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「まっちふる大府」で検索！
e-Town大府からまっちふる大府へ
詳しくは、11ページをご覧ください！

大府ブランドを世界に！
大府商工会議所ホームページ

http://www.obu-cci.or.jp/
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改正労働法セミナー
横北支部「月見の会」
大府 de まち歩きキックオフ集会
実践創業塾
滝谷経営塾
本支部連絡会
橋本実践塾
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定期健康診断･生活習慣病予防健診
親子で行くハナモモの種収穫体験
小規模事業者持続化補助金採択結果
ちたしん「夢サポート」応募者募集
大府プレミアム付商品券直接販売
救難活動用ボートの無償借用協定
エコ（ペットボトル）キャップ引渡し
「まっちふる大府」てなに？
講習会・イベントのご案内
産学官連携交流会
地域商談会（三河・知多会場）受注企業募集
美味しいまちのグルメ駅伝
大府商工会議所・行政からのお知らせ
大府商工会議所後期会費納入のお願い
雇用保険に係るマイナンバー制度について
「おおぶ子育てサポート優良事業者」募集
事務局からのお知らせ
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小規模企業共済制度
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ＬＯＢＯ調査報告
マル経資金を活用しませんか？

16

会員の広場
㈱ビジネスマネジメントサポート
㈱梶川工作所
会員加入促進キャンペーンにご協力を！

今月の表紙／まっちふる大府

大府商工会議所が運営する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です。地域を支える人やお
店・企業を紹介し応援しています。ポイントは３つあり
ます。
①特集記事
（大府で活躍する人の想いを伝えます）
②お店検索
（お気に入りのお店を大府で見つけよう）
③企業検索（ビジネスパートナーを地元企業から発掘）

C A LE N D A R
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。

11 月 N o v e m b e r
1 日（日） 大府市産業文化まつり
（9:30 〜 大府市民体育館）
3 日（火） インド経済産業視察研修（出国）
8 日（日） インド経済産業視察研修（帰国）
10 日（火） 税務経理相談
（予約制 当所 1 階相談室）
大府支部視察研修
（11:30 〜 飛騨高山）
11 日（水） 正副会頭会議
（11:30 〜 当所 1 階会議室）
住宅修繕相談
（13:00 〜 当所 1 階相談室）
常議員会
（14:00 〜 当所 3 階大ホール）
14 日（土） 創業個別相談会
（10:00 〜 当所 1 階相談室）
15 日（日） 日商簿記検定
（9:00 〜 当所 3 階大ホール）
17 日（火） 滝谷経営塾
（15:00 〜 当所 3 階大ホール）
18 日（水） 一日公庫
（10:00 〜 当所２階会議室）
22 日（日） 福祉住環境コーディネーター検定
（10:00 〜 当所 3 階大ホール）
24 日（火） 橋本実践塾発表会
（11:00 〜 東海理機製作所）
吉森支部研修会
（7:30 〜 福井県敦賀市・小浜市）
25 日（水） 住宅修繕相談
（13:00 〜 当所 1 階相談室）
産学官連携交流会
（13:10 〜 大府市役所地下）
Instagram ビジネス活用セミナー
（19:00 〜 当所 3 階大ホール）
28 日（土） ハナモモ植樹祭
（10:40 〜 あいち健康の森）
12 月 De c e m b e r
2 日（水） 役員視察研修（静岡県富士市）
3 日（木） 役員視察研修（静岡県富士市）
5 日（土） 全知多珠算競技大会
（9:30 〜 大府市役所地下）
6 日（日） ビジネス実務法務検定
（10:00 〜 当所 3 階大ホール）
7 日（月） 税務講習会
（13:30 〜 当所 3 階大ホール）
9 日（水） 住宅修繕相談
（13:00 〜 当所 1 階相談室）
税務経理相談
（予約制 当所 1 階相談室）
12 日（土） 建設業部会清掃活動
（9:45〜 共和夢通り等）
創業個別相談会
（10:00 〜 当所 1 階相談室）
13 日（日） 環境社会検定
（13:30 〜 当所 3 階大ホール）
14 日（月） 正副会頭会議
（9:00 〜 当所 1 階会議室）
18 日（金） 定例金融相談
（10:00 〜 当所 1 階相談室）
22 日（火） 会員交流会
（14:00 〜 当所 2 階会議室）
25 日（金） 年末調整作成指導
（13:30 〜 当所 3 階大ホール）
28 日（月） 仕事納め

