時代を楽しむプロジェクト
「いっしょに楽しみながら、魅力あふれる地域を作っていきたい」と考
えている人を募集しました。応募された方で、第1回目のプロジェク
ト会議を開催いたします。
時　　間：10：00～ 12：00
場　　所：大倉公園内　休憩棟
進 め 方：プロジェクトメンバーで自由に議論し、実行していきま

す。当所は、補助金申請のサポート、場所の提供など、
このプロジェクトを支援していきます。	

※第2次募集中※	 	 	 	
参加資格：会員企業の経営者、従業員、もしくはその紹介を受けた

方で、地域の力になりたいという情熱のある方、高齢者
の方も大歓迎！

開催頻度：月1回　平日　10：00-12：00
募集人員：10名～20名
担　　当：まちづくり推進課（47-5000）	 	 	

	 	 	 	 	
	

第 9 期生 橋本実践塾総括発表会　　　　　　5 月 24 日（水）

時　　間：10：00～ 12：00	 	
場　　所：当所3Ｆ　大ホール	 	
発表企業：㈱不二塚工業・東海興業精機㈱・大東興産㈱	 	

中島特殊鋼㈱・㈱ケーツー・福富金属㈱	 	
㈱げんきの郷・㈲堀川製作所・㈱ＦＡＳＴ

第 1 回 滝谷経営塾　　　　　　　　　　　　5 月 17 日（水）

時　　間：16：15～ 17：30	 	
場　　所：当所3Ｆ　大ホール	 	
講演内容：「これからの経営」--- 経済を揺るがす5つの要因と　

地域経済の道	 	
※詳細につきましては、7ページをご覧下さい。	
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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

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

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 ㈱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。

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

情報・物流・サービス業部会主催セミナー
「そうだったのか！チラシ作り」
３月２３日（木）　　　　　　於：当所３階大ホール
　　　　　　　　　　　　　時：１９:００～２１:００

　パソコンソフトの普及やネットでの格安印刷サー
ビスにより、チラシ作りは一昔前に比べて、とても
手軽なものとなりました。しかし、１日に目に入る
広告が約3,000件ともいわれる現代において、消費
者に読んでもらうことは極めて難しいのが現状で
す。そこで、engawaのデザイナーである竹田隆憲
氏を講師に「効果のあるチラシ作り」をテーマとし
たセミナーを開催しました。セミナーでは、チラシ
作りの本来の目的、手に取ってもらうためのテクニッ
ク、プロに依頼する場合のコツなどについて、詳細
に解説いただきま
した。終了後も多
数の質問が寄せら
れ、大変有意義
なセミナーとなり
ました。

大府商工会議所　商業部会
春爛漫の交流人口増イベントに共催・支援
４月２日（日）　　　　　　
　4 月 2日、2 つの大きな交流人口増イベントが行
われました。1つはＪＲさわやかウォーキングです。
大府商工会議所では、コース企画、受け入れ・お
もてなし方法など関係者を集めて、計４回の準備会
議を開催しました。当日は、晴天に恵まれ、市内
外から1,712名の参加者があり、大府の春を満喫さ
れました。なお、コース上の訪問店、施設、商工
会議所の支部の皆さんなど計5か所でおもてなし接
待があり、参加者から「他市にはないおもてなし」
と大変喜ばれました。
　2つは、ＮＰＯ法人東知多菜の花プロジェクト主催
の第8回おおぶ菜の花祭りです。げんきの郷をメイ
ン会場で行われ、６ｈａの菜の花めぐり、今年から初
めて行われた“親子菜の花摘み体験”そして 330
名の出演者の、華やかなステージイベントなど
3,500 人の参加者が大府の春の“健康と花のビック
イベント”を楽しまれました。

