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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/

ふるさとガイドおおぶ

ふるさとガイドやってます 

会長　阪野　隆

オーナー　浦上昇也

　大府を愛する４４名のメンバーが精力的に活動している観光ガイド団体です。
　４つの中学校区に分かれた４コース（①大倉・桃山、②共和・長草、③大府西、
④大府南）を主体にガイドしております。商工会議所や市役所と連携をしながら
「大府の魅力発信」をしております。皆様からのガイド依頼をお待ちしております。
ガイドは２名から受付けます。大府市の名所・旧跡に興味のある方、自然を楽し
みたい方にピッタリです。あなたのお住いの近くにも新発見があるかもしれませ
ん。一緒に楽しみましょう。    

●住　所／大府市中央町 5丁目 70番地 ( 事務局 大府商工会議所内 )
●申込先／大府商工会議所：0562-47-5000
　　　　   大府市観光協会 (市役所商工労政課内 )：0562-47-2111

焼肉SHO

はじめまして SHO です！！

7月は本格的な夏を迎える季節です。
さて、大府市内で業務中や出退勤中に起きた人身事故件数（7月中の発生）は、平成27年は10件、平成28年は2件で、減少傾向にあり
ます。7月は、経済活動が活発化し、物流関連の業務を主とする会社が多忙になることから、業務中や出退勤中の交通事故が多発する
可能性があります。車を運転する方々は、いつもより安全運転に心掛けて下さい。

＜仕事が忙しくなれば、疲れから運転が漫然となりやすくなります。適度に休憩を入れて、安全運転を！＞

　昨年７月にオープンした焼肉SHOの浦上です。当店では、厳選された質の高
い黒毛和牛や、良質な国産牛をよりリーズナブルにご提供しております。店内は
明るく開放感があり、ゆったりと寛いでいただけます。お得なメニューラインナッ
プのランチもお勧めです♪また当店では、お祝い事・サプライズにてお客様に
大変ご好評頂いております、お肉の【ケーキ盛り】も一押しです♪あなたの大切
な方との素敵な笑顔の為にお肉を１枚１枚丁寧に盛り付けます！明るく元気のい
いスタッフがあなたをいつでもお待ちしております♪

●住所／大府市森岡町 1-118
●TEL／ 0562-77-2019
●営業時間／ランチ11：00～ 15：00　ディナー 17：00～ 24：00
●定休日／月曜定休
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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

150

平成29年6月末会員総数

1,712

平成29年度大府商工会議所

4～6月加入者数

目標達成まで

28

122

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/

大府ブランドを世界に！

平成29年度 大府商工会議所 優良従業員表彰式
　　　　　　　　　　　　　　　（ 5月31日）

功労者表彰 17名・永年勤続者表彰 26名
受賞者の皆様　おめでとうございます！

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

功労者表彰・大府市長表彰
【受賞者】

　㈱豊田自動織機 長草工場
中村　直之　氏
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今月の表紙／㈱豊田自動織機 長草工場　中村直之氏（平成 29年 5月31日撮影）
大府市長草町山口9-2　　TEL　0562-46-3113

業績：入社以来、自動車事業部のデザイン部署にて、スターレットやヴィッツ等のデザ
イン開発に携わり、長草工場の発展に貢献されました。
大府市の「夢のくるまコンテスト」において、審査員を務めるとともに、デザイン室 室
長として、モデルカーの製作を推進し、作品を提供することで、地域の子供たちがモノ
作りに関心を持ってもらうよう努められました。

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

５月３１日（水）　於：当所３階大ホール　 時：1４：３０～1６：５０

　議員本人出席５２名、
委任状出席４７名、計９
９名の出席のもと、岡村
市長始め１１名のご来賓
にご臨席いただき、大府
商工会議所第３１回通常

議員総会を開催し、上程された２議案の審議を行った結
果、全て原案通り可決されました。
　木村会頭は、冒頭挨拶において、国内外の政治経済
を取り巻く環境が不確実性を増す中、大府商工会議所は、
商工業活性化ビジョン＜大府ブランドを世界に！＞の第３期
短期行動計画の初年度として、８の重点事業を柱として事
業を推進してきたと語り、今後は、東京オリンピックの開催
やリニア中央新幹線の開業を控え、これらのビックプロジェ
クトと愛知県の各種プロジェクトをどのようにこの地域に結
び付けられるかが重要な課題の一つとなってくるとし、慢
性化した事業をスクラップし、新しい事業に挑戦し、ＰＤＣＡ
をまわし、有益な事業へつなげて参りたいと今後の抱負を
述べ、会員に対し協力と理解を求めました。
議案第１号　平成２８年度事業報告書について
　冒頭、基本に立ち返り、商工会議所の目的と事業につい
て、大府商工会議所定款（抜粋）を基に改めて確認した後、
平成２８年度の取り組みを、井上専務理事が説明しました。
その後、商業部会の冨田虎夫部会長、製造業部会の野村
隆部会長、建設業部会の早川建志部会長、 情報・物流・
サービス業部会の坂野俊直部会長から平成２８年度の部会
活動について、また、大府支部の加藤満支部長、横北支
部の大嶋久邦支部長、共長支部の冨田虎夫副支部長、
吉森支部の鈴木康男支部長から、平成２８年度の支部活
動について、青年部の間瀬健一会長、女性会の坂野好子

