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oya baka international
英会話教室

あなたも是非ＯＢＩファミリーへ 

オーナー　マイケル　グリーン

　赤ちゃんと一緒（親子クラス）～大人のプライベートレッスンまで、幅広くレッス
ンを行っています。ＯＢＩに通う一人ひとりが、家族のような愛と安らぎを感じられ
る教室づくりを、心掛けています。音楽や参加型アクティビティなどを通して、楽し
く、より上を目指したくなるようなレッスンを行い、英語をずっと続けていきたいと
思える子供達を育てます！あなたも一度遊びに来てみませんか？無料体験レッスン
随時受付中！！

●住所／大府市東新町 1－17
●TEL／ 0562－46－8050
●定休日／日曜日・教室の定めた夏季、冬季休暇等
●レッスン時間／平日10:00 ～ 20:30
　　　　　 　　土曜 10:00 ～１８:00
●駐車場／敷地内 10台可

どーなっつ宮

”皆様を笑顔に、そして幸せに”を原点に

宮守正佳

6 月は、夏に向けて気温が高まるとともに、梅雨が始まり、雨天等から運転時の視界が悪くなる時期でもあります。
さて、大府市の 6月中の雨天・曇天時の人身事故件数は、平成 28年は 23件、平成 27年は 12件でした。愛知県内の平成 28年か
ら過去 5年間の交通事故統計データで雨天・曇天における人身事故発生割合は、一年間でもっとも多いという結果も出ています。
悪天候の日は、速度を落としたり、急ハンドルや急ブレーキを避ける等、いつもより交通事故防止を意識した運転に心掛けて下さい。

＜悪天候による視界不良だけでなく、体調不良にも気をつけて、万全な状態で安全運転を＞

　げんきの郷 屋台村にて、平成28年11月にオープンしたドーナッツ専門店「どー
なっつ宮」です。
　当店のメイン商品として、揚げたてドーナッツのげんき玉（さくさくケーキドー
ナッツ）やげんき丸（ふわふわドーナッツ）を各１００円で販売しています！また、季節
メニューとして旬の果物を使用したドーナッツやアイスドーナッツもお勧めです！
　”皆様を笑顔に、そして幸せに”を原点に、笑顔で営業していますので、店主こだ
わりのドーナッツを是非ご賞味下さい！

●住所／大府市吉田町正右エ門新田 1-1　げんきの郷 屋台村  
●TEL／ 090-6466-1601
●営業時間／9:00 ～ 17:00
●定休日／毎月１日
　　　　※土・日・祝の場合は、翌平日

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

150

平成29年5月末会員総数

1,721

平成29年度大府商工会議所

4～5月加入者数

目標達成まで

22

128

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！

表紙にご登場いただける
会員事業所を募集しています！

ご希望の方は、大府商工会議所までお問合せ下さい。

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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今月の表紙／㈲ステーションイン大府　代表取締役 深谷亮柄氏（平成２９年５月２日撮影）

大府市中央町２－２２３－２　TEL　０５６２-４４-４０００

自社の強み（好立地・家族連れの宿泊にも対応できる床暖房付きフローリングルー
ム・宿泊料金に対しての質・量の充実等）を更に強化し、小規模事業者持続化補助
金で採択された補助事業「温水洗浄便座導入」も図り、「かゆいところにまで手の届
く、自然体のサービス」をスローガンに、今後も地域貢献を行っていきます。

５月１７日（水）　於：当所３階大ホール　時：14：００～1６：００

第１回定例常議員会

　平成２９年度第１回定例常議員会を開催し、５月３１日（水）

開催予定の第３１回通常議員総会の議題として上程する

「平成２８年度事業報告及び収支決算」等について審議し

ました。

審議事項
議案第１号　会員の加入について
　２２事業所の加入が承認された（詳細は次頁「新入会

員の紹介」をご覧ください）。

議案第２号　職員給与規則の一部改正（案）について
　公務員（愛知県）の給与改定に準拠し、所要事項の改

正を行う。改正事項は、初任給について、「新規学校卒業
者の初任給」の文言を「新たに職員となった者の初任給」
と改めるとともに、号給を１級２９号給→１級２５号給に改める。

地域手当支給率について、「給与月額に１００分の9.５以内
を乗じて得た額」を「１００分の１０.０以内」に改める（ただし、
大府商工会議所における支給率は１００分の 7.５のまま据え