会議所だより 会議所だより

大府商工会議所吉森支部
石ヶ瀬川ライトアップ夜桜
３月２５日（土）～４月１６日（日）
　　　　　　　　　　　　　　於：石ヶ瀬川沿い  
　　　　　　　　　　　　　　時：１８:００～２１:００
　今年で第４回目
となる「石ケ瀬川
ライトアップ夜桜」
が、3月25日～４
月16日まで開催さ
れました。
　４月２日の点灯
式には、吊り提灯及び市民交流企画として実施した
「親子竹灯篭づくり」で制作した竹灯篭に加え、今
年は３２基の木製ぼんぼりも設置されました。
　同日は、JR東海主催の「さわやかウォーキング」
も実施され、吉森支部のコーヒーの振舞いも大好
評でした。
　残念ながら、桜の開花も遅れ蕾の桜並木でした
が、週末には満開の桜と木製ぼんぼり等があいまっ
て、一層華やかさが増すライトアップとなり、市民
の憩いの場となりました。
　今後も、吉森支部は地域活動を積極的に行って
参ります。なお、今回協賛していただきました企業
ならびに事業所の皆
様、振舞いに協力し
ていただきました大
府東高校の校長先
生・生徒さんに、厚
く御礼申し上げます。

建設業部会
住宅修繕相談事業専門部会 第１５回総会
４月１２日（水）　　　　　　　　於：当所２階会議室  
　　　　　　　　　　　　　　時：１９:００～２０:００
　事業報告並び
に事業計画など
上程された全て
の議案が可決さ
れました。また、
任期満了に伴う
役員改選により新役員が選出され、メンバー全員が
心新たに新年度のスタートを迎えました。

　

住宅修繕相談事業とは
毎月第２・第４水曜日午後１時～４時、大府商工
会議所にて、当所建設業部会会員で、増改築相
談員の資格を持ったメンバーが、住宅とその屋
敷回りの修理や増改築について無料で相談に応
じる事業です。（店舗・工場等の増改築も対応可）

平成 28年度住宅修繕相談事業実施状況

相談回数 24回　　相談件数 41件

住宅修繕相談事業専門部会新役員
部 会 長　山本　康仁　山本建築
副部会長　新美　和広　新美左官
会　　計　深谷　卓志　深谷建築
相 談 役　浜島　秀男　浜島業務店

▲ミルクショップ知多農場でのおもてなし風景
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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

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

〈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！

講習会のご案内
人材育成・自己啓発・経営スキルアップ等々、会員の皆様に役立つ情報をお届けします！

滝谷敬一郎  氏（滝谷国際経営事務所 所長）東北大学卒業､専門は経営の意思決定論
会員無料（懇親会参加費：５００円 /名）非会員　２０，０００円
　※使用テキスト「見えない問題解決法」（日本経済新聞出版社刊）７００円（税込）は各自負担。

大府商工会議所　３階　大ホール

大府商工会議所　小久保・藤井

講　師

参加費

会　場

日　程

問合せ及び申込み

　全ての業種の経営者、後継者、幹部社員を対象に、ドラッカーの「経営の実学」で、経営とは何か、
また、講師の著書「見えない問題解決法」を使って、解決までのプロセスを学びます。

～見えない問題解決法～ 
たき　 たに

：

：

：

： ０５６２－４７－５０００

※チーム別演習のテーマは、「新たな市場を開拓したい」「独創的な商品を開発したい」「大府ブランド
を確立したい」等、各チームが自主的に決定

電 話：

滝谷経営塾

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

一般
講演

公開
講座

「これからの経営」－経済を揺るがす５つの要因と地域経済の道－　

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

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

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

組織と従業員のありかた：IBMの事例研究に学ぶ、仕事の最大化方針、動機づけ

戦略的ステートメントを作成する、目標を検証する、リスク対策を行う

意思決定とは何か：問題解決との違い、戦略的な意思決定、経営の責任

チーム別演習総括・成果発表会・修了式　

懇親会

チ
ー
ム
別
演
習

計画を作成する、指標を作成する、目標達成度を測定する、成功・失敗の
原因分析をして初めに戻る

５／１７（水）
16:15～ 17:30

７／６（木）
15:00～ 17:15

８／３（木）
15:00～ 17:15

９／７（木）
15:00～ 17:15

１０／ ５（木）
15:00～ 17:15

１１／９（木）
15:00～ 17:15

１２／ ７（木）
15:00～ 18:20

18:30～ 19:00

受講生募集中

　「橋本実践塾」第５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１分科会長（㈲山本鈑金）と橋本塾長の立会いのなか、リーダ
役が活動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5ステージの活動報告

