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大府商工会議所にて申請サポートセンターを開設中

●窓口では電子申請の入力・登録をサポートいたします。●必ず、提出書類一式をご持参ください。
●発熱等の症状がある場合は、来場をお控えください。  ●マスクの着用・アルコール消毒等にご協力ください。《その他補足説明》

来場希望日の前日までに申請サポートセンター予約申し込みサイトもしくはコールセンターに電話にてご予約ください。

コールセンター  0120-100-476 （午前9時～午後5時　土日・祝日含む）

2021年4月以降に実施した緊急事態措置又はまん延防止等重点措置による
休業要請・営業時間短縮要請や不要不急の外出・移動の自粛の影響に伴い、

売上が減少した中小法人・個人事業者等、酒類販売事業者等に対して応援金を交付します。

中小法人・個人事業者の皆さまのための

4〜6月分 5・6 月 分酒類販売事業者枠一般枠

愛
中 業

知
小 者

県
企 等 応 援 金応 援 金

2021年 7月5日㈪ 〜 9月5日㈰
※国の月次支援金（5月・6月）を申請している酒類販売事業者枠（上乗せ）は9月17日（金）まで

PC・スマートフォンからも申請が可能です

https://aichi-chusho-ouenkin.com
詳細は特設サイトを

ご覧ください

申請期間

特設サイト

8月2日、3日、4日、10日、11日、12日、16日、17日、18日、20日、23日、24日、25日、26日、27日、30日、31日
（各日9：00～17：00）開設日

※来場にはご予約が必要です (予約がない場合はご来場いただけません)。
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この一年、思うようにストレス解消ができないと感じている人も多いのではないでしょうか。
気の合う仲間同士でワイワイ騒いだり、旅行にも気軽に出掛けたりできず、今まで何の制限

もなくできていたことができなくなって久しいです。実際に、どうやってストレス解消してよい
のか分からず、鬱々(うつうつ）としてしまうという話もよく耳にします。とはいえ、いつまで続く
か分からない現状では、できる範囲で効果的なストレス解消を取り入れていく必要があります。
そのポイントについて、お伝えしたいと思います。

まず、大切なのは、強制リセットの時間を確保することです。嫌なことや気掛かりなことがあ
ると、そのことばかり考えてしまうことは誰にでもありますが、「忘れよう」「考えないよう

にしよう」と思えば思うほど、実は「強化」が起こり、かえってそれにとらわれてしまう現象が起き
ます。ですから、強制的にそこから離れるための物理的な方法を取り入れる必要があります。

一つ目は「香り」を有効利用しましょう。嗅覚は、五感の中で、情動と記憶に直接結びつく感覚
器官です。気分転換やリラクゼーションに有効利用できるよう、日常生活に好きな香りを取

り込んでいきましょう。コーヒーの香りなどは、鎮静の効果もあります。インスタントでもおいし
いコーヒーはたくさんありますが、自分で豆をひけば香りの立ち方は断然違います。紅茶なども
今はさまざまなフレーバーのものが出回っているので、いろいろと試してみてく
ださい。また、アロマやお香などをたくのもいいでしょう。ただし、これは、プラ
イベート空間に限って行うこと。職場だと、香りの好き嫌いでトラブルに発展す
ることがあります。自宅では、入浴剤やシャンプ―を、香りの良いものに変えるの
も手軽な方法です。

二つ目は、無心、夢中になれることを取り入れましょう。ぼーっとする、もしくは集中できる
ことが大切です。自分が好きなことであれば何でも構いません。手芸やDIY、ゲームなども

効果的です。

三つ目は、気持ちを動かす時間をつくることです。お笑いを見て笑う、ドラマや映画を見て泣く、
スポーツ観戦で熱くなるといった具合に自分の気持ちを動かすようにしましょう。日々の