会長から平成２８年度の青年部女性会活動について、報告
が行われました。
議案第２号
　平成２８年度一般会計収支決算書
　　同　中小企業相談所特別会計収支決算書 (案 )
　　同　共済事業特別会計収支決算書（案）
　　同　労働保険事務組合一般会計収支決算書（案）
　　同　労働保険事務組合労働保険料特別会計収支
　　決算書（案）

　　同　財政調整資金積立金特別会計収支決算書（案）
　　同　退職給与資金積立金特別会計収支決算書　（案）
　　同　特定退職金共済事業特別会計収支決算書　（案）
　　同　街路灯特別会計収支決算書（案）
について

　全収支のうち６事業会計（会費・事業収入・手数料収入・
交付金・繰入金・前期繰越金）に絞って、構成比及び
対前年比について、間瀬事務局長が説明を行いました。
 報告事項
会員加入勧奨における感謝状贈呈について
　紹介による新規会員加入５件（通算）の功績を挙げられ
た㈲矢田化学工業の中本和則氏に対し、木村会頭より、
感謝状とサービス利用券の贈呈が行われました。このほか、
島岡製作所の島岡亮司氏、ＭＴＦの符田隆氏も通算５件の
紹介をいただいたかことが報告されました。

第３１回通常議員総会 ～平成２８年度事業報告書
　　並びに収支決算書を可決～
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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
6/25
珠算検定
9：00 ～

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
人生 100 年を楽しむ
プロジェクト会議
10：00 ～ 12：００
横北支部総代会
18：00 ～ 20:00
共長支部総会
8：00 ～ 18：00

6/28
住宅修繕相談会
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
商業部会役員会
14：30 ～ 15:30

7/1

7/2 7/3
正副会頭会議
14：30 ～ 16：30
税務講習会
前期源泉指導
13：30 ～ 15：30

7/4
橋本実践塾
9：00 ～ 12：00
税務講習会
前期源泉指導
13：30 ～ 15：30

7/5
女性会役員会
13：30 ～ 15：30

7/6
ふるさとガイド委員長
連絡会
9：30 ～ 12：00
滝谷経営塾
15：00 ～ 17：15

7/7 7/8

7/9 7/10
製造業部会役員会
10：00 ～ 11：30
定例税務相談
13：30 ～ 15：30

7/11
橋本実践塾
9：00 ～ 12：00

7/12
住宅修繕相談
13：00 ～ 16：00
青年部理事会
19：30 ～ 22：00
住宅修繕定例会
19：30 ～ 21：00

7/13
ふるさとガイド定例会
9：30 ～ 12：00
情報・物流サービス
業部会役員会
13：30 ～ 15：00
ワイガヤ会
14：30 ～ 16：00

7/14
地方創生に係る包括
連携協力に関する協
定締結式
10：00 ～ 11：00

7/15

7/16 7/17
海の日

7/18
定例金融相談
10：00 ～ 12：00

7/19
女性会理事会
13：30 ～ 15：30
橋本実践塾
9：00 ～ 12：00

7/20 7/21 7/22
ふれあいゼミナール
開始（～ 8/31)

7/23 7/24 7/25
橋本実践塾
9：00 ～ 12：00
防災・BCP に関する
セミナー
15：00 ～ 16：10

7/26
建設業部会役員会
13：30 ～ 15：30
住宅修繕相談
13：00 ～ 16：00
住宅修繕定例会
19：30 ～ 21：00

7/27
定例金融相談
13：30 ～ 15：30
製造業部会 
先進企業視察研修
14：10 ～

7/28 7/29
共長夏まつり

7/30
共長夏まつり

7/31 8/1 8/2
早朝会議
7：30 ～ 8：20
正副会頭会議
9：00 ～ 11：00

8/3
滝谷経営塾
15：00 ～ 17：15

8/4 8/5
大府夏まつり

（～ 6 日）

クローズアップ・スケジュール
第 2 回 滝谷経営塾　　　　　　　　　　　　　　7 月 6 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	　　　　　　　　　　　　　	
・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
※第 3回は、8月3日（木）の15：00 ～17：15です。	