置き）。また、別表の改正として、昇格時号給対応表、扶

養手当（配偶者１３,５００円→１０,０００円、子６,５００円→８,０

００円、父母等6,500円変更なし）、期末手当及び勤勉手当

の支給率について、勤勉手当の支給率を平均化し（夏期

１００分の７５.０→１００分の８５.０、冬期１００分の９５.０→１００

分の85.０）、期末手当（支給率変更なし）と合わせた合計

の支給率を夏期100分の197.5→100分の207.5、冬期100分の

232.5→222.5とすることとし、平成２９年４月１日に遡って適用

する。

議案第３号　平成２８年度事業報告書について
　大府商工会議所定款及び大府商工会議所憲章の説明

後、平成２８年度の総括的概要を読み上げ、行動管理表

に基づき事業の進捗状況等を報告した。

議案第４号　平成２８年度一般会計並びに特別会計収支
決算書について

　一般会計をはじめ９つの会計について、収支決算につい

て説明を行なった。実際の収支を伴う６会計について、合

計で次期繰越金が対前年比 42.５％増となったことを説明

した。

議案第５号　平成２９年度優良従業員被表彰候補者の選
考（案）について

　５月３１日（水）午前１１時００分より、会員事業所から推

薦を受けた永年勤続者２６名、功労者１７名につき、優良従

業員表彰を行う。

全て原案どおり可決されました。なお、審議終了後、次の

報告が行われました。

報告事項
①共済制度移行におけるお願い並びに福祉制度キャンペー

ンのご案内

　共済制度改定（９月１日）に伴う移行手続きのため、風車

共済加入者に同意確認書への押印をお願いするため、事

業所を訪問する旨の説明を行なった。

②平成２９年度主要会議開催日程について

　７月と１月の常議員会を中止し、議案を他月に集約して審

議することになった。

③夏季の電力抑制にかかる夏季休館について

８月１４～１６日の３日間を休館とする。

④会員の脱退並びに変更について

⑤５・６月の行事予定について

【その他】

　ビジネスマッチング商談会in大府（開催日：平成２９年１２

月８日（金）、場所：大府市役所地下多目的ホール）の発

注企業（買いニーズ）募集等の案内を行なった。

＜お知らせ＞

　６月から１１月中旬の予定で、商工会館にてエレベー

ター設置工事が行なわれます。騒音等でご迷惑をおか

けする可能性もありますが、何卒、ご理解とご協力を

お願いいたします。　

　なお、業務は工事中も平常通り行ないます。
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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
5/28 5/29 5/30 5/31

優良従業員表彰
11：00 ～12：00
議員総会
14：30 ～16：30

6/1 6/2 6/3

6/4 6/5 6/6
橋本実践塾開講式
13：30 ～15：30

6/7
本支部連絡会議
14：00 ～15：30

6/8 6/9
知多地域経済会議幹
事会
10：00 ～11：30

6/10

6/11
簿記検定

6/12
定例税務経理相談
13：30 ～15：30

6/13
橋本実践塾
9：00 ～12：00
大府支部総代会
18：00 ～

6/14
住宅修繕相談
13：00 ～16：00
住宅修繕定例会
19：30 ～ 21：00

6/15
ふるさとガイド定例会
9：30 ～12：00

6/16
吉森支部総会
19：00 ～ 20：00

6/17

6/18 6/19
金融相談
（一日公庫）
10：00 ～

6/20
橋本実践塾
9：00 ～12：00

6/21
観光協議会
9：30 ～11：30
市長副市長との昼食会議
12：00 ～13：00
正副会頭会議
13：30 ～15：30

6/22 6/23 6/24

6/25
珠算検定

6/26
経営力向上計画＆
下請代金法セミナー
14：00 ～16：00

6/27
橋本実践塾
9：00 ～12：00
横北支部総代会
18：00 ～
共長支部総会
8：00 ～18：00

6/28
住宅修繕相談
13：00 ～16：00
知多地域経済会議総会
16：00 ～17：30
住宅修繕定例会
19：30 ～ 21：00

6/29 6/30 7/1

クローズアップ・スケジュール
「第１０期　橋本実践塾」　6月6日（火）よりスタート！　　　　

参加いただく事業所は、下記のとおりです。
　①㈱共和熱処理　　　　　　　　　	
　②㈱首藤鉄工所　　　　　　　　　
　③㈲矢田化学工業　　　　　　　　　
　④㈱稲葉鈑金工作所　　　　　　　
　⑤㈲林田電気システム　初参加
　⑥タツミ化成㈱
　⑦㈱ケーエスシー
　⑧㈱東海理機製作所（東浦）
　⑨スチールテック㈱　初参加
　⑩平林シート㈱　初参加
～1年間、よろしくお願いいたします～