生活の中で、できる範囲のことを少しずつ取り入れていくことが有効です。

一般社団法人  日本メンタルアップ支援機構  代表理事

大野 萌子 （産業カウンセラー、2級キャリアコンサルティング技能士）

コロナ禍での
効果的なストレス解消

職 場 の か ん た ん メ ン タ ル ヘ ル ス

〒474-0061
愛知県大府市共和町5-507
☎0562-45-6766
●営業時間：        平日 8：30～19：00
　　　　　  　  土曜日 8：30～13：00

毎月第2日曜日午前10時より「癒しのアロマ・ハーブ・料理講座」開催中です。
3,000円/回でzoomでの参加も可能です。お問い合わせはお電話で。

※次回Part2では、デトックスする為の食事法を、ご紹介します！

デトックスを良好にするために
1 肝臓、腎臓を養う　 2 排便のアプローチ　 3 サウナなどを活用して繰り返しの発汗を促進
4 深呼吸をすることで身体をアルカリ性に保つことができる　 5 感情のコントロール

食べたものが排泄されるまでの時間は、個人差、男女差もありますが、食後24～72時間で排泄されればいいと考え
ましょう。そのため、便秘にならないようにしましょう。

デトックスでは、食べものの消化にかかる時間を知ることが重要
食べものが胃に滞在する時間は、平均２～３時間。お肉や天ぷらな
ど脂肪分の多い食べものは４～５時間かかります。

胃 ……

胃から送られてきた消化物を、５～８時間かけて、さらに細かく分
解します。

小腸 ……

15～20時間かけて、小腸で吸収されなかった水分を吸収します。大腸 ……

　
今回は、当所会員であり、薬剤師の長谷伸一氏にお聞きしました。

Part 1アフターコロナで身に付けておくべき生活スタイル
コロナ禍で推奨されてきたこと
1 3密の回避　 2 マスク着用、消毒の徹底　 3 体の免疫を高める事

コロナ禍で起こってきた体調の変遷
1 急性期疾患（風邪症候群、インフルエンザ、消化器疾患など）の受診抑制
2 精神疾患（うつ病、パニック症候群など）の増加　 3 運動不足からくる高齢者フレイルの増加
上記のような様々な行動、生活制約が余儀なくされてきた中で、今後、我々の生活をより快適なものにしていくために、
御家族、従業員の皆様に是非知っておいて頂きたい生活様式をご紹介いたします。

より良いものを摂取する考え方からデトックス（排出）意識の向上を
1 体内に入ってきた毒素（重金属、保存料、添加物）を処理する
2 体内で生じた（アンモニア、過剰ホルモン）、または既にたまっている毒素を処理する
3 毒素によって損傷を受けた細胞を処理する
以上3点の考え方をポイントに、細胞、臓器レベルでのしっかりとしたデトックス体質を作っていきましょう。

教えて！
長谷さん
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大府市、大府市医師団、大府商工会議所
  「健康都市おおぶワクチン接種に関する連携協定」を締結INFO大府市健康プログラム2021　参加チーム募集INFO

日　時  令和3年7月13日（火）　 会　場  大府市役所３階庁議室大府市では、市民の健康づくりと事業所の健康経営の支援の一環として、健康プ
ログラム事業を実施しています。健康プログラムは、3～5人1組で参加し、チーム
で励まし合いながらバーチャル上で歩数を競うウォーキングプログラムです。歩
数イベントの前後には、体組成や血圧の測定会も実施し、動機づけや効果測定も行っ
ています。
本事業は、平成29年度から開始し、今年で5回目になります。昨年度は、協和工業㈱、
㈱名張製作所、星和化成㈱、㈱三恵シーアンドシーなど多数の会員事業所の皆さ
まにご参加いただきました。今年度も、多数の事業所の参加をお待ちしています。
また、本事業への参加は、保険者の実施する健康宣言や経済産業省が制度を設計し、
日本健康会議が認定する健康経営優良法人の認定基準（「コミュニケーションの促
進」「運動機会の増進」）に該当します。健康経営の活動を進めている事業所は、ぜ
ひ参加してください。