第１グループ「Ｍ ｂｙ ２Ｓ」の活動
　㈱ケーツーにて４回の改善活動を実施し、３月２
２日に成果発表会を行いました。

◎職場内の危険個所の注
意喚起、ワイヤーカット材
料棚の置場表示や並べ
方が分かる看板表示を各
所に設置することで社員
の意識改革をねらった。
◎ＮＣ加工機周りに区画線
の設置により来客者から
の好感度ＵＰに繋がった。
◎成形材料置場内の荷崩
れ防止や床面腐食対策
を実施した。

▲発表者は森川正一さん（ケーツー）

今回の活動成果

第２グループ「文殊の知恵」の活動
　㈱FASTにて４回の改善活動を実施し、３月２８
日に成果発表会を行いました。

◎１階と２階に分散してい
た余剰品を整理して１階
棚に集約することにより
在庫管理が十分にでき、
ムダな購入を防止出来
るようにした。
◎据付工事用の工具や資
材を車に積み込み易い
場所に集約した。

　橋本実践塾は、５月の総括発表会をもって第９期の活動を終了します。29年度についても６月から２グループ
10名で第10期生の活動を行っていく予定です。

今回の活動成果
▲発表者は髙濱正吾さん（ＦＡＳＴ）
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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

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

経理事務や確定申告でお困りの方　いらっしゃいませんか？

～大府商工会議所の経理サポートサービスのご案内～

こんな方に

オススメ！

事 業 主 作 業

会議所指導内容

小規模事業者の方で個人事業主　

初心者向きの経理サポート 経験者向きの自主入力経理サポート

※法人の方、既に税理士の指導を
　受けてる方は対象外です。 

現金出納帳・仕訳帳を記入します。 取引データーをソフトに入力します。

・記入内容の確認。
・本会のパソコンにて帳簿類を作成。
・源泉徴収（年末調整）事務手続き。
・財務分析の説明・税務対策。

・会計ソフト操作指導。
・入力された仕訳内容の確認。
・源泉徴収（年末調整）事務手続き。
・財務分析の説明・税務対策。

別  途  負  担 な　　し
ソフト購入・バージョンアップ・セキュリ
ティ・USBメモリの費用に関しましては、
ご本人のご負担でお願いします。

詳しくは　大府商工会議所　中小企業相談所　榊原まで

年  間  料  金

基  本  料  金

決算確定申告
消費税申告年度

82,000 円
（消費税課税年度 87,000 円）

46,000 円
（消費税課税年度 51,000 円）

72,000 円
( 月 6,000 円×12ヶ月）

36,000 円
( 月 6,000 円×12ヶ月）

□　帳簿のつけ方経費の分け方が、
　　いまいちわからない。

□　会計ソフトの維持管理ができない。

□　直接、会計ソフトに入力したい。
□　ソリマチ㈱「みんなの青色申告」
　　の会計ソフトを使用している。
□　会計ソフトが決まってない。
□　自主記帳を覚えて、自立したい。

料   　金   　内   　訳

　＋10,000 円

　＋  5,000 円

名古屋支社　名古屋営業所　〒460-0003名古屋市中区錦1－11－11 名古屋インターシティ8F　TEL 052-232-3429 AXA-A1-1405-1016/9F7
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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/

その勢いはロケットの如く！鋼管ストーブに込めた夢。

発端は、東日本大震災で感じた
“違和感”。

　ペレットをはじめ、燃料は小枝や竹、松ぼっく
りでもOK。簡単着火でガスコンロ並の強い火力
が持続するロケットストーブ。さらに煙もほとん

ど出ません。
　「それがまさに最大の特長。煙も「可燃性ガス」
として無駄なく燃やせます」。そう語る金田さん
の研究のきかっけは、「デンソー」の東京勤務時
代。東日本大震災の時でした。
　発生時の混乱から一週間が過ぎる頃には、会