税務講習会　　 　　　　　　　　　　　7 月 3 日（月）・4 日（火）
前期源泉所得税の納付期限は、7月10日（月）となります。
　当所では、下記のとおり講習会を開催いたしますので、この機会に
納付手続きをされますよう、ご案内いたします。	
　また、新規青色申告者の記帳指導も併せて実施しますので、ご参加
下さい。
時間：13：30～ 15：30	
持参品：一人別源泉徴収簿、納付書、昨年度の源泉徴収関係控、現在
記帳している帳簿、筆記・計算用具	

大府夏まつり　　　　　　　　　　 　　8 月 5 日（土）・6 日（日）
共長夏まつり　　会場：共和駅西口　ロータリー
　　　　　　　　時間：17：00～ 21：00（両日ともに）
大府夏まつり　　会場：大府駅東口　ロータリー　
　　　　　　　　時間：17：00～ 21：00（両日ともに）
　　　　　※是非　皆様お誘い合わせの上、足をお運び下さい！

共長夏まつり　　　　　　　　　　  7 月 29 日（土）・30 日（日）
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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
　　　　    （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！

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

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
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

功労者表彰

永年勤続者表彰

大府市長表彰
　　中村　直之　　㈱豊田自動織機 長草工場

大府商工会議所会頭表彰
　手嶋　信貴　　愛三工業㈱
　藤木　広　　　愛三工業㈱
　吉岡　衞　　　愛三工業㈱
　坂野　雅通　　㈱げんきの郷
　宮田　容里洋　㈱豊田自動織機 大府工場
　藤江　英司　　㈱豊田自動織機 共和工場
　伊藤　知樹　　中島特殊鋼㈱
　中野　淳也　　㈱名張製作所
　伊藤　晃代　　日本ベンダー整備㈱
　平山　聡　　　日本ベンダー整備㈱

大府ライオンズクラブ会長表彰
　福岡　幸政    アルメック㈱
　長屋　健一　　㈱中部オールサービス
　川野　智弘　　㈱豊田自動織機 長草工場

　大府市長 岡村秀人氏、大府ライオンズクラブ会長 中島利一氏、
大府ロータリークラブ会長 中本和則氏ご臨席のもと、「平成29
年度 大府商工会議所優良従業員表彰式」を開催しました。
　対象者としては、会員事業所に勤務する従業員の方で、以下の
※功労者（職域にあって発明考案や創意工夫などによって事業所
　　　　　の発展に貢献のあった方）
※永年勤続者（永年勤務しその勤務成績が優秀な方）

　それぞれの要件を備えた方に対しまして、表彰式では、表彰状のほか記念品が贈呈されました。
　木村会頭は、「受賞された皆様には、後進の育成を図り、引き続き事業発展とともに地域振興に向け
て、尽力いただきたい」と期待の言葉を述べました。
　今年度は、24事業所から、功労者17名、永年勤続者26名の計43名の方々が表彰されましたので、ご紹
介させていただきます。 

大府ロータリークラブ会長表彰
　波田　雅彦　　㈱浅井歯科技研
　筧　　浩樹　　㈱ケーエスシー
　白坂　伸一　　㈱名張製作所

大府市長表彰

　桐　　睦志　　愛三工業㈱

大府商工会議所会頭表彰

　藤田　幸伸　　愛三工業㈱
　𠮷田　浩一　　化成工業㈱
　森　　大光　　㈱豊田自動織機　長草工場
　伊東　　尚　　愛三工業㈱
　鈴木　教次　　東海興業㈱
　中村　秀忠　　化成工業㈱
　藤井　雅幸　　愛三工業㈱
　竹内　靖道　　化成工業㈱
　土岐　朋造　　愛三工業㈱
　椴山　圭佐　　㈱豊田自動織機　共和工場
　永脇　元隆　　東海興業㈱
　亀井　利幸　　日本ベンダー整備㈱
　都築　浩志　　㈱豊田自動織機　長草工場
　目黒　義昭　　㈱カワグチ
　伊藤　彰悟　　大府修景建設㈱
　渋谷　安博　　㈱中部オールサービス
　増田　朝康　　伴竹工業㈱
　稲垣　一司　　㈱共和熱処理
　久野　　明　　㈲矢田化学工業