大府商工会議所は、新型コロナウイルスワクチン接種の効率化を図るため、大府市、
大府市医師団と「健康都市おおぶワクチン接種に関する連携協定」を締結しました。
安心安全な日常生活や経済活動に向け、市内協力医療機関におけるワクチン個別
接種の空き状況やキャンセル状況を把握して、会員事業所へつないでまいります。

日　時  令和3年7月14日（水） 14時～15時30分　
会　場  大府商工会議所3階大ホール

三井住友海上経営サポートセンターの経営リスクアドバイザーを講師に招き、経営者・
人事・労務担当者向けの労務管理セミナーを開催しました。コロナ禍における労務リ
スクに備えた注意点や、テレワーク導入のポイント、SDGs経営等について事例を交え
ながらご説明いただきました。
今回は、感染症対策として、ZOOMを利用したオンラインでの参加も可能としたハイ
ブリッド開催にいたしました。

「働き方改革」実践セミナー 新型コロナ禍の労務管理INFO

●会議所で実施する健康診断や、
提携医療機関にてご利用可。

●生活習慣病予防健診と定期健
康診断は、一事業年度どちらか
1回の助成となります。

1健康診断受診助成
生活習慣病予防健診  ………  5,000円の助成
定期健康診断  ………………  1,500円の助成

助成対象者 ： 受講日以前に加入された被共済者
助成金額 ： お一人 3,000円（最高限度額）

2 労働安全講習受講助成
労働安全衛生法に基づく教育
技能講習・雇い入れ時教育・安全衛生教育・能力向上教育等

3技能検定養成等助成
★技能検定試験合格者等助成　★技能者養成機関修了者助成
助成対象者 ： 合格発表日前日、または技能関係課程の修了まで
　　　　　に加入された被共済者
助成金額 ： お一人  3,000円（最高限度額）

 中小企業共済 付帯サービス

詳細はこちら
▼

愛知県中小企業共済

〈経営者医療共済・生命傷害共済・傷害共済〉

会社の福利厚生や、
健康管理にお役立て下さい！

愛知県中小企業共済 検索

がんに対する備えはできていますか？

                                      
                                   

0120-00-9967 

♦  
♦ 

がん診断一時金 万円
がん治療 手術・放射線治療・抗がん剤治療）

がん総合共済

がん医療共済

新登場

月額 万円を最大 回まで補償

●空き状況、キャンセル状況に応じた円滑なワクチン接種の調整
　（市内協力医療機関、大規模接種会場）
●市の集団接種への民間事業所施設の提供
●ワクチン接種副反応を考慮した休暇や分散接種の呼び掛け

ONE Team賞（最も多くの社員が参加した企業）を
受賞した㈱三恵シーアンドシー成戸社長

企業訪問測定会

大府市健康プログラム2021  チラシ

「事業の具体的な内容を聞きたい」「事業所でまとめて申込
をしたい」といったご相談は、下記の担当までご連絡ください。

大府市役所健康都市スポーツ推進課（担当：深谷）
TEL.0562-45-6233

協
定
の
主
な

取
り
組
み

●事業の詳細は、市ウェブサイトをご覧ください。
大府市健康プログラム2021 検索
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アダプトプログラムとは、大府市の公共施設を養子と見立てて、公園や歩道のごみ
拾いや除草等をするボランティア活動のことです。

何人から参加できるの？ … 企業や団体、家族、お友達同士など、2人以上のグループであれば参加可能です。
活動する場所は？ … 公共施設であれば、作業する場所と活動の頻度を自由に決めることができます。
参加方法は？ … 指定の用紙に必要事項を記入して、市役所協働推進課に提出してください。市とグループ