会議所だより

〜部会・委員会・支部・講習会・イベント等のご報告です〜

社労士によるストレスチェック・
改正労働法セミナー

9月18日
（金）

横北支部

第10回月見の会

9月19日
（土）

於：至学館大学駐車場
時：１7:3０〜20:00

於：当所２階会議室

時：１４:００〜１６:００

横北支部恒例
の 月見 の 会を開

メンタルヘルス対策の充実・強化等を目的とし
て、従業員数５０人以上の全ての事業場にストレス

催 いたしました。

チェックの実施を義務付ける
「労働安全衛生法の一

支部事業所の社

部を改正する法律（通称：ストレスチェック義務化）」

員・家 族 、支 部 役

が平成２７年１２月１日に施行されます。
これを受け、

員など２５０名が参

特定社会保険労務士の新美智美氏、深谷恵久氏を

加し、今年も盛況

迎え、
ストレスチェック義務化への対応と労働法の改

▲フランクフルトには長〜い行列

となりました 。横

正、マイナンバー制度に対応するためのセミナーを

北支部の役員が料理の腕を振るい、焼きそば・焼肉・

開催しました。

フランクフルト等を参加者の皆様に提供しました。
少し風が強く肌寒く感じましたが、風流にお月様

前半の第一部では、
新美氏より今後、
ストレ

と食を楽しみながら、家族、仲間、事業所間の交流を

スチェック実施にあた

深めることができました。

りどのような準備が必

この会には、毎年、お世話になっている地域内の

要か、また、
どのように

国会議員、県会議員、市議会議員・大府市の関係職

実施したら良いかなど

員の方々にも多数ご参加いただき、談笑しながら地

を分かりやすく解説していただきました。

域の「生の声」
をお伝えしています。

後半の二部では、深谷氏より改正労働法を中心に

また、横北支

マイナンバー制度の最新情報など、受講者の関心が

部の事業所に

高い内容について解

勤 め る外 国 人

説いただきました。特

従業員の方々

にマイナンバー制度

にも好評で、ふ

については、多くの質

れ あ い の 場と

問があがりました。

なっています。
▲焼きそば作りは、なかなかの重労働！

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

〈食べる楽しみ、
集うよろこび〉

いずみサポート㈱
名古屋支社

和食・すし・中華

JR大府駅より徒歩3分
フリーダイヤル

大府市朝日町６-１

（住友重機械工業本館内）

あじざんまい

味三昧

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

ISC

たよられるあなたに、たよれる安心を

【経営者医療共済】

ラーメン・ギョーザ・海老チリからおすし・会席料理・
うなぎ料理等おいしいお料理をご用意しています。
宴会に、各種お集まりにご利用ください。
やさいや みかどもよろしくお願いします。

【営業時間】
AM11：00〜PM1：00
PM 5：00〜PM9：00
【定休日】 月曜日

0120-48-0220

大 府 市 中 央 町 四 丁目3 3 番 地
T E L .0 5 6 2 - 4 8 - 0 2 2 0
FAX .0 5 6 2 - 4 6 - 8 8 1 2
http://www.medias.ne.jp/~mikado/
http://ameblo.jp/yasai--ya/
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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

一店逸品・逸サービス運動
「大府ｄｅまち歩き」キックオフ！
9月29日
（火）

実践創業塾

８月２２日
（土）
・２９日
（土）
・９月５日
（土）
・１９日
（土）
於：当所３階大ホール

於：当所３階大ホール

時：９:３０〜１６:００

時：１５:００〜１６:００

これから創業を考えている方などを対象に
「実践

平成２７年度一店逸品・逸サービス運動「大府ｄｅま

創業塾」
を開催しました。

ち歩き」のスタート
（１０月１日
（木））
に先立ち、
９月２９
日
（火）
にキックオフ決起集会を開催しました。
集会は、深谷洋二商業部会長（㈲ステーション･イ
ン ･ 大 府：取 締 役 会
長）の挨拶に始まり、
逸品運動分科会の横
井 充 成 分 科 会 長（ 東
鮓共和店）
と事務局で
した。今年度は、大府

に住む若い世代の店舗利用促進のきっかけになるよ
う、冊子デザイン等を一新しました。参加店は５４店
舗です。
最後に冨田虎夫副部会長（染と呉服とみたや）の
掛け声のもと全員で「がんばるぞ」三唱して士気を
がんばるぞ！
がんばるぞ！
がんばるぞ！

高めました。
大 府 d e まち
歩きの冊子
は 、大府商工

10月5日
（月）

於：当所３階大ホール

時：１５:００〜１７:１５
第５回滝谷経営塾は、前半にテキストを用いた講

大府商工会議

義、後半はチーム別演習を行いました。

所は、より地域に
根ざした活 動を

｢従業員満足度｣を上げることによる業績向上は、
十分とは言えない。満足度には測定基準がなく、｢責

トナ ー の 佐 原

任｣が唯一の手段である。｢責任ある従業員｣が目標

啓泰氏（中小企

を達成するには｢慎重な配置｣、｢高い目標｣、｢自己管

業診断士）
が務

理に必要な情報｣、｢経営的に参画する機会｣が必要

め 、創 業 前 の

であることを学びました。

チェックポイン

②講義

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。その４支部との情報の共有化
及び意見交換を行う機会として、本支部連絡会を開