本支部連絡会議を開催　　　　6月7日（水）

当所3階ホールにて、下記事項を協議します。

　1. 四支部（大府・横北・共長・吉森）の活動　
実績と事業計画について

　2. 地域対策活動事業費について
　3. 会員加入促進の協力について
　4. 大府市要望事項の日程について

▲昨年度の様子

経営者必見！「知っトク」セミナー　6月26日（月）
～経営力向上計画＆下請代金法～

時間：14：00～ 16：00	
場所：当所3F大ホール	 	
講師：中部経済産業局職員、大府市職員

詳細につきましては、同封チラシをご覧下さい。	
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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

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

会議所だより 会議所だより

日本珠算連盟大府支部総会
４月２５日（木）　　　　　　　　於：当所２階会議室  
　　　　　　　　　　　　　　時：１０:３０～１１:３０
　日本珠算連盟大府支部は、商工会議所会員のう
ち、市内ならびに近隣地域で、小・中学生に珠算・
暗算の指導をしている先生方で構成されています。
商工会議所専務理事が支部長となり、当所が地域
貢献として活動支援をしている組織です。
　本総会では、第１号議案「平成２８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２９年度事業活動計画および収支予算（案）につ
いて」の２議案が上程され、審議の結果全て原案ど
おり承認されました。
　今年度も、珠算の普及・珠算教育の振興の為、
活動してまいります。

平成 29年度ふるさとガイド
おおぶ総会
４月１６日（日）  　　　　　　於：当所２階会議室  
　　　　　　　　　　　　　時：9:３０～１0:３０
　　大府商工会議所３階ホールにおいて、ふるさと
ガイドおおぶの総会が出席者 35 名にて盛大に実施
されました。
　来賓に岡村大府市長、深谷大府市観光協会会長、
当所間瀬事務局長が招かれ、挨拶をしました。来
賓各位からは、日頃からの活動の御礼と来年開設
予定のＪＲ大府駅下の観光協会等への協力態勢のお
願いがありました。
　次にふるさとガイドの阪野会長より、今年度の活
動方針を以下のように話されました。
【 平成 29年度の活動方針 】
　 1． 一般客の受入強化、PR
　 2． ガイド会員のスキル向上
　 3． 会員主導による独自ＨＰの開設　
　 4． 未作成 (神田コース )コースの冊子作成
　４４名の会員と共に、大府市の魅力を発信する為、
行政・商工会議所と連携をとりながら、活動を展開
されます。

珠算塾名 代表者 珠算塾の場所

早川珠算塾

森珠算塾

栄速算学園

中珠算教室

大府速算塾

深谷ひとみ

森　忠義

阪納章江

青山　円

奥野渥美

共和町三丁目

共栄町七丁目

知多郡東浦町石浜中央

共西町三丁目、共和町
茶屋、共和町五ツ屋

横根町家下、
若草町一丁目

日本珠算連盟大府支部会員

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。

№ 事業所名 代表者 住　　所 事業内容等 所属部会

1 高井不動産事務所 髙井　隆一 中央町 不動産仲介業 建設業

2 延工業 延　駿祐 桃山町 機械装置組立て・据付け 建設業

3 板倉特許事務所 板倉　幸恵 東新町 弁理士業 情報・物流・サービス業

4 ㈱サガミチェーン
サガミ健やか食堂 木村　靖広 中央町 飲食業 商業

5 ひこ屋 安部可南子 共栄町 ポストカード、食器、ハンドタオル等小売 商業

6 小島内装 小島　純二 柊山町 内装業 建設業

7 ㈱宮本工業所
名古屋支店 亀山　吉彦 名古屋市 工業用窯炉の設計並びに工事請負他 建設業

8 家田製菓㈱ 家田　保 南知多町 菓子製造業 製造業

9 パドルデザイン 冨田　照仁 柊山町 広告等デザイン 情報・物流・サービス業

10 Ｙ ’ ｓ設計 山口　智生 名古屋市 建築設計 情報・物流・サービス業

11 ㈱秀栄工務店 田代　秀隆 名古屋市 型枠大工 建設業

12 ㈱カジカワ 梶川　祥 共和町 機械塗装 製造業

13 ＳＡＴＯ 佐藤　文昭 共栄町 ミニコンクリート圧送 建設業

14 焼肉ＳＨＯ 浦上　昇也 森岡町 焼肉 商業

15 モンファボリ 加瀬　康隆 共和町 スーツ販売 商業

16 久田　和孝 半田市 配管工 建設業

17 ㈱ LINK INNOVATION 萩森　誠行 江端町 教育業、コンサルティング業 情報・物流・サービス業

18 アロマステーション　Shape 平野　真子 江端町 リラクゼーション 商業

19 なかむら工業 中村　良一 半田市 配管工 建設業

20 ワークマン大府店 古田　寛明 共栄町 作業服、作業用品小売 商業

21 川崎建築 川崎　好正 東海市 大工 建設業

22 友広工業 吉田　友広 美浜町 解体工事 建設業

～平成 29年度　新入会員　よろしくおねがいします～ 　　期間：平成29年3月1日～平成29年5月9日
（敬称略）
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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 会議所だより

