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想いと財産マネジメントサービス

空き家、実家相続対策など、お気軽にご相談ください

代表　後藤　明

チーフ　木村靖広

　不動産専門のファイナンシャル・プランナー、相続鑑定士をしております。不動産
や相続に関する問題で、誰に相談したらいいかわからないという悩み事や困り事が
あれば、ぜひ私にご相談ください。総括的な観点から、ご相談者にとって最適な解決
策を見つけるお手伝いをさせていただきます。分割が難しい不動産の円満相続対策、
相続した不動産の活用法選定、ご所有賃貸住宅の経営サポートなど、サポート項目は
多岐に亘りますが、特に、ご実家相続の問題解決や空き家対策などは、深刻化する前
の早期段階にご相談ください。

●住所／大府市若草町２－９８－１０１
●ＴＥＬ／ 0562-44-9054

サガミ健やか食堂

ご予約はお早めに（パーティー・各種お食事会など）

8月中に、大府市内で発生したオートバイが関連する人身事故件数は、平成27年は7件。平成28年は4件。
　また、多く発生した時間帯としては、平成27年中は昼（午前9時～午後6時）に6件。
平成28年中は、前夜（午後6時～午後10時）に2件発生しています。
　さらに、今年4月には、大府市在住の方が、オートバイに乗って豊明市内で単独事故を起こして亡くなっています。

趣味でバイクに乗っている方や、運輸業等で働いている方々は、安全運転に心掛けて下さい。

　当店は大府市役所６Ｆにあり３６０°見渡せるパノラマレストランです。お昼の時間
帯は市役所職員様はじめ大府市役所にお立ち寄りの方々で大変賑わっています。
　様々な日替わりのおかずのランチメニュー５８０円（税込）、きしめんとミニ丼の名
古屋めしランチ５８０円（税込）などございます。また、新しい試みとして季節の麵・
ご飯などもご提供いたしております。
　８月は「夏野菜の冷やしうどん６８０円（税込）」「うなぎのひつまぶし７８０円」がお薦
めメニューです。随時ご予約も承っております。

●住所／大府市中央町５丁目７０番地　大府市役所６Ｆ
●TEL／ 0562-47-6900
●定休日／市役所のお休みに合わせて（パーティー・食事会などご予約を
　　　　　頂ければご予約時間内ご利用できます）
●営業時間／ＡＭ１０:００～ＰＭ４:００（ランチメニューはＡＭ１１:００～ＰＭ２:００）
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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7月末会員総数

1,714

平成29年度大府商工会議所

4～7月加入者数

目標達成まで

32

118

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！

「地方創生に係る包括連携協力に関する協定書」
締結式（７月１４日）

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



会議所だより
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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。

会議所だより 会議所だより

今月の表紙／岡村市長、木村会頭、１２金融機関の役員の皆様（平成２９年７月１４日撮影）

【前列 左より】
愛知銀行 取締役頭取 矢澤氏、大垣共立銀行 専務取締役 加藤氏、商工会議所 木村会頭
岡村市長、三菱東京UFJ銀行 常務執行役員 長氏、十六銀行 取締役常務執行役員 白木氏
【後列 左より】
日本政策金融公庫熱田支店 支店長 近藤氏、碧海信用金庫 専務理事 深谷氏
半田信用金庫 理事長 本美氏、中京銀行 取締役頭取 永井氏、名古屋銀行 取締役頭取 藤原氏
岡崎信用金庫 常務理事 宇野氏、知多信用金庫 理事長 齋藤氏、西尾信用金庫 理事長 近藤氏
　

「地方創生に係る包括連携協力に
関する協定書」の締結について
７月１４日（金）　　於：大府市役所２階２０２会議室
　　　　　　　　　時：１０：００～１１：００

　「地方創生に係る包括連携協力に関する協定書」
締結式が執り行われました。
　この協定は、大府市、大府商工会議所及び地域
の１２金融機関が、まち・ひと・しごと創生法の基
本理念に則り、三者の幅広い連携・協力により、
地域の諸課題に適切に対応し、新たな地域活力の
創出と魅力ある地域づくりに寄与することを目的と
しています。
　当協定の締結により、大府市及び地域の金融機
関との連携を強固なものとし、「地方創生」に資す
る取り組みを強化していくと共に、地域の活性化に
一層寄与してまいります。