講師著書｢見えない問題解決法｣

催しています。

意思決定には情熱や精神といった強い意志の大

法人の違い、開業時の届出など必要な基礎知識につ

きさに左右され、意志のない意思は実行できない。

いて解説していただきました。販路開拓の手法、

また、経営環境の変化に対応するためにも、早期の

マーケティング、金融機関との上手なつき合い方な

意志決定が必要とのこと。

ど多岐にわたる内容も自身の経験談を交えながら分

否定された場合は、その理由と実行しなかったら

かりやすく講義していただき、大変参考になりまし

どうなるかという恐怖仮説を問い、解決の方向を問

た。その後、金融機関から融資を受ける際に必要と

うことを学びました。

なる
「創業計画書」の作成について、事業構想の立て

③演習

今年度第２回の本支部連絡会では、風車共済加入
促進結果について、事務局より説明を行うとともに、
支部役員の協力に感謝の意を伝えました。支部役員
から
「暑い時期（７月中旬〜下旬）を避けて実施する
ことはできないか？」
との提案があり、次回の検討事
項することになりました。
続いて、今年度の会員加入促進キャンペーン（平

方、売上計画の立案、必要資金の計画などを学び、最

チームで決めた目標仮説を実現するための課題

終日には受講者それぞれが作成したビジネスプラン

を話し合い、見つけた課題の解決法を考察し、発表

の発表を行いました。

しました。

成２７年４月〜平成２８年３月末）の中間報告を行いま
した。平成２７年９月末現在で、新規加入７８件、会員総
数１，
６８９件（今年４月以降から純増４７件）
となってい
ます。

受講者の皆さんには、今回学んだことを活かし、

会議所でお渡

また、大府市への提言を９月１８日
（金）
に実施した

計画した事業を立ち上げ、是非、夢を実現させてい

しできます。

こと、
１０月１日（木）に販売した大府プレミアム付商

ただきたいと思います。大府商工会議所も応援して

品券の現状について、説明し、意見交換を行いまし

います。

た。

お気軽にご相談下さい。 造園・緑化工事のご相談なら

坂口公認会計士
税理士事務所
〒474-0052
愛知県大府市長草町中屋敷 23-6

TEL 0562-47-6697
FAX 0562-57-1113
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貴店の売上アップ、集客率アップにお役立てください。

無料アプリ
「ココアル」を
ダウンロードして

大府市修景協会

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

大府修景建設㈱

大府造園土木㈲

☎0562-48-1114

☎0562-46-2837

冨 田 造 園㈱

㈲知北グリーンサービス

☎0562-46-1128

☎0562-48-5755

大府市桃山町2-69

大府市共栄町4-3

坂

田

造

園

大府市共和町1-7-16

代表 坂口 美穂

於：当所３階大ホール
時：１0:００〜１1:１0

経営支援パー

ト、個人事業と
▲商業部会の深谷洋二部会長

１０月１日
（木）

平成２７年度第２回本支部連絡会

①講義 ドラッカー｢経営の実学｣
講師は佐原

主旨説明等を行いま

第５回滝谷経営塾

☎0562-46-4566

大府市半月町3-184-3

大府市桜木町5-287

◎発行部数
100,000部
（41号実績）

いろんな
お店の情報を
楽しもう！
(代)

〈本社・工場〉〒476‐0002 東海市名和町２番割上52の１
お問い合せ ペコロス編集部

TEL〈 052 〉
601‐2440

〈愛知労働局長登録教習機関〉

㈱豊田自動織機
〒474-0035

技術技能ラーニングセンター

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）

フォークリフト
運転資格取得
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
http://www.toyota-shokki.co.jp/ 豊田自動織機 技能講習
検索
TEL 0562-48-9741 FAX 0562-48-9742
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会議所だより

会議所だより

「橋本実践塾」第２ステージの活動報告
「橋本実践塾」第２ステージの活動報告がそれぞれのグループ毎に実施されました。会場会社の経営
者、製造業部会の笹田第一分科会長（㈲山本鈑金）の立会いの中、
リーダ役が２S（整理・整頓）活動を

