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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/

公益財団法人
産業雇用安定センター

企業間の人材マッチングの支援を無料で行っています

愛知事務所　所長　請井　孝全

アロマセラピスト　大島　鶴枝

　産業雇用安定センターは厚生労働省より委託を受け、「人材が不足し、補充を検討
中の企業様」、「人材の維持が困難であり、雇用調整を検討中の企業様」に対し、無
料で支援をしております。設立から約３０年、人材移動に関する様々な情報提供、きめ
細かな相談、アドバイスを行い、全国で約１８万人の成立実績があります。人材に関し
てお悩みの企業様は、是非お早めにご相談下さい。職員がお伺いし、ご要望を承りま
すので、お気軽にお問合せ下さい。皆様からのご連絡をお待ちしております。

●住所／名古屋市中村区名駅南２-１４-１９　住友生命ビル１４階
●ＴＥＬ／０５２－５８３－８８７６
●ご利用時間／月曜日～金曜日　９：００～１７：００
●定休日／土曜日・日曜日・祝祭日　
　　　　　及び　年末年始
●HPアドレス／ http://www.sangyokoyo.or.jp

プティボヌール

香りで癒される☆アロマフレグランスレッスン

　12月中、市内で起きた人身事故のうち、第1当事者の事故要因が安全確認の不十分であった件数
は、平成27年は20件。平成28年は28件で、事故要因の大多数を占めています。
　ところで、10月27日午後６時58分頃、東海市内において、北進する自転車（70代男性）がやや右に寄
ったところを、同じく北進の軽四乗用車（60代女性）がはね、自転車乗車の男性が亡くなるという死亡事故が発生しました。
　交通事故は、起こした人も被害にあった人にとっても不幸なことです。悲惨な交通事故を発生させないためにも、一人一人最
大限の努力をお願いします。

　アロマセラピストの大島です。現在、毎月、木曜・日曜日　月２回でアロマ
心理学を用いて自分にぴったりの香りを作成する講座を行っています。９種
類のタイプに分かれる アロマ心理学（花、果実、ハーブ、葉、樹脂、根、スパイ
ス、種子、木）から自分の力をなくした状態を緩和するアロマ香水を季節ごと
に作成します。興味のある方は下記アドレスから詳細をご覧ください☆
アロマフレグランスレッスン詳細・申し込み
　http://petit-bon-aroma.com/fragrancelesson

●住所／大府市共和町２-１３-３　グローリアス共和１０２
●定休日／ 不定休　第３日曜・木曜日
　　　　　アロマフレグランスレッスン開講（八事セミナールーム）
　　　　　１０：００～１３：００

半谷眞宏氏　秋の褒章 藍綬褒章受章！
（元大府商工会議所 副会頭・㈱半谷製作所 代表取締役会長）

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11月末会員総数

1,720

平成29年度大府商工会議所

4～11月加入者数

目標達成まで

50

100

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

今月の表紙／木村会頭（左）、半谷眞宏氏（右）
　　　　　　　　　　　　（平成 29年 11月17日撮影）

元大府商工会議所 副会頭で、㈱半谷製作所 代表取締役
会長の半谷眞宏氏が、大府商工会議所の推薦により、名誉
ある秋の褒章 藍綬褒章を受章されました。

詳細につきましては、3ページをご覧下さい。　

1月号より、デザイン等を一新し、
 当所会報は生まれ変わります。
  　　乞うご期待！！

リニ
ュー
アル

　この度、平成29年秋の褒章において、半谷眞宏氏（㈱半谷製作所代表取締役会長）が藍綬褒章を受章
されました。藍綬褒章は、会社経営、各種団体での活動等を通じて、産業の振興、社会福祉の増進等に優
れた業績を挙げた方に贈られるものです。
　半谷眞宏氏は、平成８年より大府市商工会理事に就任、その後、平成14年の大府商工会議所発足と同
時に常議員となり、今日まで地域産業、特に製造業会員企業全体の底上げに尽力されてきました。平成
22年11月１日から平成28年10月末まで、木村勝昭会頭のもとで副会頭を務め、会議所運営はもちろ
んのこと地域の産業振興に寄与されました。これらの功績により、大府商工会議所は、日本商工会議所
を通じ、同氏を推薦し、この度の受章となりました。

　半谷氏は、経済産業省での伝達式と皇居での拝謁（11月
14日）を無事終えられ、11月17日、褒章と賞状を持参し
大府商工会議所に来所されました。木村会頭からお祝いと
今までの会議所事業への貢献に対し労いの言葉が伝えら
れ、半谷氏もお礼を述べ、和やかな雰囲気で報告が行われ
ました。
　同氏は、「中小企業は、『人材』と『お金』が２大テーマ。人
材教育は座学でなく、実体験が重要と唱えてきた。そこか
ら、『ものづくり磯谷塾』が生まれ、名古屋工業大学の『工場