【締結機関】
大府市、大府商工会議所、三菱東京ＵＦＪ銀行
大垣共立銀行、十六銀行、愛知銀行
名古屋銀行、中京銀行、岡崎信用金庫
半田信用金庫、知多信用金庫、碧海信用金庫
西尾信用金庫、日本政策金融公庫熱田支店

　（連携協力内容）
第２条　三者は、前条の目的を達成するため、
それぞれ法令の範囲内で次の事項について連携
協力する。
⑴　大府市まち・ひと・しごと創生総合戦略の
推進に資すること

⑵　地域産業の振興と安定した雇用の創出に資
すること

⑶　創業・事業承継支援などの地域経済の活性
化に資すること

⑷　結婚、出産、子育ての切れ目のない支援の
推進に資すること

⑸　市内への移住及び定住に資すること
⑹　ネットワーク活用による企業誘致に資する
こと

⑺　各機関のセミナー・相談会・商談会・イベ
ント等の周知に資すること

⑻　販路拡大、ビジネス機会 ( ビジネスマッチ
ング)の増加に資すること

⑼　魅力ある地域づくりに資すること
⑽　そのほか、本協定の目的達成に必要とする
こと

協定書条文より抜粋
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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
7/30
共長夏まつり

7/31 8/1
橋本実践塾
9：00 ～12：00

8/2
正副会頭会議
10：00 ～12：00
市長副市長との昼食
会議
12：00 ～13：00
幹部会
14：00 ～15：30

8/3
滝谷経営塾
15：00 ～17：15

8/4 8/5
大府夏まつり

8/6
大府夏まつり

8/7 8/8
橋本実践塾
9：00 ～12：00
建設消防委員会との
懇談会
10：00 ～11：30

8/9
住宅修繕相談
13：00 ～16：00
住宅修繕定例会
19：30 ～ 21：00
青年部理事会
19：30 ～ 22：00

8/10
定例税務相談
13：30 ～15：30
ワイガヤ会
14：30 ～16：00

8/11
山の日

8/12

8/13 8/14
夏季休館

8/15
夏季休館

8/16
夏季休館

8/17
ふるさとガイド定例会
9：30 ～12：00
女性会理事会
13：30 ～15：30

8/18
定例金融相談
10：00 ～12：00

8/19

8/20 8/21 8/22
橋本実践塾
9：00 ～12：00

8/23
住宅修繕相談
13：00 ～16：00
住宅修繕定例会
19：30 ～ 21：00

8/24 8/25
知多地区商工会議所
幹事会
10：00 ～11：30

8/26
創業個別相談会
10：00 ～12：00

8/27 8/28
知多から世界へ講演会
13：00 ～ 20：00

大府支部ボウリング
大会
19：00 ～ 21：00

8/29
橋本実践塾
9：00 ～12：00

8/30
知多地域産業労働会議
13：30 ～15：30

8/31 9/1
橋本実践塾
9：00 ～12：00

9/2
実践創業塾
10：00 ～12：00

クローズアップ・スケジュール
第3回滝谷経営塾　　　　　　　　　　　　　　　8月3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	
・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	
　※第 4回は、9月7日（木）の15：00～17：15です。

実践創業塾2017　　　　　　　9月2日（土）・9月16日（土）

主婦・学生・会社員等、創業準備中の方や将来創業を考えてい
る方、創業5年以内の方ならどなたでも参加できます。＜起業
家支援セミナー全4回講座＞	 	 	 	
講師：中小企業診断士　佐原啓泰　氏	 	 	
日時：	9月	2日　10：00～ 12：00（ガイダンスセミナー）
　　　9月16日　9：30～ 16：30（1回創業塾）
場所：当所　3階大ホール
受講料：5,000円	( ガイダンスセミナーのみの方は無料）
定員：30名（申込先着順）
※2回（9月23日）
　3回（9月30日）
　4回（10月 7日）

3

August 8月
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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