女性会 健康づくり事業
グラウンドゴルフ大会
10月14日
（水）

㈱不二塚工業の現場で４回の改善活動を実
施し、
９月２９日に成果発表会を行いました。

時：9:3０〜１1:30

時：１３:３０〜１７:００
地域開発委員会（委員長：花井宏基氏／㈱花井

として、
健やかに事業活動・女性会活動に従事できる

組）では、他地域の市街地再開発の取り組みを学ぶ

よう健康づくり事業を行っています。その一環とし

ため、春日井市・勝川地区を視察し、春日井商工会議

㈲オーツーファニチャーの現場で４回の改善活

て、
この度
「グラウンドゴルフ大会」
を開催しました。

所の副会頭である水野隆氏（(資)水徳:代表社員）か

動を実施し、
１０月６日に成果発表会を行いました。

プレー前に大府市の健康づくり推進委員の指導

ら勝川地区市街地再開発について説明を受けまし

でストレッチを行い、その後、ユーモラスな動きが楽

た。

しい『おぶちゃん体操』を教えてもらい、笑いながら

春日井市では、昭和６１年に春日井市の西の玄関

準備運動を終えました。

口として、ふさわしい賑わいと華やかさを取り戻す
雲ひとつない晴天の

▲発表者は加藤俊行さん
（不二塚工業）

▲発表者は金子雄一朗さん
（オーツーファニチャー）

今回の活動成果

今回の活動成果
◎副資材置場にて明示を
行う事により、取り出し
時 間 の 短 縮につ ながっ
た。
◎先入れ先出しの見える
化を実現した。

◎代品置場について代品
の種類を写真で表示、区
画線を引く事により整理
整頓を徹底した。

◎共通道具棚の整理と置
場を入口近くに変更する
ことにより、取り出し時
間の短縮につながった。

◎出荷準備品置場に区画
を設けたことでｽﾍﾟｰｽの
最大有効活用が可能に
なった。

▲左から山本さん、深谷さん、服部さん

どんな小さなことでも、お気軽にご相談ください。無料でお見積もりいたします。

玄

介

関

護

キッチン

防犯・防災

トイレ

内

装

お風呂

洗面所

屋根・外装 外構・植栽

愛協産業株式会社 建設部
愛三工業株式会社（東証一部上場）の子会社です

●電話：0562-48-5531（鈴木・太田）
●住所：大府市共栄町七丁目 1 番地の 1
●建設業許可：愛知県知事（特 22）第 43584
●一級建築士事務所・愛知県知事（い 21）9446

ため、勝川駅周辺総合計画を策定。土地区画整備事

下、
７チームに分かれ２

業、再開発事業の合併施行により、長い歳月を経て、

ゲーム行った結果、深

平成１９年に再開発事業は完成されました。

谷三千代さん（㈱三栄

勝川地区は、再開発後、鉄道も高架になり、開発エ

住宅）が優勝、
２位に服

リアと旧商店街地が交ざり合う、居心地のいいまち

部啓子さん（㈲ふじや

になり、市民にとっても、生活しやすい空間となって

酒店）、
３位に山本芳子

いるように感じられました。

さん
（㈲中部遊具製作所）
という結果になりました。

当委員会では、引き続き、大府市の中心市街地に

また、服部啓子さん（㈲ふじや酒店）、青山多美枝

賑 わ い を 取り

さん（新栄電気㈱）、山本芳子さん（㈲中部遊具製作

戻し、大府市の

所）、山本桂子さん（大

玄 関 口として

府商工会議所）が、見

ふさわしい 姿

事、ホールインワン賞

とするため、大

を獲得しました。

府 市 のまちづ

青空の下、皆で食べ
たお弁当も格別でした。

あらゆる自宅の困りごとに
リフォームを提案させていただきます！

JA葬祭
家族葬から社葬まで
真心で
お手伝いします。

㈱JAやすらぎセンター
0120-79-7900
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於：春日井市・勝川駅周辺

大府商工会議所女性会は、
『健康都市』
大府の市民

第２グループ
「SSKⅡ」の活動

第１グループ「カイゼン隊」の活動

10月15日
（木）

於：大府みどり公園

中心とした改善活動の成果を発表するとともに、他の塾生一人ひとりが今回の活動に対する感想を
述べ、改善プロセスを共有しました。

地域開発委員会視察研修
「春日井市・勝川地区市街地再開発」

販売・据付工事・修理・レンタル
取

扱

商

品

空圧設備

コンプレッサ、エアードライヤ

油圧設備

油圧ポンプ、油圧モーター

水処理設備

くりを 検 討 し
てまいります。

▲グラウンドゴルフのプレー風景

税務署からのお知らせ

▲再開発後の勝川駅前

税を考える週間〈11 月 11 日〜 17 日〉

税の役割･･･考えてみませんか！

「税を考える週間」では、国民の皆さんに、租税の役割や税務行政に

遠心分離機、
フィルタープレス

対する理解を深めていただくために、様々な行事を実施します。

電源装置、非常用発電機、蓄電池

国税庁ホームページでは、特集ページを開設し、動画で国税局や税

電源設備
環境設備

務署の仕事を紹介するインターネット番組「Web-Tax-TV」や、イ

建設機械

ラスト・グラフを交えながら税の役割を分かりやすく解説したスラ

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

DAIWA

大和機工株式会社

イドなど、税に関する情報を掲載します。
国税庁

TEL 0562-47-2164
http://www.daiwakiko.co.jp
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検 索

中小企業庁 平成２６年度補正予算事業（平成２７年度実施分）

会議所だより
小規模事業者持続化補助金採択結果（追加公募分）

会議所だより

大府市観光みやげ推奨状交付式

10月16日
（金）

この度、小規模事業者持続化補助金第２次受付（７月３１日締切り分）
につき、
９月１１日

親子で行くハナモモの種
収穫体験

於：当所２階会議室

時：15:0０〜１5:３０

10月18日
（日）

付で採択結果が発表されました。大府商工会議所は、
９件の支援を行った結果、
８件が採
択されました
（採択率８９％）。第１次、第２次受付と今回の追加受付分を合わせて、
２９件