㈱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。

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

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

大府市主催　大府商工会議所協力
大倉公園つつじまつり
４月２９日（土）～４月３０日（日）
　　　　　　　　　於：大倉公園・桃山公園  
　　　　　　　　　時：９:３０～（３０日は１０:００～）

　晴天の下、今年
で第４１回目とな
る「大倉公園つつ
じまつり」が行わ
れ、大府市内はも
ちろん近隣地域の
方々が、ピンクや
白に彩られたつつ

じの花を目当てに大倉公園を訪れました。
　また、毎年恒例となっている女性会のみたらし団
子や五平餅の販売、青年部の焼きそば等販売、ウォ
ーク＆スタンプラリ
ー、どろだんご作り
やふれあい動物園
には、大勢の列が
でき、賑わいを見
せました。
　公園内には、写
生大会に参加した
親子連れの姿も数多く見られ、楽しそうにつつじや
新緑の風景を描いていました。
　なお、写生大会の表彰式は、６月１７日（土）に大府
市役所で行われ、入賞作品は６月１９日（月）～２６日（
月）まで、１階ロビーにて展示されます。

（公財）日本電信電話ユーザ協会協力
好感度アップ !!　ビジネスマナー講座
４月２７日（木）　　　　　於：当所３階大ホール
　　　　　　　　　　　　時：９:３０～１６:３０
　講師にオフィス成旺の伊藤享子氏を招き、ビジネ
スマナー講座を開催しました。
　本講座は、｢社会
人としての心構え｣
から始まり、｢良い
人間関係の作り方｣
や｢身だしなみ｣、
｢敬語の使い方｣、
｢電話対応｣、｢来客
対応｣、｢配席順｣な
ど、社会人に必要
なビジネスマナーを総合的に学べる講座内容です。
　今回から「ユ
ニバーサルマ
ナー」が追加
され、高齢者
や障がい者に
配慮ある応対
を学ぶことが
できました。
　高齢者が読みやすい文章は、「12pt 以上のゴシッ
ク体」とのことです。
　また、このセミナーの開催がビジネスマナーの修
得だけでなく、若い世代の方々の人脈が広がる機
会になれば幸いです。

▲講師の伊藤享子先生 

▲講座の様子 

日時：４月2５日（火）１７：００～１８：００　　於：当所３階大ホール

　平成２８年度事業報告書並びに収支決算書、平成
２９度事業計画書並びに収支予算書など全ての議案
が可決されました。次いで任期満了に伴う役員選任で、
間瀬健一会長始め２５名の役員が選任されました。
新役員は以下のとおりです。

　会　　長 間瀬健一 センスイ設備㈱
　直前会長 日高　淳 日多加テクノサービス㈲
　副 会 長 山岡　貴 ㈲朝妻製作所
 大島将平 フジモールド
 島岡亮司 島岡製作所
 首藤亮太 ㈱首藤鉄工所
　専務理事 吉原　勲 ㈲シナジー
　理　  事 竹田隆憲 engawa
 堤　幸子 ㈲写真スタジオつつみ
 青山　功 ㈲青山木型製作所
　 伊藤政範 伊藤保険相談事務所
 小山祐一郎 ㈱サンケイハウジング
 太田和利 司法書士おおた事務所
 可部幸一 可部建築
 古道智洋 ㈱古道工業所
 石野真寿 ㈱石野工務店
 安井　良 areaR
 橋本　亮　  ㈱鐵建
 川畑伸介 ㈱川畑総業

　理　  事 前原健太郎 ㈱マエハラ通工
 深見貴英 （同）足軽家
 加藤大雅 ㈱みかど
 早川武仁 ㈱マルタケ
　監　 事     山本  修 ㈲共和金型
 牧之瀬昭 ㈱共和カメラ

　また、木村会頭より、今回定年を迎え青年部を卒部
される方々に、感謝状と記念品が贈呈されました。

平成２８年度青年部卒部者（敬称略）
　塚本信幸　　塚本石工業
　山口　宏　　共和不動産
　横山幸司　　㈱横山重機工業
　青本多嘉裕　大天工業㈱
　永田　久　　永田新聞店 
　伊藤　誠　　㈱伊藤プラスチック工業
　相田　洋　　スターインターナショナル

青年部 第15回通常会員総会  平成２９年度会長に 間瀬 健一氏

志を基に勇往邁進 ～更に輝ける未来に向かって～
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会議所だより 会議所だより

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）

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

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

〈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
　　　　    （51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！