長養成塾』や現在の『橋本実践塾』につながっている。中小企業は、とにかく2S。2Sを徹底すること、外
の現場を見ることが大切。製造業部会長時代に会員とともにいろんな現場を見学した。今思えば、その
頃が一番楽しかった。また、『お金』の面では、意欲ある事業者が、開発や生産性向上等に補助金を活用で
きるよう、会議所主催で説明会を企画し、申請者の底上げも図ってきたつもりだ。私は、『ものづくり磯
谷塾』や『産学官連携交流会』など通じ、いろんな人と交流できたことが本当に幸せだった。周りの人に
恵まれ、助けてもらってやってきた。従業員や家族にも感謝している。これからも微力ではあるが商工
会議所の力になっていきたい」と語りました。
　尚、今回の秋の褒章で、日本商工会議所の推薦により藍綬褒章を受章したのは、全国で半谷眞宏氏お
一人になります。

平成29年秋の褒章 大府商工会議所の推薦により藍綬褒章受章！
元大府商工会議所副会頭 半谷眞宏 氏（㈱半谷製作所 代表取締役会長）

会 員 便 り

▲木村会頭（左）に褒章と賞状を披露する半谷氏

　来る１月10日（水）には平成30年新年賀詞交歓会（大府市役所地下多目的ホール）に
半谷眞宏氏を迎え、褒章と賞状を披露させていただきます。皆様、是非お越しください。

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。

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
11/26 11/27

知多地域経済会議会
頭・会長会議
15：00 ～19：30

11/28
橋本実践塾発表会
9：00 ～12：00
人生100 年 PJ 会議
10：00 ～12：00
エレベーター竣工式
13：30 ～14：30
ビジョン基本構想策定
委員会
15：00 ～17：00

11/29 11/30
役員議員懇談会
18：00 ～ 20：00

12/1
大府市鉄工団地年末
懇親会
18：00

12/2
共和イルミネーション
点灯式
17：00

12/3
ハナモモ植樹祭
9：00 ～12：00

12/4
女性会懇親会
18：00 ～ 20：00

12/5
橋本実践塾
9：00 ～12：00
大府市幹部との懇談会
16：00 ～17：30
大府市幹部との懇親会
18：00 ～ 20：00
青年部三役会
20：00 ～ 22：00

12/6
正副会頭会議
14：30～16：30
女性会役員会
13：30～15：30

12/7
滝谷経営塾
15：00 ～19：00

12/8
ビジネスマッチング商
談会 in大府
10：00 ～17：00
大府新江工業団地年末
懇親会
18：00

12/9
週末創業個別相談会
10：00 ～/11：00 ～
青年部創立15 周年
記念式典及び祝賀会
16：00 ～19：45

12/10 12/11
年末調整勉強会
13：30 ～15：30

12/12
橋本実践塾
9：00 ～12：00
逸品研究会
9：00 ～17：00
記帳専門指導
9：30 ～16：30

12/13
観光協議会
9：30 ～11：00
住宅修繕相談
13：00 ～16：00
住宅修繕相談定例会
19：30 ～ 21：00
青年部理事会
19：30 ～ 22：00

12/14
ふるさとガイド定例会
9：30～12：00

12/15
新入会員交流会
14：00 ～16：00

12/16
建設業部会清掃活動
9：45～11：00

12/17 12/18
定例金融相談
10：00 ～16：00

12/19
橋本実践塾
9：00 ～12：00

12/20
女性会理事会
13：30 ～15：30

12/21 12/22
年末調整作成指導
13：30 ～15：30

12/23
天皇誕生日

12/24 12/25 12/26
橋本実践塾
9：00 ～12：00
ビジョン基本構想策
定委員会
14：00 ～16：00

12/27 12/28
仕事納め

12/29 12/30

12/31 1/1
元旦

1/2 1/3 1/4
仕事始め

1/5 1/6

クローズアップ・スケジュール
第 7 回滝谷経営塾　　　　　　　12 月 7 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 ～19：00( 懇親会含む）	
・第１回から第６回の演習総括（チーム別）並びに成		
		果発表会・修了式を行います。

年末調整勉強会　　　　　　　　　　　　　　　　　           12 月 11 日（月）
年末調整の仕方を初めての方でも理解できるよう、分かりやすく説明いたします。
改正『配偶者控除・配偶者特別控除の見直し』も緊急解説します。
時　間：１３：３０～１５：３０
講　師：税理士　田島　大士　氏	
場　所：大府商工会議所　３階ホール	 	
持参物	：税務署より配布された年末調整の袋入れ全部・源泉徴収簿・計算機・筆記用具	

年末調整作成指導 集団受付    12 月 22 日（金）・1 月 9 日（火）・1 月 11 日（木）
年末調整作成の個別指導を下記にて開催します。
時　間：１３：３０～１５：３０
場　所：大府商工会議所　３階ホール	 	
持参物：税務署より配布された年末調整関係書類、源泉徴収簿、前期分納付書、前年
　　　　度の控各種控除証明書、印鑑、筆記用具
　　　　※給与支払者の法人番号（個人事業主は個人番号）の記載が必要です。

3

December 12 月
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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