金田寿正さん　（Liftoff（リフトフ）鋼管ストーブ工房 代表）

（プロフィール）
金田寿正（かなだ　としまさ）
大府市若草町出身。1966 年生まれ。前職は大手自動車部品メーカー「デンソー」の営業マン。2011 年の東日本大
震災をきっかけに、重さわずか 5.8kg の鋼管ロケットストーブを開発。その新規性、エコリサイクル（間伐材を有効
活用したペレットの使用）、防災の点からも注目を集める。

社も通常営業。その一方で、被災地の映像は惨
状ばかり。「自分は仕事がある。でも、これでいい
のかと違和感がありました」。
　そんな焦燥感の中で目にした被災地のロケッ
トストーブ。大学では物理学専攻だった金田さん
は、空気の流れに着目したその構造に可能性を
感じ、大府に戻ると研究に没頭します。

人との出会いと“いいね！”が、商品化へ。

　「まさに最初は火遊びでした（笑）」。
　発明にのめり込み、もっと手軽に効率的にと、
設計図を引き、業者を探して試作品を作り…。自
動車部品の開発から関わった営業マン時代の手
腕を発揮して、徐々に現実味を帯びる開発。窯元
との出会いで、常滑焼の土管を使った試作品も
発表しました。

　さらに、行政書士・坂野さんとの出会いが大き
な一歩へ。
　企画に賛同する出資者を募り、資金調達や商
品化を目指す「クラウドファンディング」を取り入
れます。「皆さん応援の気持ちが強くて、それが
自信にも励みにもなりますね」。
　そうして、2万円以内で購入できる鋼管ストー
ブも開発。ペレット業者との出会いや、メディア
への露出が評判を呼び、商品化への道を進んで
いったのです。

火の楽しさ、付き合い方も伝えたい。

　晴れて商品化となり、ネット販売をスタート。
「でも、夏は思ったより売れない。皆さんバーベ
キューには炭なんですね」。その分、火の魅力や
扱い方を伝える重要性を再認識した金田さん
は、イベントでの実演や動画アップなど、さらな
る盛り上がりを仕掛けます。
　さらに、スターリングエンジン開発者との「ス
トーブ発電機」開発や、数々の新機種も試作。新
作「鉢りん」は、植木鉢を使った手軽で楽しい商
品です。

　「どれも防災に役立つものばかり。熊本地震の
際も持参しました。火は暖かく、できた料理を食
べれば身も心もホッとしますよ」。
　湧き出る発想の中に、“人の為に”という想い
があふれる金田さん。ロケットストーブに込めた
夢は、今後も大きく打ち上がりそうです。

（2016年6月取材）

　「初めは火で遊ぶのがおもしろかっただけなんだよね！」豪快な笑顔と好奇心に満ちたキラキラした目が
印象的な金田寿正さんは、ロケットストーブの開発者。
　人を巻き込む求心力とスゴ腕の営業力を兼ね備えた、無類の発明家のストーリーに迫ります。

ごく普通の植木鉢に、金田さん開発の燃焼ポットをイン。七輪よりも
万能な「鉢りん」は、五千円代というお手頃価格も魅力のひとつ。火
のある生活が気軽に楽しめます。

ロケットのようにゴーゴー燃えるから「ロケットストーブ」。クリーンで
安全、煮炊きもできて暖かい。「目玉焼きもこの通り！」と実演してくれ
ました。

イベントでは来場者も興味津々。麦わら帽子姿の金田さんが「デン
ソー」時代の営業力と知識力で熱弁します。スリムでおしゃれなス
トーブは、積み重ねも自在な省スペース設計です。
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平成２９年５月２５日（木）１３：３０～１６：００

刈谷市総合文化センター（アイリス）大ホール　刈谷市若松町２丁目１０４番地

刈谷公共職業安定所

日　時

場　所

主　催

　平成３０年３月新規学校卒業予定者の採用を予定している企業の皆様を対象に、次のとおり説明会を開催
いたします。

：

：

：

大府商工会議所・行政からのお知らせ

　詳細につきましては、ハローワーク刈谷（電話０５６６－２１－５００３
　求人・企画部門）までお問合せ下さい。

　経営計画に基づいて実施する販路拡大（チラシ・看板作成、ＨＰリニューアル、商品パッケージ変更等）の
取り組みに対し５０万円を上限に補助金（補助率：２／３）が出ます。
　申請にあたっては、最寄りの商工会議所へ事業支援計画書（様式４）の交付を依頼する必要があります。（代
表者が60歳以上は様式６も必要）発行には一定の日数が掛かりますので依頼は５月２４日迄にはお願い致
します。
　公募要領・申請書様式など、詳細は小規模事業者持続化補助金の特設ホームページをご覧ください。