大府ライオンズクラブ会長表彰

　永江　敏光　　日本ベンダー整備㈱
　籾山　秀雄　　いずみサポート㈱
　　　　　　　　名古屋支社
　丹下　勝司　　㈱八神

大府ロータリークラブ会長表彰

　千田　勝也　  愛知金属工業㈱ 
　後藤　資己　  イヅミ工業㈱
　橘　　保子　  日多加産業㈱

　　　　

平成29年度 優良従業員表彰式開催
５月３１日（水）　於：当所３階大ホール　 時：１1：0０～１１：45

（敬称略）

（敬称略）

功労者表彰を受けた方々

永年勤続者表彰を受けた方々

✿表彰されました皆様には、この度は、誠に
　おめでとうございます。
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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

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

「橋本実践塾」総括発表会・
修了式を開催
５月２４日（水）　   　　　　於：当所３階大ホール
　　　　　　　　　　　　　時：10:00 ～ 12:00

　当所製造業部会では人づくりの一環として「橋
本実践塾」を開講しており、2８年度の第９期生の
総括発表会・修了式を開催しました。
　「橋本実践塾」とは、「現場改善の基本である２Ｓ
（整理・整頓）を進めていけば、必ず現場の問題点
の本質が見えてくる」という考え方に基づきスター
トした活動です。
　第９期生は、１０人 (１０社 )・2チームで構成され、
表１のとおり４回の活動を各社で実施してきました。

　発表当日は製造業部会の鬼頭顧問、野村部会長
と笹田分科会長をはじめ役員、参加事業所の経営
者など４４名が見守る中、活動に参加した９名が胸を
張って１年間の成果発表を行いました。
　発表修了後には塾生一人ひとりに修了証が授与
され、鬼頭
顧問より激
励の言葉を
いただきま
した。

「橋本実践塾」第１０期生始動！！
６月６日（火）　　   　　　於：当所３階大ホール
　　　　　　　　　　　　時：1３:30 ～ 1５:３0
　平成 2９年度についても製造業以外の事業所から
塾生を迎え「橋本実践塾」の第１０期生の開講式を
開催しました。
　笹田第１分科会長が開講挨拶を行った後、橋本塾
長が「改善は職場の２Ｓ（整理・整頓）からスタート」
というテーマで講義を行い、２Ｓに対する理解を深
めました。
　第１０期生は、１０人（１０社）・２グループで活動
を行ってまいります。

活動内容回数

1 回
現場に塾生が集まり、『問題点の洗い出し』
を実施 ( 主催事業所の塾生がリーダ役 )

『整理・整頓』を行い、問題点の本質を顕
在化させ、それぞれの問題点を改善 ( 塾
生が考え、実施 )

現場で成果発表会を行ない、実施した改
善の考察を行い、改善プロセスを共有化

2 回

3 回

4 回

「橋本実践塾」第 10 期生の紹介　  
1 グループ
№

1

2

3

4

5

㈱ 共 和 熱 処 理

㈱ 首 藤 鉄 工 所

㈲矢田化学工業

㈱稲葉鈑金工作所  

㈲林田電気システム

加世田 翔

中山 竜志

中口 法昭

杉浦 建作

坂口 勇介

6～ 7月

8～ 9月

10～ 11月

12～ 1月

2～ 3月

会社名 塾　生 活動期間

２グループ
№

1

2

3

4

5

㈱ケーエスシー

㈱東海理機製作所

タ ツ ミ 化 成 ㈱

スチールテック㈱

平 林 シ ー ト ㈱

夏越 日明

加藤 孝司

永山 寛淳

井上 智貴

竹澤 　諒

6～ 7月

8～ 9月

10～ 11月

12～ 1月

2～ 3月

会社名 塾　生 活動期間

会議所だより 会議所だより

大府支部平成２９年度通常総代会
６月１３日（火）　   　　　　於：当所 2階会議室
　　　　　　　　　　　　　時：1８:00 ～ 1９:０0
　来賓に大府商
工会議所深谷
副会頭、井上専
務理事をお迎え
し、盛会裡に挙
行しました。４議
案（第１号議案「平成28年度事業報告書並びに同収
支決算書の承認について」、第２号議案「平成2９年
度事業計画書（案）並びに同収支予算書（案）の決定
について」、第３号議案「取引金融機関の決定につい
て」、第４号議案「その他」）が上程され、各議案とも
原案通り可決されました。
　今年度より、加藤支部長（㈱みかど）に変わり下記
のような行事が計画されております。
　ぜひ、皆さんご参加いただきますよう、お願いい
たします。
　８月28日（月）　ボウリング大会
　９月25日（月）　講演会
「げんきの郷はこうして生まれた　アグリルネッサ
ンス計画から誕生まで」
講師　㈱げんきの郷　初代社長　深谷泰造氏
　10月２３日（月）　先進地視察
　「知立のまちづくりに学ぶ」
　１月１６日（火）　豊川稲荷初詣
　３月２５日（日）　大府支部三世代交流会
「みんなで作ろう大府の街を　大府支部内の歴史
探訪と三世代大懇親会　熱田神社花見」