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）～

新規顧客獲得!!
お店の情報を
発信しよう！

検索愛知印刷

60期に向けて◎発行部数／98,000部（54号実績）

新入会員交流会

竹 内 成 人
半田信用金庫大府支店

支店長
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行
大府支店　支店長

１１月８日（水）於：当所３階大ホール　時：1５：４０～1６：００
第 12回臨時議員総会

【審議事項】議案第１号　第７期監事・常議員の補欠選任（案）について
監事・常議員に欠員が生じたため、次の者が選任されました。

【報告事項】兼任知的財産部門育成プログラムの案内
講師　名古屋工業大学　産学官連携コーディネーター、博士（工学）福田雄一 氏

１１月８日（水）於：当所２階会議室　時：1４：０0～1５：１０
第３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
　１０月～１１月分として８事業所の加入が承認されました（詳

細は次頁「新入会員の紹介」をご覧ください）。

議案第２号　第７期監事・常議員の補欠選任（案）につ
いて

　監事及び常議員に欠員が生じたため、次の者を選任す

ることが提案されました。　　　　　　　　　※敬称略

　監事　　　

　　竹内成人（半田信用金庫大府支店・支店長）

　　　交代理由：前任者鈴木隆浩氏の異動

　常議員

　　駒澤孝博（㈱三菱東京UFJ銀行大府支店・支店長）

　　　交代理由：前任者橋本洋一氏の異動

議案第３号　会員事業所火災による会費の減免について
　㈱山内製作所の火災による会費の減免について、事業

者から提出される減免申請により、会費及び負担金に関

する規約第四条「会費の減免」の規定に基づき、１年分

の会費（平成２９年度後期分と平成３０年度前期分会費）

を免除する。

　３議案とも全て原案どおり可決されました。

報告事項
①会員加入促進中間報告について

　平成２９年４月～９月末までの役員または会員よる紹介

は２０件。紹介による会員加入は１００％。引き続き新規会

員の紹介を依頼しました。また、紹介団体への報奨金（４，

０００円×紹介件数）は、去る平成２９年１０月２３日（月）

に支払い完了済。

②役員視察研修について

日時　平成３０年１月２４日（水）、２５日（木）

場所　滋賀県長浜市

宿泊　北ビワコホテルグラツィエ

　テーマ １）まちづくり（中心市街地活性化）

　　 　　２）スマートインターチェンジ（小谷城ＳＩＣ）

３）長浜バイオ大学と地域との連携

４）長浜盆梅展

③役員・議員懇談会について

　日時　平成２９年１１月３０日（木）１８時～２０時

　場所　味三昧みかど

④市幹部との懇談会及び懇親会について

　懇談会　日時　平成２９年１２月５日（火）

　　　　　　　　１６時～１７時３０分

　　　　　場所　大府商工会議所３階ホール

　懇親会　日時　平成２９年１２月５日（火）

　　　　　　　　１８時～２０時

　　　　　場所　味三昧みかど

⑤新年賀詞交歓会について

　日時　平成３０年１月１０日（水）11時～13時

　場所　大府市役所地下多目的ホール

⑥第４８回大府市産業文化まつりの事業報告について

　来場者数　６１,０００人（前年８８,０００人）

　※台風の影響により、２日目は１４時３０分に終了。

⑦会員の脱退並びに変更について

　１０月５事業所、１１月４事業所脱退

⑧１１・１２月の行事予定について

■監事

【交代理由】
　前任者鈴木隆浩氏の異動による交代

駒 澤 孝 博
■常議員

【交代理由】
　前任者橋本洋一氏の異動による交代

日 　 時：平成29年12月15日（金）午後2時～4時
場 　 所：当所3Ｆ大ホール
内 　 容：1.  商工会議所はこう使うべし
　　　　　2.  私は会議所をこう使っている
　　　　　3.  1 分間　自己紹介タイム
　　　　　4.  名刺交換タイム
対 象 者：主に加入3年以内の新入会員の皆様（左記以外でも、当所会員なら参加歓迎）
参 加 費：無料
申込方法：平成29年12月8日（金）までに、事業所名・参加者氏名（2名まで）
　　　　　電話番号・ ＦＡＸ又はEメールアドレスをご記入の上、お申込みください。
　　　　　　※詳細につきましては、同封チラシをご覧ください。
Ｆ Ａ Ｘ：0562-46-9030
Ｅ-ＭＡＩＬ：info@obu-cci.or.jp

№ 事業所名 代表者 住　　所 事業内容等 所属部会

1 ㈱大迫建装 大迫　弘 東海市 塗装業 建設業

2 ㈱大丸松坂屋百貨店 近藤　保彦 名古屋市
中区 百貨店業 商業

3 新栄興業 上段　新治 名古屋市
緑区 配管、鍛冶屋 建設業

4 ㈱スギ薬局スギ薬局森岡店 -- 森岡町 医薬品、化粧品、日用品 商業

5 ㈱スギ薬局スギ薬局大府東店 -- 横根町 医薬品、化粧品、日用品 商業

6 ㈱未来実現 大里　浩幸 月見町
輸入雑貨販売、販売代行、ＥＣコン
サル

商業

7 屋根山美 山本　雄美 東浦町 屋根工事 建設業

8 オステリア・ケイ 富田　圭介 東新町 イタリア料理 商業

～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9月6日～平成29年10月 31日
（敬称略）
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会議所だより