大府マルシェ楽市・楽座
４月２９日（土）～４月３０日（日）
　　　　　　　　　　　　　　於：向畑公園  
　　　　　　　　　　　　　　時：９:0０～ 16:0０
　第４１回つつじ祭り（集客人員発表 38,000人）
と同時開催で第４回大府マルシェ楽市・楽座が行
われました。これは歴史的背景から商業部会がバ
ックアップするおおぶマルシェ実行委員会（代表 
鷹羽文男氏）が主催するもので今年で４回目にな
ります。
　飲食・物販店が 11店、10 月に大府駅前で行わ
れるイベント実行委員会などのＰＲブースが２つ、
そして今年４月１日から大府市が宿泊助成を開始
した長野県木曽郡王滝村の物販ブースも準備され
ました。
　ステージイベントでは、カルチャーセンターダン
ス、吹奏楽演奏、チェアダンスなどが披露され、大

勢の人が集まりま
した。天候にも恵ま
れ、大府市民・商
業者・文化団体の
３者の「ふれあい」
を皆さんが楽しん
だ２日間でした。

新社会人学舎 滝谷経営塾
「これからの経営」
５月１７日（水） 　　　　　於：当所３階大ホール
　　　　　　　 　　　　　時：１６:１５～１７:３０
　平成22年より開催していた｢おおぶ社会人学舎｣
を、一昨年『滝谷経営塾』にリニューアルし、この
度、第1回目の講演「これからの経営」を開催しま
した。講師には滝谷国際経営事務所の滝谷敬一郎
氏を招き、12月まで7回シリーズで開催していき
ます。
　
　滝谷氏は冒頭、この大きな課題に取り組むため
に、これからの経営を実現するツールの一つを提
供することが、新社会人学舎・経営塾の使命である
と説明されました。
　続いて、最近の世界と日本の経済について話が
あり、「これからの経営」として経済を揺るがす５つ
の要因について説明がありました。

１. 保護主義（Protectionism）の復活
　トランプ大統領とメイ首相の就任演説から日米
貿易摩擦について。

２. 為替と金利の政策誘導
　ドルの最高値249.08円と最安値79.79円の時代
があった。現在のトランプ政権下の為替はどうなる
か。

３. 新常態（New Normal）と異常なる破壊（No 
Ordinary Disruption）

　中国の経済成長率と日本人の預貯金総額から

大府で人生100年を楽しむ
プロジェクト会議
５月１６日（火） 　　　　　於：大倉公園・休憩棟
　　　　　　　 　　　　　時：１０:００～１２:００
　人材発掘会議（議長：古市晃久／アズイン大府）
では、「みんなと一緒に楽しみながら、魅力溢れる
地域を作っていきたい！」との思いから、「大府で人
生１００年を楽しむプロジェクト」を立ち上げ、本趣
旨に賛同いただいた１０名の方々と初会合を開きま
した。
　今回、本プロ
ジェクト立ち上げ
記念として、大倉
公園の管理を３３
年続けられ、平
成２８年度「エイ
ジレス・ライフ実践事例」（内閣府）に選定された大
府市シルバー人材センター会員の𡈽井潔子さん
（９８歳）をお招きし、「長寿の秘訣、生きがい、やり
がい」について、お話を伺いました。
　健康の秘訣を尋ねたところ「何事も自分で考え
てやらなければダメ。食事も自分で栄養バランス
を考えている」と語り、加えて「無理をしないこと」
も大切とのお話でした。「周囲の方々の支えに感謝
している」と笑顔で語る土井さんは、本当に幸せそ
うで、私たちのプロジェクトのあるべき姿が見えた
気がしました。
　100年プロジェクトのメンバーは、随時募集して
います。大府を楽しい街にしていきたい方、是非ご
参加ください。お待ちしています！▲激励で訪問された岡村市長と

　ボランティアの大府高校女子高生

考えられるものは。

４. 人口減少と市場の変化　
　日本の総人口の最大値は１億 2808 万人、生
産人口の最大値は 8,726 万人、50 年後の総人口
は 2/3（4,001万人減）、生産人口は1/2（4,197 万
人減 )、企業も減る中どうすればよいか。

５. 地域の振興と消滅
　世界では大都市の人口増加率がほぼ飽和。日本
の8大都市の推奨度では名古屋が1％、大阪17%、
ほかは30％前後。

　最後に、滝谷氏から「これからの経営」について
もう少し深く知りたい方は是非、２回目以降も参加
してほしいと話がありました。

8 9



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

● 不法滞在者など就労が認められていない外国人を雇用することがないようにお願いします。
● 外国人の雇用に際しては、必ず実物のパスポート、在留カード等を見て在留資格と在留期間を確認し
てください。