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

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

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

会議所だより会議所だより

経営力向上計画＆下請代金法セミナー
６月２６日（月）　　   　　　於：当所３階大ホール
　 　　　　　 　　　　　　時：14：00～16：00
　当所は東海商工会議所と東浦町商工会と共催で
「経営力向上計画＆下請代金法セミナー」を開催し
ました。
　セミナーの内容は、「経営力向上計画」、「下請代
金法について」、「下請等中小企業の取引条件改善
への取り組みについて」、「大府市の補助制度紹介」
の４部構成で実施され、それぞれの施策による優遇
制度や活用法について学びました。
　特に「経営力向上計画」については認定計画によ
り取得した一定の機械・装置等の固定資産税が３年
間半分になる他、中小企業経営強化税制により即時
償却などの税制優遇を受けることが可能なこともあ
り、参加者は熱心に耳を傾けていました。
　セミナーの最後には平成29年度に活用し易くな
った「大府市中小企業研究開発等促進事業費補助
金」について市役所担当が説明し、制度の活用を促
しました。

女性会主催「女性経営者の心構え講座」
６月２１日（水）　　　　　　　於：当所３階大ホール
　　　　　　　　　　　　　時：１３:３０～１５:３０

　大府商工会議
所女性会は、ス
ギホールディン
グス株式会社の
杉浦昭子副社長
を講師に招き、
「女性経営者の
心構え講座」と

題したセミナーを開催いたしました。杉浦氏が女性
経営者として実践してきた事、気を付けてきた事、女
性だからこそできた事を、ユーモアを交えながらも、
情熱的に語っていただきました。受講者の皆さんは
始終熱心に耳を傾け、質疑応答時にも積極的に質問
されていました。終了後には「体験に基づく実践的
な話で感銘を受けた」「自社に置き換えたら素晴ら
しい気付きがあった」など、多くの方から高評価をい
ただくことができました。

平成２９年度 吉森支部通常総会
6月１６日（金）　　   　　　　於：半月みんなの家
　　　　　　　　　　　　　　　時：19:０0～2０:３0
　支部会員・役
員ならびに来賓
出席の下、平成２
９年度 吉森支部
通常総会を開催
しました。支部長
である鈴木康男
氏（㈱げんきの
郷）の挨拶後、４議案全て原案どおり可決されました。
　また、総会後には、「ウェルネスバレー構想の今後
の展開」と題し、大府市役所 ウェルネスバレー推進
課 課長 鈴木秀規氏ならびに係長 神取愛氏に、記念
講演をいただきました。　平成２８年度に行われた事
業紹介（ブランド認定等）や、平成２９年度の主な取
組（新たな産業の創出支援、交流・にぎわいづくり事
業等）の説明後、熱心に質問する会員の方々の姿が
印象的でした。
　今後も吉森支部は、「石ヶ瀬川夜桜ライトアップ」
を主として、地域活性化に向けた事業展開を更に推
進していきたいと思います。

女性会視察研修
６月１２日(月)～１３日(火)　
　　　　　　　　　於：福井県大野市、石川県金沢市

　当所女性会は、会員の知識を深め、資質向上を図
るために毎年視察研修を実施しています。今回は、
福井県大野市を訪れ、野村醤油(株)と大野市の中心
市街地を視察し、地域ブランディング活動の取り組
みについて学びました。また、2日目には、金沢市に
て近江町市場および２１世紀美術館を訪れ、会員間
での親睦を深めることができました。

▲大野市の醤油工場視察。地域ブラ
　ンドについて学びました。

▲近江町市場には、多くの外国人観
　光客が訪れていました。

▲ボランティアガイドさんが大野市の
　解説をしてくれました。

▲金沢２１世紀美術館にも立ち寄り、
　近代美術を鑑賞しました。

ペコロスのお問い合せ TEL〈052〉601‐2440

広告掲載料（2ヵ月間）

50,000円（税別）～

お店の情報を
発信しよう！

検索ペコロスweb

60期に向けて

ポータルサイト開設！
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ウォーキングが開催され、毎回2,000人の域外者を
大府にお迎えしています。
　特に、平成28年10月のＪＲさわやかウォーキング
では、東京・大阪からの参加もあり、2,800人のウォ
ーカーが集まりました。
　年々、ＪＲさわやかウｫーキングも、駅間の競争が
厳しくなっています。有名な神社・仏閣のない大府は
不利な部分もありますが、大府の特色である「健康」
と「人」（イベント、体験、おもてなしなど）を重点と
して、“市民”みんなで今後も域外者をお迎えしてい
きます。
　なお、感謝状贈呈に関しては、7月4日の中日新聞
知多版で大きく掲載されました。