で合意書を交わします。

気の合う仲間と気軽にボランティア始めませんか？
～大府市公共施設養子縁組制度（アダプトプログラム）～

求人活動をサポートします ～大府市雇用対策協議会～

問合せ先  大府市協働推進課　TEL.0562-45-6215

INFO

INFO事業所の省エネルギー化・エネルギーの
効率利用をしてみませんか
大府市の地球温暖化への取組

省エネ事例  公共施設における省エネルギー診断（現地診断）

本市は、令和3年1月にゼロカーボンシティを表明し、2050年度に温室効果ガスの排
出量を実質ゼロにする目標を掲げました。目標の達成には、地方公共団体、事業者、住
民といったすべての主体が参加・連携して取り組むことが必要です。
本市では、市民への環境講座の開催等、地球温暖化対策の啓発活動を行っています。ま
た、公共施設のエネルギー使用量削減のため、専門家による省エネルギー診断を受診
しています。

公民館や愛三文化会館で、専門家による現地診断や年間の電気・ガス等のエネルギー使用量の分析から、施設ごとの
機器の使用状況に基づく、効率的な機器の運転方法、エネルギーの削減方法、電気代の削減額及び設備投資額等の具
体的な改善提案を受けました。

ダイレクトメールの印刷から宛名印字・封入作業・
投函までおまかせください！

ダイレクトメールの印刷から宛名印字・封入作業・
投函までおまかせください！

〒474-8503

愛知県大府市中央
町5-70

大府商工会議所

DM
を作って送りたい！

ダイレクトメール

●●●●●●●●●
●●●●●●●

●●●●●●●●●
●●●●●●●●●

●●●●●●

〒474-8503

愛知県大府市中央
町5-70

大府商工会議所

❶吸収式冷温水機の冷水設定温度上昇による燃料削減
❷エアコン室外機の電源遮断による待機電力削減
❸照明器具のＬＥＤ化
❹新型コロナウイルス感染症対策を考慮した機器の使用方法

省エネルギー改善提案（例）

問合せ先  大府市環境課　TEL.0562-45-6223　E-mail ： kankyo@city.obu.lg.jp
開催日未定のため、ご関心のある事業者の方は、下記問合わせ先までご連絡ください

1省エネ講座
●SDGsやESDの専門家による気候変動とSDGsを背景と

したゼロカーボンシティへの取組について
●事業所における具体的な省エネ方法について

2省エネ相談会
●経験豊富なエネルギー管理士が個別に省エネルギー化の

課題等の相談にお答えします。

3省エネ診断
●エネルギー管理士による現地視察と意見交換から、事業所の省エネルギー化への課題を抽出し、アドバ

イスを行います。現地視察後、事業所のニーズに沿った省エネ提案を行うとともに、現場での技術指導
も実施します。

無 料
中小企業向け省エネセミナーを開催します
1省エネ講座 ▶ 2省エネ相談会 ▶ 3省エネ診断 の3段階で
事業所の省エネルギー化をサポートします。

市公式ウェブサイトＱＲコード

市から
ボランティア用

ごみ袋を
配布します ！

会　費  入会金  3,000円
　　　  会費　会員割（従業員数に応じて年間7,000円～10,000円）＋従業員割（正社員及び役員１人当たり年間60円）
加入方法  大府市商工労政課まで御連絡ください。　TEL.0562－45－6227　E-mail ： shoko@city.obu.lg.jp

市内で事業を営む方を会員とする組織で、大府市商工労政課が事務局を担っています。
現在の会員数は、105事業所です。

大府市雇用対策協議会とは

活動内容

求
人
活
動
支
援

●求人動向調査の実施
高校の進路に関する動向を調査し、会員企業へ情報提供しています。

●高校就職担当者との懇談会の開催
近隣のおよそ30校の高校就職担当者と会員企業の懇談会を実施し、意見交換や顔合わせの
機会を創出しています。

●高校就職担当者の事業所見学会の開催
高校就職担当者が会員企業を訪問する事業所見学会を実施し、学生への進路指導の参考とし
てもらいます。

●就職フェアの開催
新卒・中途採用を目的とした就職フェアを開催し、会員企業の求人の場を創出しています。

●就職ガイド（冊子）の発行
会員企業情報を掲載した冊子を製作し、県内外の高校や大学等へ配布することで会員企業を
PRします。

社
員
定
着
活
動
支
援

●新就職者激励会・優良従業員表彰の開催
会員企業の新規従業員を一同に集め、激励会を開催します。また、会員企業からの推薦によ
り、従業員の定着化に貢献した優良な従業員を表彰します。