● 確認を怠ると、「３年以下の懲役、３００万円以下の罰金、又はこれの併科」に処せられることがあります。

～雇用主・事業主の皆様にお願いです～
不法就労・不法滞在防止にご協力を！

愛知県東海警察署／電話　０５６２－３３－０１１０

愛知県警察ホームページ／ http://www.pref.aichi.jp/police/　

　平成２８年度事業報告書並びに収支決算書、平成
２９年度事業計画書並びに収支予算書など全ての議
案が原案通り可決されました。
　坂野好子会長（バンノ自動車商会）は、挨拶で、「商
工会議所女性会活動指針である、リーダーとして、
凜と信をもって連帯し、平和で豊かな社会を築くこ
とを念頭に置き、経験と知識の財産を会員の皆さま
と共有していきたい」と話し、女性会の更なる結束
を呼びかけました。
　平成２９年度も女性会一丸となって、全力で地域
色、大府カラーを前面に出して事業の取り組む決意
が表明されました。

総会終了後懇親会を開催
　総会終了後、会場を２階会議室に移し、懇親会を
行いました。来賓にも同席していただき、食事をし
ながら、なごやかな雰囲気の中、互いの親交を深め
ました。
　また、会場には２８年度女性会事業を紹介するパ
ネルが展示され、昨年実施した様々な事業を来賓や
会員へ紹介することができました。

～凛と信をもって連帯し、安心・安全、快適な暮らしにつながる活力ある地域社会を築きます～

日時：５月１９日（金）１０：３０～１１：３０　　於：当所３階大ホール

女性会第 15回通常会員総会  

▲挨拶する坂野好子会長
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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/

旅するようにカフェを営む、自然体なふたり。

インドの旅で、気づいたこととは…？

　食べるとじわじわパワーが湧いてくるKaya
のごはん。「マクロビオティックを取り入れたメ
ニュー中心ですが、何よりおいしく楽しく」。とご
夫婦は口を揃えます。

　結婚当初「いつか一緒に仕事したいね」と話し
ていたお二人の転機は、インドへの旅。1ヶ月の
ヨガ修行後、訪れたヒッピーのまち・ゴア。そこで
日本人女性が営む「KAYA」というお店に出会
います。
　スパイシーな料理に辟易し、特に長旅で胃を

吉川英明さん　里英さん　（cafe kaya （カフェ カヤ）オーナー）

（プロフィール）
吉川　英明さん（よしかわ　ひであき）、吉川　里英さん（よしかわ　りえ）
英明さん（大府市明成町出身、１９７９年生まれ）、里英さん（大府市横根町出身、１９７３年生まれ）。二人の出会
いは２００４年。大府の人気イタリアン「LAMBRETTA（ランブレッタ）」のご主人がキューピッドとなって、知人の結
婚式二次会で出会い、翌年には結婚。その後、様々な出会いと経験を経て、２００８年、大府市共和町に「cafe 
kaya」をオープン。お子さんは心（こころ）ちゃん（6才）と歩見（あみ）ちゃん（９ヶ月）。

痛めていた里英さんは、懐かしくも沁みわたる
日本家庭料理に感激。「こんなお店いいな、食べ
ることって本当に大事だなって」と実感たっぷり
の里英さん。「インドで気が付きました。やっぱり
僕たち食いしん坊なんだって！」と横で笑う英明
さん。Kayaの原点がここにありました。

宮崎での出会いを経て、カフェ作りへ。

　インドでの日々の中で、ご夫婦が最後にピンと
来たのが、手からのエネルギーを使う日本発祥
の伝統療法「レイキ」。海外では認知度の高い癒
し療法です。
　そこで紹介された宮崎のマクロビオティック
レストラン「天空カフェ ジール」に住み込みで働
きながら、オーストラリア人・ジェフからレイキを
学んだお二人。
　「ごはん作りも手を使いますから、今の店にも
活かされています。ジールでの日々もまた、僕た

ちには大きな出会い。有機農法やマクロビ料理
を学び、カフェでの様々なイベントも刺激的でし
た」。
　「夫婦で仕事を」という夢がインドの「KAYA」
で方向付けられ、宮崎の「ジール」でノウハウを
習得。いよいよ自分たちのお店へと膨らんでい
きます。

“流れのままに”、自分たちのお店
づくりを。

　大府に戻ると、めぐり合わせのように現店舗
に遭遇。里英さんのお父様がすぐに図面を引き、
知人総動員でお店作りが始まります。
　床下には備長炭を敷き、壁を塗り、長女誕生を
機に100冊絵本を買って棚も設置。オーガニック
食材や雑貨の販売、里英さんによるマッサージ
など心地よい空間は今も改良中です。
　「食べること中心ですが、それだけじゃない。
でも 、流れのままにですよ」お店でのライブも
そのひとつ。ご夫婦の人柄が、様々な人を呼び寄
せるのです。