平成２９年度第１回本支部連絡会
６月７日（水）　   　　　　於：当所３階大ホール
　　　　　　　　　　　　時：１４:００～１５:３０

　大府商工会議所
は、より地域に根ざ
した活動を行うため、
地域毎（大府・横北・
共長・吉森）に支部
を組織し、その活動

を支援しています。支部毎に独立して活動を行なっ
ているため、相互に情報の共有化及び意見交換を
行う機会として、年２回、本支部連絡会を開催し、
前年度の活動実績や今年度の事業計画について、
各支部長が報告を行っています。
　今回は、「支部活動を担う若手育成が必要」いう
声が多く上がり、支部運営共通の課題となっている
ことが伺われました。
　事務局からは、平成２９年度地域活動事業費と風
車共済支部活動費の概要説明を行い、支部会員数
や共済加入口数を報告しました。また、今年は風車
共済のリニューアルに伴い、移行同意を得る活動に
重点をおくため、風車共済キャンペーンは実施しな
いことを伝え、会員加入促進キャンペーンについて
は、新規加入目標を１５０件と定め、推進していくこ
とに対し協力を求めました。
　最後に大府市への提言を９月２５日（月）に実施す
るにあたり、各支部で重点項目を３つに絞り、順位
付けして会議所に提出していただくよう依頼し、第
２回目連絡会を１０月１２日 ( 木 ) に開催することを確
認し、閉会しました。
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★期　　間：平成２９年１１月２１日(火 )～１１月２６日(日 )〔４泊６日〕
★旅行代金：２１９，０００円(２１名以上 )　注）１５～２０名の場合、２５９,０００円

宿泊ホテル：ルネッサンス・クアラルンプール・ホテル 、シスル・ジョホールバル

(２人部屋利用）〔中部国際空港発着・全行程食事付・添乗員同行〕

空港施設使用料・現地空港税・燃油サーチャージを含む

別途

シングル部屋利用料19,800 円、ビジネスクラス利用料 149,000 円～ ( 人数による)

（その他に飲み物代等として20,000 円程度お預かりする予定です）

★訪問都市：マレーシア（クアラルンプール、ジョホールバル）、シンガポール経由

★募集人員：２５名まで（先着順受付）

★募集締切：７月１４日（金）〔定員になり次第締め切らせていただきます〕

★行 程 表：行程等は若干の変更が生じる可能性があることをご了承ください。

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

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㈱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。

　本年は、日・マレーシア外交関係樹立60周年です。この記念すべき
年に皆様をご案内します。
　日本から進出中の企業も多く、愛知県からも58企業84拠点が進出
しています。
　経済成長率は、5％前後で推移しており、今後も成長が続くことが予想
されています。皇太子殿下や国王、両国首相等が往来する友好関係の深
い親日国です。
　本視察によって、今後の事業発展の参考になると思います。会員皆様のご参加をお待ちしています。

　昨年度より、内容をリニューアルし実施してきた｢一店・逸品運動(おおぶ・逸品運動)｣は、名称を変
更し、｢ おおぶ・がんばる！商店街運動 ｣としてスタートしました。今年度も碧南商工会議所はじめ、
各地にて逸品運動の指導に関して豊富な経験を持つ、中小企業診断士の伊津田 崇 氏（㈱アイレック 代表）
を招き、関心のある商店主の皆様に逸品運動とはどのようなものかをご講演いただきました。

　( 逸品とは )
　　① 自信を持って「おすすめ」する商品
　　② 店主の「こだわり」が感じられる商品
　　③ お客様に満足して頂ける商品

　「逸品」と聞くと、商品開発やオンリーワンの商品を用意しなければならないと思われる方が多いよ
うです。今回の講演では伊津田氏に逸品は新商品開発ではなく、既存商品を発掘する事（サービスや店
主が逸品になる事もある）を他地域の事例を豊富に交えながら、説明をしていただきました。
　その後、事務局より今年度のスケジュールの説明、各企画の説明（展示会や逸品フェア等）を行い、終
了しました。出席された皆様は、真剣に講師の講演に耳を傾けていました。
　今年度は、30店の店舗の皆様が一緒になり、各個店の魅力を発信するべく本活動を実施していきます。