於：岐阜県下呂市小坂町
時：７:１０〜１８:３０

第１２回大府市観光み
やげ推奨品に選定され

当所は商業部会の下部組織として
「健幸の黄色い

た商品を製造（製作）販

花プロジェクト」を設置し、 花いっぱい運動 を推進

売しているお店に対し、

しており、平成２６年８月には、
「花まるＯＢＵプロジェ

大府市観光協会の深谷

クト」
を立ち上げ、その活動を継続支援しています。

洋二会長より、推奨状が

▲推奨状交付の様子

今年も昨年に引き続き、子どもの緑化意識向上と

手渡されました。今回の推奨期間は、
２０１５年１０月１

ハナモモの苗供給を目的に
「親子によるハナモモの

日〜２０１７年９月３０日です。

種収穫体験会」
（参加者：大人２６名＋子供１７名）
を実

推奨状交付後、今回審査に関わった至学館大学准

施しました。

教授の伊藤正江先生より、激励の言葉をいただき、

当日は絶好

「産学官が連携して健康都市『大府』
に相応しい商品

の天気に恵ま

の開発に協力していけたら」
という、前向きな意見も

れ、雄大な川辺

いただきました。

にある道 の 駅

健康診断・生活習慣病予防健診

「南飛騨小坂は

於：当所３階大ホール
9月30日
（水）、10月19日
（月）
時：8:3０〜１6:00

な も も 」に て 、
澄んだ空気の
中、皆で協力し

健康診断は、労働安全衛生法に基づき、従業員を

▲ハナモモの種収穫中

てハナモモの種を収穫しました。その後、五平餅の

雇用している事業所においては、年１回必ず受診の

調理体験やマイ箸作り体験も満喫しました。

義務があります。

収穫したハナモモの種は、それぞれの家庭で成木

２日 間 で 当 所 会

まで育ててもらい、余った分は当所に提供していた

員事業所の事業主

だき、大府市内に植えていく計画です。本年は、
１１月

および従業員の

の採択(申請５２件)となり、大府商工会議所のトータルの採択率は、
５６％となりました。

〔

小規模事業者持続化補助金とは･･･ 商工会議所の支援を受けながら実施する販路拡大等の取組みに対
し、
５０万を上限に補助するもの（補助対象の経費の２／３以内）
事業者名
（代表者）

〕

補助事業で行う事業名

業務内容

ＬＩＦＴＯＦＦ（リフトフ）
（代表社員 : 金田 正）

鋼管製ストーブ製造

ペレット業者、薪ストーブ業とポータルサイト連携
で販路拡大

ヘアーサロンじゅん
（代表者：峯松律子）

理容店

アロマオイルエステによる新規顧客獲得等を目指し
た店舗改装

㈲洋菓子チロリヤン
（代表取締役：仲井洋介）

洋菓子店

好立地を活かした外壁・看板リニューアルによる新
顧客層の開拓

サムギョプサル専門店テジ
（代表：柵木哲朗）

韓国料理店

女性目線によるトイレリフォームで顧客満足度向上、
来店客増加

㈲ミスタービルダー
（取締役：本田和史）

住宅建設・リフォーム

セカンドライフを学べるサロンを開設し高利益率の
新規顧客を獲得

㈲人形の川秀
（代表取締役：境田充志）

節句人形の小売、人形 「自慢のコレクション」収納ケースを提案。新規顧
用ガラスケース等の製
客の獲得計画
造・直販

マルタケ㈱
（代表取締役：早川貴光）

リフォーム

リフォームや住宅設備機器の申込みをインターネッ
トでお手軽に！

㈱Ｉｔａｌｉａｎａ
（代表取締役社長：亀山絵美）

イタリア食材及びイタリ
ア関連事情のプロデュー
ス及びコーディネート

スローフードの国イタリアから本物のオリーブオイ
ルと文化を伝える

２８日
（土）
に、あいち健康の森公園に３００本を植樹す

方々３２２名が受診

る予定です。

しました。
▲視力検査、血圧測定の様子

あいち健康の森

知多信用金庫

健康長寿フェスティバル

２８日
（土）大芝生広場
10:00 オープニング式典
10:40 第2回ウェルネスバレー絵画コンテスト
表彰式

11:30 ぎんさん娘姉妹ヘルシートーク
〜長寿の秘訣〜

２０１５年１１日２８日
（土）、
２９日
（日）

２９日
（日）大芝生広場
10:30,13:00 ジバニャンバラエティーショー
11:20,15:00 D.O.M、MJダンスショー
14:00 つぼイさんと宮本先生のクッキングトーク
など
その他楽しいイベントがいっぱいです！
スギちゃんと勝負！健康大冒険ウォーキング
あいちロボットフェスタ
ヘルシー料理＆健康ブース

12:00,15:00 名古屋クリアーズアイドルステージ
14:00 「スギちゃん」
ステージショー
など
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第２４回「夢サポート」応募者募集中！

知多信用金庫は、域振振興や地域活性化につながる新たな活動（事業）を支援する「夢サポート」制
度を設けています、原則、知多半島内（５市５町）および当金庫の営業店所在市町に活動拠点がある中
小企業、個人事業者及び各種団体を募集対象とし、選考により助成先を選出しています。現在以下のと
おり、第２４回「夢サポート」の応募を受付けています。
【募集期間】10 月１日（木）〜１１月３０日（月）
【助成金額】計画する活動（事業）資金の５０％以内、最高２００万円以下
【応募要領】「夢サポート」募集要項をご確認のうえ、専用の応募用紙で応募してください。募集要項
及び応募用紙は知多信用金庫本・支店店頭へ問合せるか、ちたしんＨＰ
http://www.chitashin.co.jp「夢サポート」にアクセスし、ダウンロードしてください。

etc.