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

大府ビジネス交流会
「ものづくり企業展示会」
１０月１９日（木）　　　　　於：当所３階大ホール
　　　　　　　　　　　　時：１６:００～１９:００
　 大府商工会議所製造業部会は今年の新規事業と
して、大府ビジネス交流会「ものづくり企業展示会」
を開催し、展示企業２７社、１００名の参加者が互い
に交流を深めました。
　開会にあたり、野村製造業部会長（千代田工業㈱）
より『隣の企業がどのような製品を製造しているか
知らない事が多い。お互いを良く知った上で、市
内企業同士の受発注に繋がるきっかけとしてほし
い』と挨拶がありました。

　その後、１２月８日に開催を予定している事前登
録型の商談会『ビジネスマッチング商談会 in 大府』
に発注企業として登録している企業を中心とした出
展企業の紹介、希望者によるプレゼンタイムと自由
交流を実施しました。実際の製品が展示されてい
るため、名刺交換に留まらず、具体的な話まで進
展する姿が散見されました。

　参加者からは、『近くの会社が意外な製品を製造
していてびっくりした』、『実際の製品が展示してあ
り、担当者と直接話が出来て良かった』、『自社の
技術を PR できて、商談の話に進みそうだ』など
の感想が聞こえ、当初の目的としていた市内の人
脈づくり、顔が見える関係性を構築するきっかけづ
くりができました。今後も市内の横のつながりを強
化し、受発注が活発になるような事業を製造業部
会として実施していきますので、ご協力をお願い
いたします。

会議所だより

▲野村部会長による挨拶

おぶちゃん
大府市健康づくり

マスコットキャラクター １０月２８日（土）・１０月２９日（日）　　    時：９:３０～１６:００（３０日は１４：３０まで）
 　　　　　　　　　　　　　　　　 　於：大府市民体育館・駐車場

※写真は催事の一部です。このほかにもたくさんの催事とイベントを実施しました。ご協力ありがとうございました。

　台風接近による悪天候の中、大府市における産業と文化の振興のために開催される秋の一大イベント「第
４８回大府市産業文化まつり」には、親子連れなど６１,０００人(大府市発表)の方々が来場されました。
　当所からも、各部会、青年部、女性会、青年部ＯＢ会が催事を開催し、会員事業者は、商工振興展や飲食・物
販ブースに出展されました。来年は晴れることを祈ります。

第４８回大府市産業文化まつり
主催：大府市・大府市教育委員会・大府商工会議所・ＪＡあいち知多

～未来へつなぐ健康おおぶ～

こどもコマづくり体験

製造業部会

綿菓子

情報・物流･サービス業部会

親子工作教室

建設業部会

おおぶ逸品運動の紹介

　　　　　　　　　商業部会

賑わい風景

産業文化まつりゲート

ふれあい金魚すくい

青年部ＯＢ会

飲食ブース

青年部

飲食ブース

女性会

ハナモモ無料配布

花まる OBU プロジェクト
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会議所だより 会議所だより

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

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）

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

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

大府あきんど塾「“おもてなし”の心得」
１１月２日（木）　　　　　　於：当所３階大ホール
　　　　　　　　　 　　　時：１４:００～１6:0０
　本年度は「おもてなし」を統一テーマとし、その
第1回目が開催されました。
　今回は「基本に立ち返ること」を副題として、名古
屋を代表するホテル、ウェスティンナゴヤキャッスル
にて人材育成を手掛けられる㈱ナゴヤキャッスル 
杉浦敏代氏に講演をいただきました。
　グループワークを
通しながら、日頃の接
客を見直してもらう
実践型の内容で、受
講者も楽しく学ばれ
ました。
　要点は以下の３点
です。
●“おもてなし”とは成し遂げること。
●  接客は人を幸せにする為にあるもの。
●  表情は身だしなみと違い、自身の表情を確認する
ことはとても難しい。鏡をみてセルフチェックを
する。

建設業部会視察研修
11月７日(火)  　於：㈱ビーエムシー（岡崎市）、
 　　　　　　　　　　蒲郡バイパス（豊川市）
　　　　　　　　時：9:00～17:00

　建築会社の
新たな取り組
みとして、「ト
レーラーハウ
ス事業」につ
いて視察をさ
せていただき
ました。同社は、

これまでに培った高機能住宅のノウハウを活かし、
資産価値の高いものを造ることで他社との差別化
を図っております。トレーラーハウスは、一定の条件
を満たせば建築確認申請が不要となり、固定資産税
や不動産取得税が掛からない「車両」として扱われ
るとのこと。バスルームやシステムキッチン等も完
備した優美な内装に参加者一同、興味津々の様子で
した。
　午後からは豊川市へ移動し、蒲郡バイパス豊沢ト
ンネル工事を視察し、ロードヘッダー（自由断面掘削
機）など
の特殊車
両を用い
た施工手
順等につ
いて見識
を深めま
した。