11月21日
（火）

11月22日
（水）

11月23日
（木）

11月24日
（金）

11月25日
（土）

11月26日
（日）

中部国際空港   ～   チャンギ国際空港   ～   クアラルンプール国際空港   ～   ホテル

クアラルンプール日本人商工会議所訪問（ブリーフィング）～ 工場訪問等         

トヨタ車体クアラルンプール工場訪問 ～ 市内視察 ( 商業施設等 )　　　　　  

ジョホールバルへ移動 ～ イスカンダル開発地域視察（メディニイスカンダル社訪問）

市内視察   ～   シンガポールへ移動   ～   市内視察   ～   チャンギ国際空港 

チャンギ国際空港   ～   中部国際空港

10:30 発　   　     16:50 着　 18:40 発　                 　19:40 着        　  

1:20 発　                    8:40 着　

現地企業との夕食交流懇談会

時 ： 平成29年 5月25日(木) 14：30～16：30
於 ： 大府商工会議所3階 ホール

マレーシア経済産業視察研修おおぶ・がんばる！商店街運動 説明会・講演会
 ～｢秘訣！一店逸品の極意！『魅力的なお店を創る』」～

▲H28 参加店の皆さん

▲H28 研究会の様子

▲説明会・講演の様子
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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/

花も社員も豊かに育つ！ “考える” 緑化活動。

なぜ、緑化活動を始めたのか？

　丹念に手入れされた花々は、年間で十数種類
にも。「先代が花好きというのもありますが、単
純に“癒し”ですね」柔和な笑顔の柏木社長。た
だ、この活動には他にも意図が。それは、社長が

就任時に感じた課題に端を発します。
　前職「トヨタ車体」では、目標管理（PDCA）を
徹底し、車両開発の責任者だった社長。一方、少
人数の柏木産業にはその概念すら知られておら
ず、危機感を感じます。
　「今後を考えると、社員の意識改革は必須でし

柏木　茂さん（柏木産業株式會社　代表取締役社長）

（プロフィール）
柏木　茂（かしわぎ　しげる）
名古屋市出身。1949年生まれ。柏木産業株式會社・3代目代表取締役社長。36年勤めた前職「トヨタ車体（株）」では、
車両開発 (企画と設計 )を担当。その後2007年、家業を引き継ぐ。
1953 年創業の柏木産業は、モーターバイク部品に始まり、輸出用ミシンのエンブレムやパイプ椅子、初代パジェロの
部品と共に成長。近年も時代の流れに柔軟に対応し、継続的発展を目指す。

た。そんな時、環境マネジメントシステム
「M-EMS」を取得。社員全員で“環境”という目
標に向かって取り組むチャンスでした」。
　その内容は電力削減やコピー用紙削減、そし
て緑化活動。2014年、社員2人1組での活動が始
まります。

緑化がもたらした、嬉しい効果。

　「計画」し「実行」し、それを「評価」して「改善」
する。しかも、仕事とはかけ離れた日々草や金魚
草の世話…。PDCAのいろはも知らぬ社員が、
花苗を買うことから始まった緑化活動。
　それでも、取引先の紹介で椎茸栽培後のおが
屑を肥料用に譲り受けたり、雨水を竹炭で浄化
しつつ散水に使ったり。花壇も廃材で手作り。つ

いには花から種を採り、次の年に蒔き育てる「循
環型緑化」も実現。知恵を出し、手間を掛け、毎
年進化を遂げています。
　「これはまさにPDCAの賜物。しかも 社内的
に女子力強化が課題だったので、女性受けする
“緑化”は社のイメージアップにも一役買いまし
た」取引先にも新たな繋がりができるなど、活動
は様々な効果をもたらしています。

とにかく自分達で、まずやってみる！

　ただ花を植えるだけでなく、進捗管理しつつ
計画を立て実行し、進化してきた緑化活動。
　ですが、最初は大変だったと苦笑いの社長。初
めてのPDCAに抵抗感と失敗を恐れる社員た
ちに、粘り強く言ってきたのは「最初から100点
取らなくていい。とにかくやってみてダメなら変
えればいい」という言葉です。

　実体験によって、知る、気づく。すると、頭を
使って打開策を考えられる。緑化を通して働く
姿勢を伝えたいと社長は語ります。
　「働くからには成長してほしい。その為には目
標がなければ。そこに働く喜びがあり、ひいては
お客様の為にもなる」そんな熱い想いの中には、
“社員が入ってよかったと思える会社に”という、
柏木社長の社員愛が咲き誇っていました。