【問合せ先】知多信用金庫 企画部（事務局） 電話：０５６９‐２６‐１０１５
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〜第 12 回大府市観光みやげ推奨品〜

大府プレミアム付商品券直接販売！

去る 9 月 10 日（木）、大府市観光協会主催による大府市観光みやげ推奨品選定会（推奨期間 2 年のため

使用期限は来年１月末まで

２年毎に開催）において、下記の品々が推奨品に決定しました。各店自慢の逸品です。お土産と言わず、ご
自宅用としてもご利用ください。推奨品は、大府市産業文化まつり（10 月 31 日、11 月 1 日）の会場で

去る１０月１日
（木）午前９時より、大府市内郵便局にて大府プレミアム付商品券の直接販売を実施

展示されます。お気に入りを見つけてください。

したところ、
１万冊（額面１億２千万円）
が即日完売となりました。
販売冊数に限りがあり、足を運んでいただいたにもかかわらず、購入できなかった方も多かったう

事業所名

え、朝方には、雨も降り出し、お並びいただいた方には、
ご不便をおかけする結果となりました。今回、

商

（電話番号）

皆様からお寄せいただいたご意見は、今後の課題とし、次回の商品券事業に活かしてまいりたいと

菓子・食品部門

思います。

木の山生産組合

【参加事業所の皆様へ】
事前に実施したインターネットによる予約販売とあわせ、
ることになりますが、利用期限は、平成２８年１月３１日
（日）
まで

若松

となりますので、
ご注意ください。
なお、換金期限は、平成２８年２月１０日
（水）です。各自、指定され
た銀行に､下記の３点を持参のうえ、お手続きください。
商品券換金振込依頼書 ＋ 受取った商品券 ＋ 参加証
くれぐれも口座番号を確認のうえ、依頼書のご記入をお願
いします。
また、ある程度、
まとめてからの換金をお勧めし

（４６−１６１２）

品

名

★新規商品

★継続商品

今回から特別推奨品（５回連続で推奨品に認定）

★木の山芋焼酎 木の山

★木の山芋焼酎 木の山 と 木の山芋セット

（商品の販売は、ふじや酒店、げんきの郷で行っています）

常川屋
★巨峰どら焼
（４６−０２２９）

計２億４千万円分の商品券が大府市内の登録事業所で使われ

ます。不明な点は、大府商工会議所までお問合せください。

（順不同）

★ひと味

★ 大府物語
★ 大倉

★ 旅心

大光園
★ 栗巻
（４８−０２６１）

推奨品にはこのピカピカ

鈴果園
☆巨峰ジュース
（４６−４４２１）

きます！

のシールを貼ることがで

やまや
☆大府べったら
（４６−８６２５） ★知多半島産 たまねぎのお漬物（もろみ味噌、甘酢、赤しそ）

▲赤のぼりは千円券のみ、赤緑のぼりは
５百円券千円券の両方が使える目印！

朝日軒
★ぶどう最中
（４６−００７６）

救難活動用ボートの
無償借用協定！

エコ（ペットボトル）キャップ
届けました！

関東・東北豪雨による河川の氾濫は、記憶に
新しく、ボートでの救難活動を思い起こす方も
多いことでしょう。
去る１０月２１日 ( 水 )、㈲オーパ・クラフト ( 代
表取締役社長：福庭正宏氏 ) と大府市は、東海
豪雨の経験も踏まえ、同社製のボート３艇を救
助救難活動に無償で自由に使える協定を締結し
ました。
同社は、船舶用ボートメーカーで、既に７,００
０艇以上の販売実績があります。前出のボート
は分割式で組立ても簡
単、有事の際、大いに
役立つことでしょう。
それぞれのボート
は、大府市役所、中央
防災倉庫、大東小学校
に設置されます。

平成２６年１０月４日から平成２７年９月１３日
まで、皆様の協力を得て回収したペットボトル
キャップを、回収事業者に引き渡しましたので、
ご報告します（今回３回目）。

引渡日

平成２７年９月１４日（金）

数

５５，１８６個（１２８．３４kg）

〔

量

飲料メーカー各社の環境配慮活動によりキャップ
の重量が軽量化され、平成２４年９月より、１kg
＝４００個から４３０個に変更されました。

ＣＯ2 削減量（累計） ８３４．７５kg
ポリオワクチン（累計）

１３３人分

〔 キャップ８６０個でポリオワクチン１人分 〕
収集数（累計）

▲福庭正宏社長
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１１３，９５０個

〕

みどりや
★絆カステラ
（４６−５２５５）

☆木の山トリフチョコレート

ふじや酒店
★清酒 大府の絆
（４６−０８８０）

★清酒 共和の絆

☆梅酒 大府の絆

げんきの郷
☆げんきの郷ハム
（４５−４０８０）
パイミート
★大豆まるごとすいーつ × 木の山芋
（４６−２１６８） ★大豆まるごとすいーつ × 焙煎米粉
ミルクショップ知多農場
★農場バタークッキー ★ミルクマドレーヌ大府の味詰め合わせ
（８５−５６４２） ★GOLD MOMO ／ＷHITE MOMO
山銀ぶどう園
☆山銀ぶどう園の巨峰ジャム
（４６−４７４７）