●講演会・研修会の開催
企業の経営や雇用・社会制度等に関する研修会を開催します。



1011 OBU  AUGUST  2021 OBU  AUGUST  2021

50年近く愛され続けるココアが
ご家庭で頂けます ！

会員
の
広場

※但し、一度掲載された企業・事業所はご遠慮ください。
「会員の広場」
掲載企業・事業所

募集中 ！

日本ベンダー整備株式会社は、株式会社アペックスの整備
工場として大府市にて事業を展開してから45年が経ちます。
この度自動販売機で使用している珈琲豆とココアの直売所
を開設する事となりました。ここでしか手に入らない商品となっ
ていますので、是非一度足を運んでみてはいかがでしょうか？
詳細は【まっちふる大府】を検索。

日本ベンダー整備株式会社 ［代表取締役社長］ 森 吉平

住　所  大府市柊山町7丁目170番地
営業日  毎週水曜日のみ（大型連休等お休みする場合があります。）

営業時間  10：00～11：30  13：00～16：00
駐車場  工場内に4台スペースあり 電　話  0562-47-9839（直売所直通電話）

天然温泉かきつばた
〒448-0007 刈谷市東境町吉野５５番地 
          （伊勢湾岸自動車道 刈谷ハイウェイオアシス内） 

営業時間 9：00～23：00（最終受付 22：15） 

休館日 毎月15日（土・日・祝の場合は翌平日） 

URL  http://www.kakitsubata-spa.com/ TEL 0566-35-5678  

〒 大府市共栄町七丁目１番地の１

※「天然温泉かきつばた」は愛協産業株式会社が運営しています 

愛協産業株式会社

TEL 0562-48-5331  
E-mail shohin1@aikyosangyo.co.jp 担当：営業部 金子・福山  

FAX 0562-48-1431  

せますぎると窮屈だし、広すぎると落ち着かない。

快適に集中してシゴトをするための、ちょうどいいサイズ。

おひとり様用移動できるワークルーム「ＯＨＡＣＯ オハコ 」

オフィスでのオンラインミーティングなど、まわりの声や音に

ジャマされることなく、快適にシゴトに集中できます。

キャスター付きだから移動もＯＫ。

※お見積・ご相談承ります！

天然温泉かきつばた
〒448-0007 刈谷市東境町吉野５５番地 
          （伊勢湾岸自動車道 刈谷ハイウェイオアシス内） 

営業時間 9：00～23：00（最終受付 22：15） 

休館日 毎月15日（土・日・祝の場合は翌平日） 

URL  http://www.kakitsubata-spa.com/ TEL 0566-35-5678  

〒 大府市共栄町七丁目１番地の１

※「天然温泉かきつばた」は愛協産業株式会社が運営しています 

愛協産業株式会社

TEL 0562-48-5331  
E-mail shohin1@aikyosangyo.co.jp 担当：営業部 金子・福山  

FAX 0562-48-1431  

せますぎると窮屈だし、広すぎると落ち着かない。

快適に集中してシゴトをするための、ちょうどいいサイズ。

おひとり様用移動できるワークルーム「ＯＨＡＣＯ オハコ 」

オフィスでのオンラインミーティングなど、まわりの声や音に

ジャマされることなく、快適にシゴトに集中できます。

キャスター付きだから移動もＯＫ。

※お見積・ご相談承ります！

住宅用火災警報器・家具転倒防止金具の
取り付けを無料で行います
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。

事業所名 住　所 TEL
1 ジェイホーム（株） 半月町 0562-45-4845
2 （有）ますだ建築 江端町 0562-48-3066
3 斎藤建築 桃山町 0562-44-1885
4 可部建築 桃山町 0562-46-3221
5 大賢建築 長草町 0562-48-7548
6 成田左官 北崎町 0562-47-9168
7 新美左官 長根町 0562-46-1914