　実は、お二人の夢は世界一周。「僕たちにとっ
て、旅は人との出会い。今はここにいれば色々な
人たちに出会えて、旅行しているようなものな
んです」。
　小さな二人の看板娘と共に唯一無二のカフェ
を営む吉川夫妻は、今も旅の途中なのです。

（2016年7月取材）

　黄色い看板が目印のお店に入ると、木のぬくもりと笑顔のオーナーにほっこり。さらに、丁寧に作られた
オーガニックな料理に身も心も満たされる「cafe kaya（カフェ カヤ）」。そんなお店のルーツを、オーナー
の吉川ご夫婦に伺いました。

絵本大好きな吉川家の仲良し姉妹。店内には、子連れでもゆったり過
ごせる工夫がいっぱい。もちろん、こだわりの本も充実していて大人
も楽しめます。

まるで海の家のようなインドの「KAYA」。そのすべてに惚れ込んだ
ご夫婦は「カヤ日本店、作っていい？」と冗談半分でオーナーにお願い
して快諾。それが現実となりました！

写真は人気ランチ「ヘルシープレート」。素材の滋味あふれる野菜
スープに、シャキッとみずみずしいサラダ。さっくり温かい揚げ物。作
り手が料理にきちんと向き合ったおいしいごはんです。
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大府商工会議所・行政等からのお知らせ

　日頃は当所の運営にご理解とご協力をいただ
き誠にありがとうございます。
　さて、平成２９年度商工会議所前期分会費の
納入時期となりました。６月１日付で会員の皆様
宛に会費納入通知を配付させていただきました
ので、よろしくお願いいたします。

電気工事士技能講座（技能講座）
　二種電気工事技能試験に関する候補問題１３
問題の中からピックアップした問題の練習と解
説。
　第1回　７月１５日（土）、１６日（日）
　　　　　　　　　　　　　定員２０名
　第2回　１１月２５日（土）、２６日（日）
　　　　　　　　　　　　　定員１５名
建築施工管理技士講座（学科講座）　
　２級建築施工管理技士（建築学・施工管理・
法規）の資格取得を目指す人。
　　　　　６月１８日（日）、２５日（日）
　　　　　　　　　　　　　定員１５名
愛知県立高浜高等技術専門校
　　　　TEL　０５６６－５３－００３１

　愛知県では、家庭教育を応援する企業を募集して
います。
　県教委生涯学習課ＨＰ「家庭教育を支援する職場
の募集」をご覧いただき賛同していただける企業は
賛同書をご提出ください。

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/syogaigakushu/kateikyouikuouenkigyou.html

　また、家庭教育研修会開催を希望される企業には、
講師派遣事業も実施しています。

　【問合せ】０５２－９５４－６７８０
　　　　　　愛知県教育委員会生涯学習課

　「うつ」は自分では気づきにくいものです。特
に中高年の方にはその傾向があります。
　ご家族や会社の方など、身近な方が一緒に相
談機関を訪ねたり、受診することが大切です。
下記日時において、精神科医師による相談（予
約制・定員3名）を実施します。お気軽にご相談
ください。
日　時　７月２０日（木）、１０月１９日（木）
　　　　両日とも１５：００～
対象者　５０人未満の小規模事業所の事業主
　　　　 常滑・東海・知多・大府市に事業所
　　　　がある方または在住の方　
【問合せ】０５６２－３２－６２１１
　　　　　　知多保健所 健康支援課
　　　　　　こころの健康推進グループ

メンタルヘルス相談

賛同いただいた企業は、愛知県公契約条例
に基づく契約審査等にあたり、評価対象とあ
る場合があり、加点されます。

～あなたの企業も子育て応援！～ 
「あいちっこ家庭教育応援企業」募集中

大府商工会議所前期会費納入のお願い

平成29年度
在職者対象訓練受講生募集

６月２６日（月）にご指定の口座より引落をさ
せていただきますので、預金残高等のご確認を
お願いいたします。

口座振替の方

６月２６日（月）までにご納入いただきますよ
うお願いいたします。

口座振替以外（現金・銀行振込）の方

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、卸売業、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。

●「発注は多く、売上は改善したが、資材価格の
上昇により利幅は縮小している。今年度より
施工単価を引き上げ、採算を改善させたい」
（塗装業）、「建設業からの引き合いが多く、売
上は堅調だが、2016年末に比べ、民間工事
に一服感が出ており、前月に比べ売上は若干
減少した」（建設資材卸売業）、「設備投資を実
施し、それに見合う売上増加は達成している
が、人手不足が足かせとなり、一段の売上増
は難しい」（菓子製造業）