☆山銀ぶどう園の巨峰バター

民芸品部門
フカヤミシン
☆大府大好き
（４８−１２３３）

☆緑をもとめてウォーキング

なお、以下の商品は、過去５回連続（10 年）で推奨品に認定された実績から、既に特別推奨品として認定
されています。
◎ぶどうせんべい（常川屋）
◎さくら花おこわ（大光園）
◎桃もなか（朝日軒）
◎おおぶ餅（みどりや）
◎巨峰アイス（みどりや）
◎オオ ! ブッセ（みどりや）
◎森の泉（若松）
◎おおぶっ子（若松）
◎ふたりづれ（若松）
◎巨峰漬しぼりだいこん（やまや）
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人材育成・自己啓発・経営スキルアップ等々、
会員の皆様に役立つ情報をお届けします！

大府商工会議所・行政等からのお知らせ

講 習 会 ・ イ ベ ント の ご 案 内
参加
無料 !

第９回産学官連携交流会

〜持続的成長に向けた
開発と生産性の向上〜

大府市と大府商工会議所は、地域事業者の産学官連携への取組を促進し、新事業等に展開する足掛か
りにしてもらえるよう産学官連携交流会を開催しています。今年度のテーマは、「持続的成長に向けた
開発と生産性の向上」。開催日時は、以下のとおりです。ご予定ください。
日 時：１１月２５日（水）１２:３０開場
場 所：大府市役所 地下多目的ホール

１３:１０開会

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２７年度商工会議所後期分会費の納
入時期となりました。１１月２日付で会員の皆様
に会費納入通知を同封させていただきましたの
で、よろしくお願いいたします。

雇用保険関係では、被保険者資格取得届、資格
喪失届などに個人番号を記載にし、事業所設置
届などに法人番号を記載して、ハローワークに
届けることが必要になります。
【お問合せ先】
○雇用保険関係に係るマイナンバー制度について
ハローワーク刈谷 雇用保険適用課
電話：０５６６−８８−００４４
○マイナンバー制度について
マイナンバーコールセンター
電話：０５７０−２０−０１７８
平日９時３０分〜１７時３０分
（土日祝日・年末年始を除く）

１１月２５日（水）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

機械加工用自動化システムの開発
竹内芳美 氏（中部大学 工学部長）

〔

平成２８年１月から雇用保険の
届出にはマイナンバーの記載が
必要となります

口座振替の方

【講演】１３：３０〜１４：３０
演題
講師

事業主の皆様へ

大府商工会議所後期会費
納入のお願い

ご確認をお願いいたします。

多軸複合加工用ＣＡＭをわかりやすく説
明し、複雑形状部品創成や付加価値加工
の事例を紹介します。

〕

口座振替以外（現金・銀行振込）の方

１１月２５日（水）までにご納入いただ

きますようお願いいたします。

【展示】１４：３０〜１７：００ １５大学､１５公的機関､１７民間企業が参加
申込み：会報１０月号折込の参加申込書、または当所ホームページより１１月２０日（金）までに
お申込みください。
問合せ：大府商工会議所

「おおぶ子育てサポート優良事業者」を募集します！

電話：０５６２−４７−５０００

地域商談会（三河・知多会場）
平成 28 年 2 月 9 日（火）

受注企業の参加募集！

13：00 〜 17：10

日

時

場

所

刈谷市産業振興センターあいおいホール（刈谷市相生町一丁目１番地６）

募

集

１５０社

申込み
問合せ

参加料

無料

締切り

仕事と子育ての両立支援のための職場環境の整備を促進し、その成果を挙げている事業者を募集します。
象】大府市内に本社または事業所があり、常時雇用する労働者が３００人以下の事業者で、表彰

【対

基準を満たす事業者
【表彰基準】大府市役所ホームページで「子育てサポート」で検索すると確認できます｡
【募集期間】平成２７年１１月４日（水）〜平成２８年２月５日（金）

１２月４日（金）

下記ＵＲＬから参加申込書をダウンロードし、Ｅメールにてお申込みください。

【結果通知】平成２８年３月中旬文書にて通知

http://www.aibsc.jp/tabid/386/Default.aspx

【申 込 み】所定の申請書に必要事項を記入のうえ、大府市役所商工労政課まで提出

( 公財 ) あいち産業振興機構

Ｅメール：shodankai@aibsc.jp

【問合せ及び詳細】大府市役所 商工労政課

経営支援部 取引振興グループ 担当 : 村里

電話：０５６２‐４５‐６２２７

電話：０５２−７１５−３０６８

事務局からお知らせ（人事異動）

美味しいまちのグルメ駅伝
かよ

「かよ特製せせり焼き」
■住所 半月町2-14
第1門脇ビル
■電話 0562-47-4719
■営業 17:00〜23:00
（日曜日は22:00迄））
■定休 火曜日