▲講師の杉浦氏

▲グループワークの様子

第６回滝谷経営塾
１１月９日（木）　　　　　　於：当所３階大ホール
　　　　　　　　　　　　　時：１５:００～１７:１５
　第６回滝谷経営塾は、講義、チーム別演習、成
果発表会を行いました。
(1) 講義　ドラッカー｢経営の実学｣
　管理者の仕事は、部分の合計よりも大きなもの、
すなわち投入した資源よりも大きな成果を生み出
すことです。そのためには管理者は指揮者のよう
に、努力、洞察力、指導力の全てが求められ、事
業の目標と実績（ビジネスプランに相当）、それを
達成するための行動（アクションプランに相当）に
ついて当面と将来の意思決定と行動の調和が必要
であると学びました。
(2) 講義　講師著書｢見えない問題解決法｣
　リスク対策からどう行動するかの計画作成、計画
をどう合意するかについて学びました。
　対策としては、主に４つ（①重要度、②可能度、③
事前対策、④事後
対策）のリスクマ
トリクス単位で抽
出したリスクを全
てリスクシートに
書き出し、その後、
そのリスクが拡大傾向にあるのか縮小傾向にあるの
かを見極めることが重要との事です。
(3) 演習
　各チームは、それぞれ目標仮説から生まれた課
題（キーイシュー、サブイシュー）に対し、ブランクチャー
ト上の情報を分析し、それぞれが何をするべきか
を計画し、発表を行いました。

「業務でのタブレット活用体感セミナー」
主催：情報・物流・サービス業部会
11月10日（金） 　　　於：当所３階大ホール
　　　　　　　　　　　　時：15:00～17:00

　今年度の I Tセミナーは、（公財）日本電信電話ユ
ーザ協会と共同で「業務でのタブレット活用体感セ
ミナー」を行いました。
　講師には、全国の㈱ＮＴＴドコモ法人営業部でも数
少ないエバンジェリスト（伝道師）の一人として認定
されているドコモ東海支社の原 聡さんをお招きし、
はじめてタブレット機を触る参加者の皆さんにも、分
かりやすく講義していただきました。
　タブレット機を手に取り、 二人一組で助け合う形
式で進められ
た今回のセミ
ナーは、最後
まで笑い声の
たえない、楽し
い学びの場と
なりました。

▲２人１組で楽しく☆
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ビジネスマッチング発想法ビジネスマッチング発想法
 