●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、建設業
で横ばい、卸売業で悪化、その他の3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
   11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月～7月 

業　　況 ▲25.3 ▲25.0 ▲21.8 ▲19.5 ▲13.5 ▲18.7 ▲15.7
       
売　　上  ▲13.8 ▲23.7 ▲15.5 ▲15.9 0.0 ▲7.2 ▲16.6
 
採　　算 ▲31.6 ▲28.8 ▲21.4 ▲15.2 ▲13.5 ▲13.9 ▲15.1
       
資金繰り ▲16.0 ▲11.8 ▲10.5 ▲8.0 ▲9.4 ▲9.6 ▲7.2
       
仕入単価 ▲19.9 ▲23.5 ▲22.7 ▲26.1 ▲27.1 ▲31.7 ▲32.3
       
従 業 員 14.5 16.9 17.8 17.1 19.6 16.9 13.3

平成 29年 4月調査結果

全産業ＤＩ（前年同月比）の推移
  

平成29年5月17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  中央町1-236
■電話  0562-47-7474
■営業  火曜～土曜
　　　　　　　pm6:30～am3:00
　　　　日曜　pm6:30～am1:00 
　　　　夜10時以降入店可、日曜営業
■定休  月曜日・第3日曜日

美酒＆ダイニング　－KABIRA－ 
「半熟卵の明太子オムレツ」

美味しいまちのグルメ駅伝美味しいまちのグルメ駅伝

オーナー
金子裕司さん

㈲山本鈑金
笹田栄治さん
　紹介ランナー

次回ランナーは、㈱プエオ　平岩幹広　さん

本年で創業15年目を
迎えます。大府市で生
まれ育ったオーナー
の大好きな沖縄を代
表する景勝地、石垣
島の川平湾（かびら
わん）より命名。特に
女性には女子会パッ
ク（3名以上）！お料理
はお勧めコースで3時
間飲み放題お一人様
なんと￥3,500です。
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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/

oya baka international
英会話教室

あなたも是非ＯＢＩファミリーへ 

オーナー　マイケル　グリーン

　赤ちゃんと一緒（親子クラス）～大人のプライベートレッスンまで、幅広くレッス
ンを行っています。ＯＢＩに通う一人ひとりが、家族のような愛と安らぎを感じられ
る教室づくりを、心掛けています。音楽や参加型アクティビティなどを通して、楽し
く、より上を目指したくなるようなレッスンを行い、英語をずっと続けていきたいと
思える子供達を育てます！あなたも一度遊びに来てみませんか？無料体験レッスン
随時受付中！！

●住所／大府市東新町 1－17
●TEL／ 0562－46－8050
●定休日／日曜日・教室の定めた夏季、冬季休暇等
●レッスン時間／平日10:00 ～ 20:30
　　　　　 　　土曜 10:00 ～１８:00
●駐車場／敷地内 10台可

どーなっつ宮

”皆様を笑顔に、そして幸せに”を原点に

宮守正佳

6 月は、夏に向けて気温が高まるとともに、梅雨が始まり、雨天等から運転時の視界が悪くなる時期でもあります。
さて、大府市の 6月中の雨天・曇天時の人身事故件数は、平成 28年は 23件、平成 27年は 12件でした。愛知県内の平成 28年か
ら過去 5年間の交通事故統計データで雨天・曇天における人身事故発生割合は、一年間でもっとも多いという結果も出ています。
悪天候の日は、速度を落としたり、急ハンドルや急ブレーキを避ける等、いつもより交通事故防止を意識した運転に心掛けて下さい。

＜悪天候による視界不良だけでなく、体調不良にも気をつけて、万全な状態で安全運転を＞

　げんきの郷 屋台村にて、平成28年11月にオープンしたドーナッツ専門店「どー
なっつ宮」です。
　当店のメイン商品として、揚げたてドーナッツのげんき玉（さくさくケーキドー
ナッツ）やげんき丸（ふわふわドーナッツ）を各１００円で販売しています！また、季節
メニューとして旬の果物を使用したドーナッツやアイスドーナッツもお勧めです！
　”皆様を笑顔に、そして幸せに”を原点に、笑顔で営業していますので、店主こだ
わりのドーナッツを是非ご賞味下さい！

●住所／大府市吉田町正右エ門新田 1-1　げんきの郷 屋台村  
●TEL／ 090-6466-1601
●営業時間／9:00 ～ 17:00
●定休日／毎月１日
　　　　※土・日・祝の場合は、翌平日

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

150

平成29年5月末会員総数

1,721

平成29年度大府商工会議所

4～5月加入者数

目標達成まで

22

128

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！

表紙にご登場いただける
会員事業所を募集しています！

ご希望の方は、大府商工会議所までお問合せ下さい。

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/