ふらっと1人で立ち寄れ
る創業31年の「かよ」さ
ん。地 元の農 家から直東浦町観光協会キャラクター おだいちゃん
接仕入れて色々工夫し
て一品にしてくれます。
特 にうま味 たっぷりの
「せせり焼き」は僕の大
太郎さん
かよさん
好物。あったら必ず頼み
ます｡歯ごたえもたまり
大府造園土木㈲
ません！お薦めです！
大和田宏之さん

このたび、次のとおり、職員の人事異動を行いました。新入職員に対してご指導を賜りますよう
お願い申し上げます。
採

用
中小企業相談所
コーディネーター
間瀬 敬三

総務・会員サービス課
臨時職員
後藤 亜希子

【半田信用金庫より出向】

紹介ランナー

次回ランナーは、㈱伊藤プラスチック工業の伊藤誠さん
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商工会議所早期景気観測システム

LOBO 調査報告
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。
平成 27 年 9 月調査結果

●全産業の業況ＤＩは、前月と比べ悪化。産業別
にみると、建設業で改善、その他の４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。

業況

融資制度のご案内

東海

20

全国

10

●「リフォームや注文住宅の受注が伸びてい
る。他方で、技術職不足が続いており、人繰り
が難しい」
（ 一般工事業）、
「 新卒採用の募集
を続けているが、大手企業などの選考スケ
ジュールと重複し、自社への応募がない」
（建
設用金属部品等製造業）、
「８月下旬以降、気
温が低下し、天候不順も続いたことから客足
が鈍く、夏物商品が売れ残った」
（ 商店街）、
「焼肉の人気が高く、休日祝日を中心に利用
客が増加。業績も改善していることから、設
備投資を検討する」
（飲食店）
●業況の先行き見通しＤＩは、全産業では今月と
比べ悪化する見込み。産業別にみると、建設
業で横ばい、製造業で改善、その他の３業種
で悪化する見込み。

ブロック別全産業 DI
（前年同月比）の推移（東海）
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全産業ＤＩ（前年同月比）の推移
15 年
4月
▲ 11.1

先行き見通し
5月
▲ 0.6

6月

7月

8月

9月

▲ 11.7

▲ 18.1

▲ 10.5

▲ 14.9

10 月〜12 月

業

況

売

上

▲ 3.9

2.2

▲ 6.1

▲ 5.6

▲ 2.2

▲ 6.3

▲ 5.7

採

算

▲ 13.7

▲ 8.4

▲ 14.6

▲ 16.9

▲ 16.8

▲ 23.7

▲ 20.2

資金繰り

▲ 10.0

▲ 10.4

▲ 13.2

▲ 11.7

▲ 10.2

▲ 13.4

▲14.1

仕入単価

▲ 37.1

▲ 30.9

▲ 35.2

▲ 45.1

▲ 36.9

▲ 35.5

▲ 29.6

従 業 員

14.1

17.9

17.3

16.9

17.7

17.7

18.5

〜無担保・無保証・低金利〜

▲ 18.0

平成 27 年 10 月 9 日現在

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）
■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
設備資金
■融資対象

●本制度の詳しい内容は、ホームページをご覧ください。
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７年以内（うち据置期間１年以内）
１０年以内（うち据置期間２年以内）

年 1.15％
年 1.15％

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

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〜

15

経営診断を無料で提供しています。

株式会社マネジメントサポートユー
代表取締役会長
代表取締役社長

伊藤
新實

友子
慶祐

●住所／大府市中央町 7−198
●TEL ／ 0562−47−6761

会員の広場

当社では Management Advisory Service（通称ＭＡＳ）にて経
営支援をおこなっています。ＭＡＳとは現状分析から経営課題を洗い
出し、課題解決のための行動・数値計画を作成し、ＰＤＣＡサイクル
を回していくマネジメントの根幹となる業務をサポ−トするサ−ビ
スです。経営診断をもとに改善提案を提示させて頂きます。ご提案と
解決方法にご納得頂いてからのご契約となりますので、安心して無料
診断を受けて下さい。

iPhone ケーススタンド「スシーン」の開発販売

㈱梶川工作所
専務取締役

梶川

●住所／大府市長草町亀池１-４
●電話／ 0562-47-0431

歓龍

1950 年創業の当社は、ストーブ部品や自動車部品の製造工場として
長い歴史があります。65 周年を迎えた 2015 年に、新規事業としてオリ
ジナル商品（iPhone ケーススタンド）の開発販売に着手しました。脂
がのった中トロやプリプリのえび等がのったスマホケースでその名を
「スシーン」と名づけ、おもしろさを追求した、見られた方が思わず微笑
まれる商品です。おかげ様で、デパート、携帯電話会社、ネットでの販売
等販路も広がり、興味のある方のご注文をお待ちします。
「へい、おま
ち !」とご提供します。

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
キャンペーン期間の紹介・入会特典
（平成28年3月加入分まで継続決定）

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

平成 27 年度大府商工会議所

会員加入目標数

180

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

4〜9 月加入者数

97

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
電

総務・会員サービス課

話：0562−47−5000

目標達成まで

83

平成 27 年 10 月末会員総数

1,704