　取材でお目にかかったカルネコ株式会社（以下、カルネコ社）の加藤孝一社長から面白い話を聞きました。こ

のカルネコ社はポテトチップスなどで有名なカルビー株式会社の子会社で、“大量生産”“大量消費”を前提とし

ない中小の食品メーカーの販促支援をしています。社長が親会社時代にできなかった「ニッチな商品」を支援

するために立ち上げた会社とのことでした。

　主な取引先は地方を本社とする無名のメーカーが大半です。取引先からわずかな予算をいただいて、カルビ

ーで培ったノウハウで商品の形状やデザインの設計、販売のためのＰＯＰづくりも丁寧に行っています。社長は

「地方には埋もれた逸品がたくさんありますね」と、目をキラキラさせながら話してくれました。そんな埋もれた

逸品の販売支援で興味深かったのが、従来は廃棄されていた農作物でした。

　一つ目は、長野県の出荷されずに廃棄されていたリンゴです。味が非常においしくても規格外という理由で

廃棄対象になっていた分が相当あったようでした。

　そして二つ目は、秋田県の生産工程から出る小ぶりなシイタケです。やはりこちらも、風味や食感は良いけれ

ど、栽培プロセスで数多く規格外品が出てしまうので、処分対象になっていたようです。

　どちらも廃棄処分するには費用がかかります。規格外品ながら活用の方法はないのか？と悩める農家は行政

を通じてカルネコ社に出会いました。カルネコ社はそれらを試食してみて、味の良さは痛感しましたが、残念な

ことに形状が良くないのは一目瞭然でした。そこで、その廃棄されていた農作物のリンゴはドライフルーツに、シ

イタケはみそ汁の具として商品化を提案してみたのです。そして農家の了承を得て、カルビー社での販売ノウハ

ウを基に商品名やラッピングデザインを企画。商品名は長野県のリンゴは「やわらかドライフルーツ（リンゴ）」、

秋田県の小ぶりなシイタケは「八峰美人」となりました。販売を開始すると、予定数はあっという間に完売し、農

家にとっては想定外の収入を得ることができました。

　カルネコ社の社長に話を聞くと、「これからの農家は地産地消よりも、入りと出の管理が大事になるのでは

ないか」との指摘がありました。かつて江戸期の日本は、高度な物質循環をする社会だったといわれます。まち

の中には何一つ捨てるものがありませんでした。それはまさに、入りと出の管理ができていたのです。

　ところが、現代は生産したものが規格外だからと廃棄されています。つまり、それは出がたくさんあるという

ことです。カルネコ社は、これでよいのかと考え、その問題解決に取り組んでいくとのことでした。こうした社会

問題に取り組む企業が徐々に増えており、全国で悩める社会問題と企業がマッチングすることで、新たなビジ

ネスが生まれる機会が増えていくのではないでしょうか。

 「物質循環を見直し、新ビジネスを」

高城　幸司／たかぎ・こうじ
１９６４年生まれ。同志社大学文学部卒業後、株式会社リクルートに入社。

６期連続トップセールスに輝き、「伝説のトップセールスマン」と呼ばれる。

96年に日本初の独立/起業の情報誌『アントレ』を立ち上げ、事業部長、編集

長を歴任。その後、独立し、人事コンサルティング会社をはじめ３社の経営に

携わる。現在は企業に対する人材育成、人事戦略の策定などを行っている。

株式会社セレブレイン代表取締役社長
高城　幸司

トレン
ド通

信

　インターネット通販の台頭などにより昔ながらの小売業の多くは苦戦を強いられていますが、そんな環境の

中でも売り上げを伸ばしている企業はいくつもあります。有名な事例ですが、東京都町田市に本拠を置く「で

んかのヤマグチ」は、もともと地域によくあるメーカー系列の小規模な家電販売店でした。20年ほど前、地域

のベッドタウン化に伴って周辺に大型の家電量販店が６店舗も進出したため売り上げが激減しました。その際、

生き残りを懸けてとった戦略が、顧客の数を絞り、常連客向けに徹底的な「ご用聞きスタイル」を導入すること

でした。電話１本の依頼で顧客を訪問し、切れた電球の取り替えや換気扇の掃除など電器に関わることはもち

ろん、場合によっては買い物やごみ出しの手伝いまで無料で引き受けます。もちろん手間が掛かって販売コスト

は上昇しますが、こうしたサービスを依頼する顧客は電気製品が必要になったときは必ず買ってくれますし、値

引きも要求しません。販売店と顧客の間に強い絆が生まれています。高齢者が増えるにしたがって同社の売り

上げは着実に伸び、20年間連続して成長を続けています。

　私の地元である和歌山県田辺市に「株式会社高垣工務店」という地元密着の小さな工務店があります。こち

らも徹底した地元の顧客密着で、相談から受注、施工、引き渡し、メンテナンスといったそれぞれのフェーズで

社員を挙げて「家を買うという顧客の人生の大イベント」を共に盛り上げます。８年前に先代の社長が病気で倒

れ、会社が危機を迎えたこともありましたが、残された若い社員が力を合わせて踏みとどまりました。顧客ファ

ーストで、まるで学園祭のように顧客と一緒に人生の一こまに密着するスタイルで売り上げを伸ばし、８年間で

３倍以上に成長しました。この会社の社是が「あっとうてきにいい人たれ！」なのです。売り上げやビジネスのや

り方ではなく社員の生き方そのものを会社の方針としています。

　こうした売り方・考え方は、ともすれば「古い」とか「競争はそんなに甘いものではない」と言われます。私は必

ずしもそうは考えません。人口が増えている市場環境で新しい顧客がどんどん増えていれば、ライバルを出し

抜いて新規顧客をつかむことはとても有効な手段でした。いわば「狩猟型」が成功しました。ところが現在や今

後のように市場が縮小傾向にある環境においては、既にいる顧客を失わないように大切にし、売上単価を上げ

るという「農耕型」のビジネスが有効です。農耕型で既存顧客を確保し、顧客満足度をさらに高めて単価を上げ

つつ新規の顧客も増やすのはむしろ新しい戦略と言えます。また、ソーシャルメディアの普及によって、満足した

顧客の情報がインターネットを通じて顧客同士であっという間に拡散します。これがまた新しい顧客を呼び寄せ

るのです。高い満足を生む「いい人」や「思いやり」といった考え方は、市場環境が厳しくなった現代にこそ成長

を予感させる戦略の一つです。

渡辺　和博／わたなべ・かずひろ
　日経ＢＰ総研マーケティング戦略研究所上席研究員。１９８６年、筑波大学

大学院理工学修士課程修了。同年、日本経済新聞社入社。日経パソコン、日

経ビジネス、日経トレンディなどＩＴ分野、経営分野、コンシューマ分野の専門

誌編集部を経て現職。全国各地の商工会議所などで地域振興や特産品開発

のための講演・コンサルを実施。消費者起点のものづくりをテーマに地域発

のヒット商品育成を支援している。

日経ＢＰ総研マーケティング戦略研究所　上席研究員
渡辺　和博 

「『いい人』と『思いやり』のビジネス考」
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労働保険加入のお願い（事業主の皆様へ）

大府商工会議所・行政からのお知らせ 大府商工会議所からのお知らせ

建設業部会主催 清掃活動ボランティア募集 !