（2016年8月取材）

広い工場に整然と並ぶ鋼管パイプ、切断機…。ともすると味気ない敷地内に、鮮やかな彩りを与えるのが、
季節の花々が咲き乱れるプランター。柏木産業が一丸となって取り組む緑化活動、その様々な成果とは？柏
木社長が熱弁します。

採種した種を蒔いて育てた育苗ポットがズラリ。冬の寒い時期は、家庭用の
ビニールハウスや霜よけシートを使います。まさにプロ並み！

夏の花壇に美しく咲く日々草。手作り花壇の杭は、自社で出た廃材のパ
イプ。水が入らないようにペットボトルキャップで蓋をする工夫も。

手塩にかけて育てた自家製苗は、訪れた取引先のお客様にも配布。水やり
等の手入れは、基本的には担当の2人が行いますが、社長をはじめ、社員も
協力的です。
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大府商工会議所からのお知らせ

　第41回大倉公園つつじまつり「親と子の写生大会」を4月29日（土）・4月30日（日）に開催し、412点の応募がありまし
た。当所からは、次の作品を会頭賞と青年部会長賞に選出しました。

第４１回大倉公園つつじまつり
親と子の写生大会入選作品決定！

小薄満寿美さんの作品【一般の部】茶谷心音さんの作品【児童の部】

山
前
八
重
子
さ
ん
の
作
品【
一
般
の
部
】

岡村友愛さんの作品【児童の部】

大府商工会議所会頭賞

大府商工会議所青年部会長賞

平成２９年度事業所定期健康診断
当所では福利厚生事業の一環として、事業所の定期健康診断・生活習慣病健診を実施しています。是非こ
の機会に受診されますようご案内します。

　★健 診 日　９月２９日 (金 )、１０月２５日（水）※いずれか希望日を選択
　★健診会場　大府商工会議所　　★申込期日　８月３１日(木 )

　詳細・お申込みは、７月号会報に封入されている「定期健康診断生活習慣病
予防健診のご案内」をご覧ください。当所ホームページにも掲載しています。

風車共済２口以上加入で
１，５００円補助あり！

大府商工会議所 大府商工会議所
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大府商工会議所からのお知らせ

　大府商工会議所では、部会・支部・委員会等から
の意見をまとめ、大府市長、大府市議会議長、愛知
県知事、地元国会議員などへ要望書を提出してい
ます。　　　
　平成２９年度も、意見のとりまとめを行う時期と
なりました。広く会員の声を反映した内容にするた
め、ご意見のある方は、商工会議所役員・部会役員・
支部役員・事務局までご連絡ください。

　期　間　７月３日(月)～７月２１日(金)

　連絡先 ： 大府商工会議所 事務局

今年も行政への提言を行います！
～会員の皆様の意見をお聴かせ下さい～

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、サービス業で悪化、その他の4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。

●「原材料や燃料費等が上昇しているが、海外
からの受注が堅調で売価が上がっており、採
算は改善した」（自動車部品製造業）、「消費者
の節約志向が強く、売上は改善しない。来月
から改正酒税法が施行され、酒類の安売りが
規制されれば、売上の更なる低下が懸念され
る」（酒類小売業）、「お得感を打ち出した低価
格メニューの売れ行きは良いが、高価格メ
ニューの売れ行きは悪く、全体的な売上は悪
化した」（飲食業）

●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、サービ
ス業で改善、その他の4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
   12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月～8月 

業　　況 ▲25.0 ▲21.8 ▲19.5 ▲13.5 ▲18.7 ▲13.4 ▲16.4
       
売　　上  ▲23.7 ▲15.5 ▲15.9 0.0 ▲7.2 ▲5.8 ▲13.3
 
採　　算 ▲28.8 ▲21.4 ▲15.2 ▲13.5 ▲13.9 ▲8.7 ▲18.1
       
資金繰り ▲11.8 ▲10.5 ▲8.0 ▲9.4 ▲9.6 ▲5.3 ▲8.3
       
仕入単価 ▲23.5 ▲22.7 ▲26.1 ▲27.1 ▲31.7 ▲29.1 ▲26.2
       
従 業 員 16.9 17.8 17.1 19.6 16.9 17.4 17.5

平成 29年 5月調査結果

全産業ＤＩ（前年同月比）の推移
  

平成29年6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1.11％
　　　　　　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  森岡町1-182
■電話  0562-47-6204
■営業  11:00～24:00
　　　　　　　（Lo　23：00）
■定休  月曜日（祝日の場合営業）