http://h28.jizokukahojokin.info/tsuika/

開催のお知らせ
「平成３０年３月新規学卒求人取扱説明会」

小規模事業者持続化補助金

中小企業庁 平成28年度第２次補正予算事業

小規模事業者持続化補助金＜一般型＞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＜一般型＞（１月２７日締切分）につき、３月１７日
付で採択結果が発表されました。大府商工会議所は、２３件の申請支援を行った結果、
１８件が採択されました。（当会議所の採択率７８．３％、愛知県内の採択率５６．１％、全
国の採択率４６．２％）

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）〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

「平成 29年工業統計調査」にご協力を！「平成 29年工業統計調査」にご協力を！
製造業の皆様へ

～販路拡大をお考えの小規模事業者の皆様へ～
追加公募５月３１日締切

　「平成２９年工業統計調査」を、平成２９年６月１日現在で実施します。
　この調査は、わが国の「製造業の実態」を明らかにすることを目的に、年に一度全国規模で経済産業省
が実施する重要な調査です。

　「ものづくり」の愛知県は、「製造品出荷額等」が３８年連続全国第１位です。
　４３兆８,３１３億円（全国に占める割合１４.４％）：平成26年工業統計調査（従業員4人以上の事業所）

　調査の実施にあたり、本年５月頃、統計調査員が各事業所まで調査票をお届けします。
　（一部事業所では、経済産業省から直接郵送で届きます。）

調査票へのご回答をよろしくお願いします。
　「工業統計調査」の実施に関する情報は、
　「Web統計あいち」（http://www.pref.aichi.jp/toukei/）で検索して下さい。
お問合せ：愛知県県民生活部統計課　工業統計グループ
　　　　　電話　０５２－９５４－６１０６　FAX　０５２－９６１－２１９４