　　月から
翌年　月

期  間
11

1

薄暮時の事故防止に効果的です。
早めのライト点灯で自分の存在を知らせましょう。
ハイビームを効果的に活用しましょう。

雨天や視界不良時は昼間でも点灯し、
安全運転に心掛けましょう！！

点灯4時から　　の推進！
暗いと感じる前の　　　　　に　　　　　をお願いします！午後4時 ライト点灯

日　　時　平成２９年１２月１６日（土）集合９：４５
集合場所　八ツ屋会館駐車場（共和町２丁目１０番地５）
実施時間　１０:００～１１:００
実施場所　市道大府共和線（共和夢通り）
　　　　　共和駅周辺
募集対象　建設業部会会員に限らず、周辺地域の皆様など、ご協力いた
　　　　　だける方なら、どなたでもＯＫ。当日参加も大歓迎です！　
　　　　　　※清掃活動のお申込みは、当所ＨＰからも可。
問 合 せ　担当 : 大府商工会議所　加古・榊原

労働者（アルバイトを含む）を1人でも雇っている事業主は、労働保険（労災保険・雇用保険）に加入する
義務があります。
労働保険は、労働者の方々が不慮の業務上災害・通勤災害を被った場合、失業した場合、高齢者で賃金が
低下した状態で継続して働いている場合、育児休業及び介護休業の場合、自ら職業に関する教育訓練を
受けた場合に給付を受けることができます。
　また、事業主のみなさんにも各種助成金の対象となる制度です。
労働保険の諸手続きについては、労働保険事務組合や社会保険労務士を活用することもできます。
まだ、加入手続きをとられていない事業主のみなさんは、今すぐ加入手続きを 
お願いします。

　　　　　ご相談は　刈谷公共職業安定所（０５６６－８８－００４０）
　　　　　　　　　　刈谷労働基準監督署（０５６６－２１－４８８５）まで

◯

◯

◯

◯

あなたに大きな安心を～事業所福祉制度の充実を会議所共済で～
風車共済は、大府商工会議所がアクサ生命保険㈱と締結した福祉団体保険と、当所独自の給付
制度を会員の皆様にご利用いただくものです。
１口１，０００円で大きな安心が得られます。（最高５口、但し６１歳以上は掛金が変わります）

平成29年12月18日（月）支払の配当金

掛金1口1,000円中約211円の還付
（61歳以上の被保険者につきましては配当金が異なります）

21.1％還付風車共済

（平成２8年９月１日～平成２9年８月３１日）

（平成２9年９月１日現在）

保険金・給付金等のお支払い状況

風車共済　加入状況

配当金実績

死亡保険金 7件
高度障害保険金 0件
ケガ入院給付金 3件
合　　計 10件
ケガ通院見舞金 35件
病気入院見舞金 48件
還暦祝金 33件
結婚祝金 １8件
出産祝金 37件
健康診断補助金 218件
合　　計 389件

5，0００，０００円
０円

254，０００円
5，254，０００円
61０，０００円
830，０００円
61０，０００円
31０，０００円
65０，０００円
327，0００円

3，337，0００円

ア
ク
サ

生
命
保
険

よ
り
給
付

会
議
所
独
自
給
付

事　由 件　数 金　額

加入事業所

加　入　者

６０６件

１,７７１名

平成２８年１２月支払

平成２７年１２月支払

平成２６年１２月支払

平成２５年１２月支払

２５．７％

２８．８％

１１．３％

１２．６％

※見舞金・祝金の請求をお忘れではありませんか？（見舞金は年1回を限度にお支払いします）

～掛金の一部は、支部活動費 としてお役立ちしております～

こんなにお役に立ちました

風車共済に関するお問合せは、大府商工会議所へ　電話 ０５６２－４７－５０００
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大府商工会議所からのお知らせ

　後期分会費の納入にご協力いただき、誠にありがとうございました。口座振替を登録されている会
員様につきましては、去る１１月２７日（月）、後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。ありがとうございました。領収書を希望される場合は、お手数ですが、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

年末年始休館のお知らせ

下記の期間、休館いたします。

　　　　　　　平成30年１月４日（木）から通常通り業務を開始いたします。

平成３０年　新年賀詞交歓会のご案内
　恒例の新年賀詞交歓会を下記のとおり開催いたします。皆様の多数のご参加をお待ちしています。

日　時　平成３０年１月１０日（水）１１時～１３時　　
場　所　大府市役所地下多目的ホール
参加費　２,０００円（１名）当日受付にて申し受けます。
　　　　（大府商工会議所サービス利用券もご使用いただけます）
申込み　チラシまたは当所ホームページからお申込みください。
　※当日参加も可能ですが、できる限り事前にお申込みください。
　　アルコールの準備はありません。
問合せ　総務・会員サービス課　 電話 :０５６２－４７－５０００

平成29年１２月２９日（金）　～　平成30年  １月  ３日（水）

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、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。

●「受注を積極的に行った結果、輸出が増え、売
上は改善した。さらなる売上改善のため、能力
増強を目的とした設備投資を実施した」（自動
車部品製造業）、「長雨などの天候不順により
大幅に客数が減少した。最低賃金上昇により
コスト増が見込まれるが、消費者の生活防衛
意識や競合他社の価格設定などを考慮する
と値上げには踏み切れない」（スーパーマー
ケット）、「技術者不足が深刻化しているため、
IoT関連など省力化を目的とした設備投資を
実施し、人手不足感の解消に努める」（一般工
事業）