令和３年度 大府商工会議所 住宅修繕相談事業専門部会

日　時  9月18日（土）・19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（住宅用火災警報器は実費負担／1器3,500円程度）

申し込み  9月7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。

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。
家具1台につき2箇所止めで、3台まで無料施工！

家具転倒防止金具・Ｌ字金具

大府商工会議所 住宅修繕相談事業専門部会では、月2回の無料相談会や修繕工事、清掃ボラン
ティア等の活動を行っています。
また、災害や防災に於いても、火災警報器や家具の転倒防止金具等の取付け支援を行っています。
私たちは、市民の方々に安心して住んでいただけるよう、今後も頑張って行く所存です。

部会長　川口 幸治
 （ジェイホーム㈱）

市販の突っ張り棒は、前側に付けるとあまり意味がありません。
家具の転倒防止！！ ワンポイントアドバイス

事業所名 住　所 TEL
8 浜島業務店 北崎町 0562-46-1916
9 （株）早川建築 共和町 0562-47-7787
10 深谷建築 若草町 0562-46-3097
11 山本建築 北崎町 0562-44-6316
12 （株）サンケイハウジング 北山町 0562-48-5988
13 （株）真栄建装 長根町 0562-51-4926

距離が変わらない為 
簡単に倒れます。

後側だと転倒防止になります。
しかし天井下地が無いと
突き抜けて転倒します。

横揺れ

床固定も大事です

横揺れ

出来れば、上下２ヶ所
専用金物、Ｌ金物で
固定が望ましいです。

縦、横揺れ
ＯＫ

Check

販売している商品ラインナップ
❶珈琲豆 モカ100％
❷珈琲豆 有機栽培豆100％コロンビア
❸珈琲豆 イパネマ農園豆30％使用ブラジル （レインフォレスト・アライアンス認証）

❹プレミアムココア箱 （小袋20袋入り）ご贈答に！
❺業務用APココア （ロングセラーのココア）

❻業務用プレミアムココア （カカオリッチな濃厚ココア）

❼業務用クリーミーコーヒー （コーヒーの苦手な人向け）
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中小企業相談所まで、ご相談下さい！

☎（0562）47-5000
無　料

要予約定例個別相談のご案内

※上記相談は、開催前日の午前中までに、必ずご予約下さい。（ご予約がない場合は、開催されません。）

日　時  8 月25 日（水） 13：00 ～16：00　 開催場所  大府商工会議所 1 階相談室
相談員  （公財）住宅リフォーム・紛争処理センター　増改築相談員

住宅修繕相談

※住宅修繕相談は予約不要です。

日　時  8 月11日（水）　 開催場所  大府商工会議所 1 階相談室　
　　　 ❶ 13：30 ～　❷ 14：00 ～　❸ 14：30 ～　❹ 15：00 ～

相談員  税理士及び公認会計士

税務経理相談

日　時  8 月18 日（水） 10：00 ～12：00　 開催場所  大府商工会議所 1 階相談室
相談員  日本政策金融公庫 熱田支店　国民生活事業　担当者

日本政策金融公庫金融相談

日　時  8 月24 日（火） 13：30 ～15：30　 開催場所  大府商工会議所 1 階相談室
相談員  愛知県信用保証協会　経営支援部　担当者

愛知県信用保証協会金融相談

日　時  8 月 6 日（金） 14：00 ～15：00　 開催場所  大府商工会議所　 相談員  弁理士
知的財産相談（特許・商標等）

日　時  ご連絡いただいてから、相談日を決定します。　 開催場所  大府商工会議所 1 階相談室
相談員  （公財）あいち産業振興機構専門員　 愛知県弁護士会所属弁護士　 社会保険労務士

経営法務法律相談下請取引斡旋相談 社会保険相談