伍島園  
「夏野菜と海鮮炒め」

美味しいまちのグルメ駅伝美味しいまちのグルメ駅伝

㈱プエオ
平岩幹広さん
紹介ランナー

伍島園
榊原正人さん

次回ランナーは、フラワーショップきたがわ　北河真二さん

創立から今年で４５周
年を迎えます。
変わらぬ味の餃子は
勿論有名ですが、今
回ご紹介するのは、
「夏野菜と海鮮炒め」
です！
シャキシャキ野菜にプ
リプリの海老が美味し
いお薦めの一品です。
是非、ご賞味ください
ませ。

日　　時　９月１９日（火）OUT IN ８:０７　スタート
会　　場　新南愛知カントリークラブ　美浜コース
プレー代　１８,３８８円（消費税込）当日払い
参 加 費　３,０００円  年会費 １,０００円
競技方法　ダブルペリア　定員１０組 (４０名 )
申　　込　７/２８（金）までに参加費と年会費を商工会議所へお支払いください｡
主　　催　大府商工会議所ゴルフ委員会

マンシングウェア レディース東海クラシック２日後の開催
大会コースを楽しめます！

～第２９回会頭杯ゴルフコンペ～

大府商工会議所前期会費納入のお礼

　商工会議所会費納入につき、口座振替を登録
されている会員様につきましては、去る６月２６
日（月）、前期分会費を指定口座より引き落とし
させていただきました。ご協力ありがとうござい
ました。
　さて、昨年度より会費を口座引き落としさせ
ていただいた会員様への領収書は、希望される
方のみに発行することになりました。
　領収書を希望される場合は、お手数ですが、
当所総務・会員サービス課までご連絡下さい。
後日、領収書をお送りいたします。

　問合せ：総務・会員サービス課

　電　話：０５６２－４７－５０００

奮って
ご参加ください！

14 15



会
員
の
広
場

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/

ふるさとガイドおおぶ

ふるさとガイドやってます 

会長　阪野　隆

オーナー　浦上昇也

　大府を愛する４４名のメンバーが精力的に活動している観光ガイド団体です。
　４つの中学校区に分かれた４コース（①大倉・桃山、②共和・長草、③大府西、
④大府南）を主体にガイドしております。商工会議所や市役所と連携をしながら
「大府の魅力発信」をしております。皆様からのガイド依頼をお待ちしております。
ガイドは２名から受付けます。大府市の名所・旧跡に興味のある方、自然を楽し
みたい方にピッタリです。あなたのお住いの近くにも新発見があるかもしれませ
ん。一緒に楽しみましょう。    

●住　所／大府市中央町 5丁目 70番地 ( 事務局 大府商工会議所内 )
●申込先／大府商工会議所：0562-47-5000
　　　　   大府市観光協会 (市役所商工労政課内 )：0562-47-2111

焼肉SHO

はじめまして SHO です！！

7月は本格的な夏を迎える季節です。
さて、大府市内で業務中や出退勤中に起きた人身事故件数（7月中の発生）は、平成27年は10件、平成28年は2件で、減少傾向にあり
ます。7月は、経済活動が活発化し、物流関連の業務を主とする会社が多忙になることから、業務中や出退勤中の交通事故が多発する
可能性があります。車を運転する方々は、いつもより安全運転に心掛けて下さい。

＜仕事が忙しくなれば、疲れから運転が漫然となりやすくなります。適度に休憩を入れて、安全運転を！＞

　昨年７月にオープンした焼肉SHOの浦上です。当店では、厳選された質の高
い黒毛和牛や、良質な国産牛をよりリーズナブルにご提供しております。店内は
明るく開放感があり、ゆったりと寛いでいただけます。お得なメニューラインナッ
プのランチもお勧めです♪また当店では、お祝い事・サプライズにてお客様に
大変ご好評頂いております、お肉の【ケーキ盛り】も一押しです♪あなたの大切
な方との素敵な笑顔の為にお肉を１枚１枚丁寧に盛り付けます！明るく元気のい
いスタッフがあなたをいつでもお待ちしております♪

●住所／大府市森岡町 1-118
●TEL／ 0562-77-2019
●営業時間／ランチ11：00～ 15：00　ディナー 17：00～ 24：00
●定休日／月曜定休

184
2017.7.1

Vol.

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6月末会員総数

1,712

平成29年度大府商工会議所

4～6月加入者数

目標達成まで

28

122

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/

大府ブランドを世界に！

平成29年度 大府商工会議所 優良従業員表彰式
　　　　　　　　　　　　　　　（ 5月31日）

功労者表彰 17名・永年勤続者表彰 26名
受賞者の皆様　おめでとうございます！

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

功労者表彰・大府市長表彰
【受賞者】

　㈱豊田自動織機 長草工場
中村　直之　氏