JR東海㈱大府駅より感謝状贈呈
７月3日（月）　　　　　　　　　於：当所１Ｆ会議室
　　　　　　　　　 　　　　　時：13:15～13：45
　この度大府商工会議所は、ＪＲ大府駅より感謝状を
頂きました。これは、ＪＲ東海主催の「ＪＲさわやかウ
ォーキング」等、ＪＲの集客に関して多大な貢献をし
たことが評価されたもので、昨年に続いて2回目と
なります。
　表彰名は「部外協力者表彰状」で、平成29年7月3
日大府商工会議所にて、木村会頭、大府市観光協会 
深谷会長、吉森支部 鈴木支部長、ふるさとガイドお
おぶ 阪野会長、井上専務理事の立ち合いのもと、ＪＲ
大府駅の下本駅長より木村会頭に手渡されました。
　下本駅長からは、「大府は、ＪＲさわやかウォーキン
グに関して、コース設定や見どころの情報提供で助
かっている。また、コース途中でたくさんの“おもて
なし”を頂き、参加者から多くの喜びの声があり、満
足度向上に役立っている」とのお褒めの言葉も頂き
ました。
　大府には、1級の観光資源はありません。そこで待
っているのではなく、自ら観光資源を作り、また磨き
上げ、それを情報発信する必要があります。大府商
工会議所では、ＪＲさわやかウォーキングは大府の滞
在型人口を増やす絶好のチャンスととらえ、平成27
年からコースに関わる人を集めた「ＪＲさわやかウォ
ーキング招致委員会」を立ち上げ、見どころ・危険箇
所・トイレの位置などを記入したコース設定と提案（
3案）、また観光ガイドやイベント・接待、大府の特産
品販売などのおもてなしの企画、そして下見案内等
の活動をしてきました。多くの団体や皆様のこれら
の地道な活動の成果として、春と秋2回ＪＲさわやか

▲感謝状授与風景

▲平成29年4月吉森支部石ヶ瀬川護岸でのコーヒーの接待風景

▲平成28年10月ふるさとガイドおおぶの皆さんによる至学館大学内で
　のガイド・案内風景

横北支部第１５回通常総代会
6月27日（火）　　 於：チャイナレストラン大府飯店
　　　　　　　　　時：１８:００～１９:００
　横北支部は、横根町の「チャイナレストラン大府飯
店」において、来賓に河野副会頭、井上専務理事を
招き、横北支部第１５回通常総代会を開催しました。
支部役員及び総代合わせて２５名が参加しました。
　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
計画案及び収支
予算書について」
とも賛成多数で
原案通り可決承
認されました。

　総代会終了後には、懇親会にて互いの親睦を深め
ました。
【平成２８年度の活動報告】
　　９月１７日　第１１回月見の会（２００名参加）
　１１月 ８日　視察研修（２３名参加）
　　　（信州マルス蒸留所及び駒ケ岳ロープウェイ）
　  １月２２日　第１５回五社巡り（１６０名参加）
【平成２９年度の事業活動】
　　９月１６日（土）　第１２回月見の会
　　１月２１日（日）　第１６回初詣五社巡り
　　の開催を予定しております。
　今年度も、支部会員事業所の従業員・家族の親睦
を深める事業を継続して行っていきたいと思います。
　ご参加お待ちしております。