事業者名（代表者） 中分類上の業種名称 補助事業で行う事業名

株式会社Ｅ．Ｅｖｅｒｙｄａｙ
（代表取締役：安井あずさ） その他の教育、学習支援業 「英語で預かる学童保育」新規顧客獲得作戦

アンズデザイン
（代表：山口恵子） 専門サービス業 日本伝統技術でつくる！セミオーダー商品の開

発・宣伝

とこなめ土管ロケットストーブ工房
（代表：金田寿正） 鉄鋼業 備える火の道具！新製品「焚火缶」の販路拡大

事業

ハレプラス
（代表：箕浦　渉） その他の教育、学習支援業 生涯学習教室（速読・英会話・書写）の開設に

よる売上拡大

ＳＭＩＬＥ合同会社
（代表社員：浅沼友樹） その他の教育、学習支援業 ＩＴフル活用でＳＭＩＬＥのブランド確立計

画！！

山口農園直売所
（代表：山口茂樹） 農業 野菜ソムリエが作るあいちの伝統野菜ＰＲによ

る販売促進

縁家
（代表：井之上和寛） 総合工事業 地元密着！顔の見える大工を目指し、地域住民

に寄り添う。

有限会社ステーションイン大府
（代表取締役：深谷亮柄） 宿泊業 温水洗浄便座導入によるお客様満足度（評価）

向上作戦！

株式会社光栄設備
（代表取締役：菅原　朗） 管工事業 業務用節水機器の販路開拓と広報強化による営

業力の向上

大府青果卸売市場株式会社
（代表取締役：伊藤友子） 飲食料品卸売業 地元農家と海外市場の橋渡し！大府市の特産青

果の輸出支援事業

角田鈑金
（代表：角田卓弥） 自動車整備業 デントリペア技術を応用した独自鈑金工法のＰ

Ｒによる新規客獲得

有限会社鷹羽石油
（代表取締役：鷹羽英行） その他の小売業 老舗ＧＳが挑戦！好立地を活かす新看板＆法人

営業で新規客獲得

有限会社美容室オズ
（代表取締役：吉田美佐雄） 洗濯・理容・美容・浴場業 不満足要因解消で “ 熱烈顧客 ” 創造と４０代以

上の顧客層取り込み

株式会社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のための新設

備」展示会での周知事業

座間経営支援事務所
（代表：座間裕史） 専門サービス業 シングルマザーの「集う場所」の創出！女性の

社会進出支援事業

理容みゆき
（代表：小髙三夫） 洗濯・理容・美容・浴場業 女性お顔そりでお客様も技術者も輝けＷｉｎ－

Ｗｉｎ大作戦！！

ひこ屋
（代表：安部可南子） 専門サービス業 ギフトショーに出店してＬｅｔ ’ ｓ小売業活性

化！

ぴくせるパソコンスクール
（オーナー：久野	一輝） その他の教育、学習支援業 タブレットも教えます！時代を先取りした新講

座ＰＲで認知度ＵＰ
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事務局からお知らせ（人事異動）
　このたび、次のとおり、臨時職員の採用を行い
ました。新入職員に対してご指導を賜りますよう
お願い申し上げます。

臨時職員
阪野　典子

総務・会員サービス課

採　用

大府市からのご案内
　平成２８年７月に行った「ワーク・ライフ・バラ
ンスなどに関する企業アンケート」へのご協力をい
ただき、有難うございました。
　集計結果の概要を市のホームページに掲載しま
したので、ご覧下さい。

『あいち環境塾』
　愛知県では、（公財）名古屋産業科学研究所と共
同で、持続可能な社会づくりに向けたリーダーとな
る人材の育成を目的とした、「あいち環境塾」を開
講しています。
　環境に関連する講義の他、講師との意見交換や
ディスカッションを行い、環境に関する政策やビジ
ネスモデルを提言します。

定例金融相談のご案内愛知県からのお知らせ

 日本政策金融公庫 熱田支店 国民生活事業
　　毎月１８日　　　１０：００～１２：００

 愛知県信用保証協会　総合相談室
　　毎月第４木曜日　１３：３０～１５：３０
　（前日１７時までにご予約がない場合は、開催されません）

場　所：当所１Ｆ　相談室
※両相談ともに、土・日・祝日の場合は、翌日に
開催いたします。

　詳細については、
　　大府商工会議所・中小企業相談所
　　　　　（４７－５０００）

　募集期間：５月１７日（水）まで
　参 加 費：５万円

詳細・申込先は、下記URLをご覧ください。
　http://www.nisri.jp/chc/gathering.html

【問合せ・申込先】
（公財）名古屋産業科学研究所中部ハイテクセンター
　　電話：０５２－２２３－６６３９

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、小売業で悪化、製造業でほぼ横ば
い、その他の３業種で改善した。各業種から寄
せられたコメントは以下のとおり。

●「建設工事関連の輸送が増加し、売上は改善
した。他方、アルミや鋼材など製造業の原材
料関連の輸送は減少してきており、今後の懸
念材料となっている」（運送業）、「業務効率化
を進めてきたことで売上を維持したまま、時
間外労働を削減できた。削減分を賃上げに回
し、社員のモチベーション向上を図る」（有線
放送業）、「原材料価格が上昇しているため、
取引先に転嫁交渉を行ったが、業績悪化を理
由に承諾されず、採算は改善しない」（土石製
品製造業）

●業況の先行き見通しＤＩは、全産業では今月と
比べ悪化の見込み。産業別にみると、卸売業、
サービス業で横ばい、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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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
   10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月～6月 

業　　況 ▲28.7 ▲25.3 ▲25.0 ▲21.8 ▲19.5 ▲13.5 ▲20.0
       
売　　上  ▲15.7 ▲13.8 ▲23.7 ▲15.5 ▲15.9 0.0 ▲11.1
 
採　　算 ▲29.1 ▲31.6 ▲28.8 ▲21.4 ▲15.2 ▲13.5 ▲16.4
       
資金繰り ▲9.6 ▲16.0 ▲11.8 ▲10.5 ▲8.0 ▲9.4 ▲9.5
       
仕入単価 ▲15.7 ▲19.9 ▲23.5 ▲22.7 ▲26.1 ▲27.1 ▲27.2
       
従 業 員 17.5 14.5 16.9 17.8 17.1 19.6 17.4

平成 29年 3月調査結果

全産業ＤＩ（前年同月比）の推移
  

平成29年4月12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1.11％
　　　　　　設備資金　１０年以内（うち据置期間２年以内）　年1.11％
■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。