●業況の先行き見通しDIは、全産業では今月と
比べほぼ横ばいの見込み。産業別にみると、
建設業、小売業で改善、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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東海 全国

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
 5 月 6月 7月 8月 9月 10月  

業　　況 ▲13.4 ▲10.5 ▲14.4 ▲16.4 ▲15.3 ▲12.4 ▲13.0
       
売　　上 ▲5.8 ▲3.5 ▲5.2 ▲6.2 ▲7.1 ▲3.5 ▲4.7
 
採　　算 ▲8.7 ▲9.4 ▲6.4 ▲7.4 ▲10.9 ▲10.6 ▲15.4
       
資金繰り ▲5.3 ▲4.1 ▲4.1 ▲4.1 ▲6.7 ▲3.0 ▲4.2
       
仕入単価 ▲29.1 ▲29.7 ▲32.7 ▲33.0 ▲33.0 ▲34.5 ▲30.4
       
従 業 員 17.4 19.1 22.4 26.3 20.4 22.5 21.6

平成 29年 10月調査結果

全産業ＤＩ（前年同月比）の推移
  

平成29年11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1.11％
　　　　　　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。

11月～1月

■住所 桃山町2-23-1
■電話 0562-85-7701
■営業 11:30～14:00
　　　　17:30～21:00
■定休 水曜日

リコクオーレ  
「知多牛フィレ肉と
　フォアグラのロッシーニ」

美味しいまちのグルメ駅伝美味しいまちのグルメ駅伝

㈱マエハラ通工
前原健太郎さん
（紹介ランナー）

気軽なランチも良いで
すが、良い雰囲気での
ディナーもお勧め。
大府産の野菜を使った
前菜、季節毎のパスタ、
メインには知多牛フィレ
肉とフォアグラのロッ
シーニは絶品です。

次回ランナーは、日多加テクノサービス㈲　日高　淳さん

後期会費納入のお礼
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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/

公益財団法人
産業雇用安定センター

企業間の人材マッチングの支援を無料で行っています

愛知事務所　所長　請井　孝全

アロマセラピスト　大島　鶴枝

　産業雇用安定センターは厚生労働省より委託を受け、「人材が不足し、補充を検討
中の企業様」、「人材の維持が困難であり、雇用調整を検討中の企業様」に対し、無
料で支援をしております。設立から約３０年、人材移動に関する様々な情報提供、きめ
細かな相談、アドバイスを行い、全国で約１８万人の成立実績があります。人材に関し
てお悩みの企業様は、是非お早めにご相談下さい。職員がお伺いし、ご要望を承りま
すので、お気軽にお問合せ下さい。皆様からのご連絡をお待ちしております。

●住所／名古屋市中村区名駅南２-１４-１９　住友生命ビル１４階
●ＴＥＬ／０５２－５８３－８８７６
●ご利用時間／月曜日～金曜日　９：００～１７：００
●定休日／土曜日・日曜日・祝祭日　
　　　　　及び　年末年始
●HPアドレス／ http://www.sangyokoyo.or.jp

プティボヌール

香りで癒される☆アロマフレグランスレッスン

　12月中、市内で起きた人身事故のうち、第1当事者の事故要因が安全確認の不十分であった件数
は、平成27年は20件。平成28年は28件で、事故要因の大多数を占めています。
　ところで、10月27日午後６時58分頃、東海市内において、北進する自転車（70代男性）がやや右に寄
ったところを、同じく北進の軽四乗用車（60代女性）がはね、自転車乗車の男性が亡くなるという死亡事故が発生しました。
　交通事故は、起こした人も被害にあった人にとっても不幸なことです。悲惨な交通事故を発生させないためにも、一人一人最
大限の努力をお願いします。

　アロマセラピストの大島です。現在、毎月、木曜・日曜日　月２回でアロマ
心理学を用いて自分にぴったりの香りを作成する講座を行っています。９種
類のタイプに分かれる アロマ心理学（花、果実、ハーブ、葉、樹脂、根、スパイ
ス、種子、木）から自分の力をなくした状態を緩和するアロマ香水を季節ごと
に作成します。興味のある方は下記アドレスから詳細をご覧ください☆
アロマフレグランスレッスン詳細・申し込み
　http://petit-bon-aroma.com/fragrancelesson

●住所／大府市共和町２-１３-３　グローリアス共和１０２
●定休日／ 不定休　第３日曜・木曜日
　　　　　アロマフレグランスレッスン開講（八事セミナールーム）
　　　　　１０：００～１３：００

半谷眞宏氏　秋の褒章 藍綬褒章受章！
（元大府商工会議所 副会頭・㈱半谷製作所 代表取締役会長）

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11月末会員総数

1,720

平成29年度大府商工会議所

4～11月加入者数

目標達成まで

50

100

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