共長支部第１５回通常支部総会
６月２７日（火）　
　　　　　　　於：浜名湖グランドホテルさざなみ館
　　　　　　　時：１１:４５～１２:１０

　共長支部は、通常総会を開催しました。
　総会及び親睦研修会には、４２名が出席しました。
総会では支部長の深谷孝利氏 (深谷設計室)が議長
を務め、５議案（第１号議案「平成２８年度事業報告承
認の件」、第２号議案「平成２８年度収支決算承認の
件」、第３号議案「平成２９年度事業計画(案)の決定に
ついて」、第４号議案「平成２９年度収支予算(案)の決
定について」第５号議案「予算科目内流用の承認に
ついて」）を上程しました。審議の結果、全議案とも
原案通り可決承認されました。
　総会前には、龍潭寺と大河ドラマ館を訪問し、地域
一丸となって町を盛り上げる姿勢に感銘を受けまし

た。総会後には、春華
堂のうなぎパイファ
クトリーを見学し、自
社製品にかける想い
を学びました。

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 ㈱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。

会議所だより会議所だより
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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

第２回滝谷経営塾
７月６日（木）　　   　　　於：当所３階大ホール
　　　　　　　　　　　　 時：１５:００～１７:１５
　第２回滝谷経営塾は、前半にテキストを用いた講
義を実施、後半はチーム別の演習を行いました。

①ドラッカー｢経営の実学｣を用いた講義
　かつて全米１位の小売業者だったシアーズの創生
期を事例研究として、｢マーケティング｣、｢イノベー
ション｣、｢ディベロップメント ( 投資や育成 )｣につい
て学びました。
　事業とは何か、経営とは何か、新しい顧客を創
造し、実現するために絶え間なく行われるマーケ
ティング、イノベーション、ディベロップメントの３
要素が非常に大切であると実感しました。

②テキスト｢見えない問題解決法｣（滝谷敬一郎著）
を用いた講義
　演習の事前学習として実施しました。自由に関心
事を書き出し、それを否定しない大切さを学びまし
た。　

③演習
　参加者を４チームに編成し、それぞれの関心事を
書き出し、どのようにまとめるかチーム内で議論、
最後にチーム別の発表を行いました。
「いま、われわれは何をすべきか」を統一テーマに、
各チームとも「大府、日本、世界」の現状につい
て熱心な議論が行われ、大変有意義な研修会とな
りました。
　次回は８月３日（木）の１５：００より開催予定です。

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

大府市役所１階市民健康ロビーの展示がリニューアル !!

　去る７月１０日（月）午前９時３０分から、大府市役所１階市民健康ロビー
にて、展示リニューアルを記念して、除幕式が開催され、大府商工会議
所からは、商業部会顧問の深谷洋二副会頭、製造業部会顧問の鬼頭副

会頭が、式典に参加しました。市内
企業ＰＲコーナーは、ガラスケース
毎に「大府のおみやげ・逸品」「大
府のリーディングカンパニー」「愛
知ブランド認定企業」に分かれて
おり、どのケースにも会員事業
所の製品（商品）がきれいに展
示されています。

　ＰＲコーナーのほかにも、大府市ゆかりの五輪金メダリスト８名の
写真と功績がパネル展示されるなど、「健康都市おおぶ」が感じら
れる趣向になっています。また、大府市全域地図が刷新されたり、市
民向けタブレットが設置されるなど、設備が充実し、退屈しないロビ
ーになりました。
　大府商工会議所または大府市役所にお越しの際は、是非、市役所
ロビー展示をご覧いただき、大府の「今」を感じてください。

　毎年恒例の“ふれあいゼミナール(ふれゼミ)”の夏版が 7月22日(土)より各種講座がスタートしました！ 
夏と冬の計2回開催しているふれゼミですが、参加店舗からの要望にこたえ、第19回を迎えた今回は、次の2
点を変更しています。

１） チラシを三つ折りに変更し、お店がより多く掲載できるようになりました。
２）デザインを四季にあわせたイメージに変更しました。

　今年は30店舗、計49講座にて、大府市内の各お店で講座が展開されていま
す。普段気になってたけど…と思っている方も、魅力的なお店を知る事のでき
る絶好のチャンスです♪この機会に是非、皆様に声掛けして下さい！
　ふれゼミの講座の詳細は、当所のホームページ、ｆａｃｅｂｏｏｋ、市役所、駅パン
フレットスタンドにてご確認下さい。