■住所  朝日町4-15
　　　　(熱田神社参道沿い)
■電話  0562-44-7775
■営業  ランチ 11：30～13：30
　　　　ディナー 17:30～21:00
　　　　　　　　　　　　　（L.O）
■定休  日曜日・第1、3月曜日

ラ・ファルファーラ 
「前菜5種盛り」

美味しいまちのグルメ駅伝美味しいまちのグルメ駅伝

㈲矢田化学工業
中本和則さん
紹介ランナー

オーナーシェフ
永井みゆきさん

次回ランナーは、㈲山本鈑金　笹田栄治　さん

大府商工会議所・行政からのお知らせ

熱田神社参道沿いの
隠れ家イタリアレストラ
ン。今年6月で創業15
年目を迎えます。自家
製ハーブと地元知多半
島の野菜や魚介類を
使った独創的な料理が
評判です。ちなみに私
とオーナーシェフ永井
さんは大府中学校同
窓生です。よろしくお
願いします。
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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/

ぴくせるパソコンスクール

「パソコンできる経営者！育てます。」

オーナー　久野一輝

　当校は昨年の 10 月にオープンしました。パソコン入門からワード・エクセルなどの
office 系アプリの入門から応用、さらにはイラストレーター入門などのデザイン系まで、
幅広く講座を取り揃えております。超初心者もしっかりサポートさせていただいており、
パソコンをまったく触ったことがないという段階から始められた生徒様が今ではエクセ
ルで家計簿などを作られています。「パソコンを使えるようになりたいけど、今さら従業
員に聞けない。」そんな経営者様のご来校をお待ちしています。一緒に頑張りましょう！

●住所／愛知県大府市東新町 1-42-2-1503  
●TEL／ 0562-85-4005
●FAX ／ 052-308-4053
●E-mail ／ itakura@it-pat.com

●住所／大府市中央町五丁目５１       
●TEL／ ０５６２-４８－１１１５
●営業時間／ 火・金曜 9:30～16:30、水・木曜 9:30～20:30（夜間は予約のみ）、
　　　　　　土曜 9:30～15:30
●定 休 日／ 日曜日・月曜日・祝日
●ウェブサイト／ https://obu.studypc.net/        

板倉特許事務所

ブランド作りはファン作り 

弁理士　板倉幸恵

　情報過多の昨今、広告を打つだけではブランド作りはできません。自社商品・サー
ビスに「独自の価値」と「イメージ」を付け、それを形にして消費者に伝え、ファンを獲
得していくことが重要です。商品・サービスの顔となる「名前やマーク」は、このイメー
ジの一端を担う重要な要素です。商標権を取得すれば、その「名前やマーク」を独占的
に使うことができるため、競合相手との差別化を図りやすくなります。弁理士は、こん
な商標権をはじめとして、特許、実用新案、意匠など知的財産権の取得・活用をサポー
トします。

５月になると気温が上がり、初夏の気配が感じられる過ごしやすい季節となります。
その気候から自転車等で外出する方が増えるのではないでしょうか。さて、大府市の自転車が関わる交通事故死傷者数
は、昨年、一昨年ともに７人でした。５月はゴールデンウィークもあり、様々なイベントが開催され、交通が活性化し、交通
事故が増加する時期でもあります。気を引き締めて安全運転に心掛け、楽しい時間をお過ごし下さい。

＜常に、交通事故防止を意識した安全運転を！＞

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

会員加入数

平成29年4月末会員総数

1,718

平成29年度大府商工会議所

4月加入者数

15

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！

～キラリ☆光るお店～　一緒につくりませんか！
「おおぶ・がんばる！商店街運動」
参加店を募集しています！

※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/