▲挨拶する深谷副会頭

▲岡村市長もはりきって紹介

▲市内企業ＰＲコーナーが出現！

～会員事業所の製品（商品）が紹介されています～

第19回 おおぶふれあいゼミナール開催中！！
～この夏、おおぶのお店のプロに教えてもらえるチャンス！～
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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/

溢れるバイタリティで、日本とネパールの架け橋に！

ネパールの熱き青年が、日本で事業を。

　朗らかな笑顔とスッと相手を見つめるまなざ
し。6人兄弟の末っ子としてネパールの首都・カ
トマンズで育ったポカレルさんが、最初に日本を
訪れたのは2001年のこと。ロータリー財団の研

究グループ交換プログラムの一員として数週間
滞在し、職業交流や文化を学びます。
　「元々、日本語を学んでいましたし、その印象
は絶大。日本人はよく働くし、“メイド・イン・ジャ
パン”製品は信頼性抜群で壊れません」。
　日本への興味を深めたポカレルさんは、その

パラス・マニ・ポカレルさん（株式会社　サミカトレーディング　代表取締役）

（プロフィール）
パラス・マニ・ポカレル
ネパール出身。1974 年生まれ。2007 年、横根町に「ナンマスター」をオープン。その後、店舗拡大や食材輸入業
などを手がけ、2016 年 9月、アジア料理も取り入れた「ASIANバルMAMAYAカトマンズ」として、「ナンマスター」をバー
ジョンアップ。さらに同 10 月には知立市にスーパーマーケットもオープン。「海外在住ネパール人協会日本支部」前会
長でもある。

後、ロータリー財団の奨学金で再び来日。国際基
督教大学で多文化メディアを学ぶと、そのまま
日本で様々な職を経験。そして2007年、持ち前
の社交性と手腕を武器に、大府で「ナンマス
ター」を開店させました。

日本に根付き、広がる人脈。

　「日本にネパールの食文化を紹介したくて。ま
ずは小さな店から」。母国でも事業を手がけてい
たポカレルさんの日本での原点が「ナンマス
ター」。優秀なネパール人スタッフが提供するナ
ンとカレーはリピーター続出。その後も亀崎店、
アジア食材輸入業、インターナショナルスクール
経営と幅を広げます。

　その一方で、ロータリークラブや在日ネパー
ル人協会にも積極的に参加。ボランティア精神
と人徳、実業家としての手腕を買われ、協会の会
長にも就任します。
　「会長はみんなの相談役。当時は日本全国の
ネパール人から毎晩電話が来ました」。経営者、
会長として奔走しつつ、同郷の女性とも結婚。一
男をもうけ、公私共に日本に根付いた日々を
送っています。

大地震を経て、日本とネパールの為に。

　そんな中で起こったのが、8千人を越す死者を
出した2015年のネパール地震。
　「発生時は家族も音信不通。ドキドキが止まり
ませんでした」。幸い家族は無事でしたが、母国
から遠く離れ、現地に行けない歯がゆさは協会
会員も同じこと。ポカレルさんは、すぐに会長と
して指揮を執り、日本全国から5千万円もの義援
金を集めます。また、ロータリークラブにも呼び
かけ、家を建てる支援活動に結びつけました。

「日本の皆さんには本当に感謝しています。日本
は平和で安全で仕事もしやすい。こんな国は他
にありません」。日本への愛着も相まって「日本と
ネパールの橋渡しをしたい」と力強く語るポカレ
ルさん。そこには、国境を越えた大きな橋が架か
ろうとしていました。

（2016年10月取材）

バター香る大きなナンと、本格的インドカレーが味わえる「ナンマスター」が、この秋「ASIANバル
MAMAYAカトマンズ」としてリニューアル。そのオーナーで、在日ネパール人協会会長としてネパール地
震の際には支援活動も行ってきたポカレルさん。その原動力や想いとは…？

全国に在日ネパール人は約6万人。皆をまとめる協会会長は選挙で選ばれ
ます。ポカレルさんは「事務所設立」や「会員のデータベース化」などを提案
し、見事会長に！

日本で在籍するクラブで、ネパール地震について熱弁。支援活動のお願
いにも力が入ります。

定番のナンとカレーはそのままに、ナシゴレンや生春巻きなどが揃った
「ASIANバルMAMAYAカトマンズ」。ランチはもちろん、居酒屋としても
充実しています。
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大府商工会議所からのお知らせ

住宅用火災警報器・家具転倒防止金具の取り付けを

　大府商工会議所住宅修繕相談事業専門部会では、火災警報器や
家具転倒防止金具の取付けが困難な方のために器具の取付けを支援いたします。

◆日　　時　９月１６日（土）・１７日（日）午前１０時～午後３時
◆対　　象　大府市内在住で、住宅用火災警報器・家具転倒防止金具の
　　　　　　取り付けが困難な方
◆料　　金　無料（住宅用火災警報器の実費負担／１器 3,500 円程度は
　　　　　　除く）
◆申し込み　９月１２日（火）までに直接商工会議所へ
　　　　　　　（電話・ＦＡＸでの受付はできませんのでご了承下さい）
◆ その 他　詳細は、大府商工会議所ホームページ　　
　　　　　　（http://www.obu-cci.or.jp）をご覧ください。

家具転倒防止金具・Ｌ字金具

※家具１台につき２箇所止めで３台まで無料施工！

無料で行います

最も家具を倒れにくくすると言われるＬ字金具。
家具と壁をネジでとめます。

大府商工会議所住宅修繕相談事業専門部会

山本建築
新美左官
深谷建築
浜島業務店
大賢建築
ジェイホーム㈱
鈴木建築

㈱早川建築
成田左官
斉藤建築
可部建築
㈲ますだ建築
㈲田中企画

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）
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大府商工会議所からのお知らせ

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、製造業、卸売業で改善、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。

●「受注が堅調で、売上が改善傾向にあるため、
増員を目的に賃上げを行った。あわせて時間
外労働の削減を進め、離職者防止を図ってい
る」（運送業）、「鉄鋼価格が上昇しているが価
格転嫁は難しい。新商品の開発、設備投資に
よる生産効率化に努め、売上・採算の改善を進
めていく」（鋳物製造業）、「夏のセール待ちの
客が増えたことで、前月と比べ客数が少なく
なり、苦戦している」（衣料品小売業）

●業況の先行き見通しDIは、全産業では今月と
比べ横ばいの見込み。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

   17 年      先行き見通し
 1 月 2月 3月 4月 5月 6月 7月～9月 

業　　況 ▲21.8 ▲19.5 ▲13.5 ▲18.7 ▲13.4 ▲10.5 ▲10.5
      
売　　上  ▲15.5 ▲15.9 0.0 ▲7.2 ▲5.8 ▲3.5 ▲9.3
 
採　　算 ▲21.4 ▲15.2 ▲13.5 ▲13.9 ▲8.7 ▲9.4 ▲11.6
       
資金繰り ▲10.5 ▲8.0 ▲9.4 ▲9.6 ▲5.3 ▲4.1 ▲2.9
       
仕入単価 ▲22.7 ▲26.1 ▲27.1 ▲31.7 ▲29.1 ▲29.7 ▲27.9
       
従 業 員 17.8 17.1 19.6 16.9 17.4 19.1 17.9

平成 29年 6月調査結果

全産業ＤＩ（前年同月比）の推移
  

平成29年7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1.10％
　　　　　　設備資金　１０年以内（うち据置期間２年以内）　年1.10％
■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  共栄町７－９－１７
■電話  0562-46-8417
■営業  17：30～22：30
■定休  日曜日

居酒屋ゆき  
「肉じゃが」

美味しいまちのグルメ駅伝美味しいまちのグルメ駅伝

居酒屋ゆき
井口やす子さん

フラワーショップきたがわ
北河真二さん
（紹介ランナー）

次回ランナーは、（同）足軽家　深見貴英さん

家庭料理が気軽に楽
しめる居酒屋ゆき。　
肉じゃがや魚の煮付け
等の定番料理の他に
も、四季を感じる新鮮
な旬の食材をふんだ
んに使用した料理がカ
ウンターに並んでいて
どれを取っても満足で
きます！

週末創業個別相談会
　創業・起業を予定している方、創業して間もない方、お困りごとはありませんか？
　専門の先生が優しく親身に対応します。

　日　時：８月２６日（土）、９月９日（土）、１０月１４日（土）、１１月１１日（土）、１２月９日（土）

　　　　　各日１０:００～／１1：００～　（お一人45分～60 分）

　場　所：当所 １階相談室　　
　相談員：座間裕史氏（中小企業診断士・一級販売士）
　申　込：当所窓口または電話（４７-５０００）・FAX（４６-９０３０）にて
　主　催：大府商工会議所・東浦町商工会

　※詳しくは、ホームページ（http://www.obu-cci.or.jp）をご覧下さい。

実践創業塾2017
　創業するにあたり、必要な「経営、財務、人材、販路開拓」などの知識・スキルを実践的に習得できるセミナー
です。創業 5年以内の方ならどなたでも参加できます。

　日　時：ガイダンスセミナー　9月2日（土）10：00～12：00

　　　　　実践創業塾　　　　9月16日（土）・9月23日（土）・9月30日（土）

　　　　　　　　　　　　　　10月7日（土）いずれも9：30～16：30

　場　所：当所　3階ホール

　講　師：佐原啓泰氏（中小企業診断士・一級販売士）

　定　員：30 名（先着順）

　受講料：5,000 円（ガイダンスセミナーのみの方は無料）

　申　込：当所窓口または電話（４７－５０００）・FAX（４６－９０３０）にて

　主　催：大府商工会議所・東浦町商工会
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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/

想いと財産マネジメントサービス

空き家、実家相続対策など、お気軽にご相談ください

代表　後藤　明

チーフ　木村靖広

　不動産専門のファイナンシャル・プランナー、相続鑑定士をしております。不動産
や相続に関する問題で、誰に相談したらいいかわからないという悩み事や困り事が
あれば、ぜひ私にご相談ください。総括的な観点から、ご相談者にとって最適な解決
策を見つけるお手伝いをさせていただきます。分割が難しい不動産の円満相続対策、
相続した不動産の活用法選定、ご所有賃貸住宅の経営サポートなど、サポート項目は
多岐に亘りますが、特に、ご実家相続の問題解決や空き家対策などは、深刻化する前
の早期段階にご相談ください。

●住所／大府市若草町２－９８－１０１
●ＴＥＬ／ 0562-44-9054

サガミ健やか食堂

ご予約はお早めに（パーティー・各種お食事会など）

8月中に、大府市内で発生したオートバイが関連する人身事故件数は、平成27年は7件。平成28年は4件。
　また、多く発生した時間帯としては、平成27年中は昼（午前9時～午後6時）に6件。
平成28年中は、前夜（午後6時～午後10時）に2件発生しています。
　さらに、今年4月には、大府市在住の方が、オートバイに乗って豊明市内で単独事故を起こして亡くなっています。

趣味でバイクに乗っている方や、運輸業等で働いている方々は、安全運転に心掛けて下さい。

　当店は大府市役所６Ｆにあり３６０°見渡せるパノラマレストランです。お昼の時間
帯は市役所職員様はじめ大府市役所にお立ち寄りの方々で大変賑わっています。
　様々な日替わりのおかずのランチメニュー５８０円（税込）、きしめんとミニ丼の名
古屋めしランチ５８０円（税込）などございます。また、新しい試みとして季節の麵・
ご飯などもご提供いたしております。
　８月は「夏野菜の冷やしうどん６８０円（税込）」「うなぎのひつまぶし７８０円」がお薦
めメニューです。随時ご予約も承っております。

●住所／大府市中央町５丁目７０番地　大府市役所６Ｆ
●TEL／ 0562-47-6900
●定休日／市役所のお休みに合わせて（パーティー・食事会などご予約を
　　　　　頂ければご予約時間内ご利用できます）
●営業時間／ＡＭ１０:００～ＰＭ４:００（ランチメニューはＡＭ１１:００～ＰＭ２:００）

185
2017.8.1

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7月末会員総数

1,714

平成29年度大府商工会議所

4～7月加入者数

目標達成まで

32

118

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！

「地方創生に係る包括連携協力に関する協定書」
締結式（７月１４日）

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


