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CALENDAR

商工会議所行事予定

日

月
2/27

2/26

簿記検定

3/5

3/6

3/12

3/13

3/19

3/20

春分の日

3/26

3/27

会議所だより

※変更の可能性があることをご了承ください。

火

水

2/28

橋本実践塾
9：00 〜 12：00

3/7

会頭杯ゴルフコンペ
（三重県・涼仙 GC）
橋本実践塾
9：00 〜 12：00

3/14

橋本実践塾
9：00 〜 12：00
おおぶウェルネス開
発研究会定例会
15：30 〜 17：00

3/21

定例金融相談
10：00 〜

3/28

橋本実践塾発表会
9：00 〜 12：00
議員総会
14：00 〜 16：00

3/1

決算・確定申告個別
指導
13：30 〜 15：30
正副会頭会議
13：30 〜 15：30

3/8

住宅修繕相談
13：00 〜 16：00
常議員会
14：00 〜 16：00
住宅修繕定例会
19：30 〜 21：00

3/15

木
3/2

3/9 ノー残業デー

橋本実践塾発表会
9：00 〜 12：00
住宅修繕相談
13：00 〜 16：00
新入会員交流会
14：00 〜 16：00
住宅修繕定例会
19：30 〜 21：00

3/29

ボランティア一 斉 清
掃

3/3

決算・確定申告個別
指導
13：30 〜 15：30

3/10

定例税務経理相談
13：30 〜 15：30

安全体験研修

3/23

3/17

製造業部会
安全体験研修
14：00 〜 17：00

3/24

情 報・物 流・サービ 珠算優良生徒表彰
ス業部会セミナー
13：30 〜 14：30
19：00-21：00

3/30

今年度も好評につき、安全体験研修を開催しますので、是非この機会にご参加い
ただき、各事業所の労働安全にお役立て下さい。
受講時間：14：00 ～ 17：00
集合場所：大府市民体育館駐車場（集合 13：20 出発 13：25）
研修場所：安全体感道場（刈谷市 TABMEC 株式会社）
参 加 費：3,000 円（当日集金）
定
員：20 名（定員になり次第締切）
申込期限：3 月 10 日（金）
※詳細につきましては、製造業部会事務局・小久保または鏡味（47-5000）に
お問合せ下さい。

3 月 22 日（水）

主に加入３年以内の新規会員の皆様を対象に、下記交流会を開催いたします。名
刺交換も含め、会員交流の場として、是非ご参加下さい。
時
間：14：00 ～ 16：00
場
所：当所 3 階大ホール
会
費：無料
内
容：1. 商工会議所はこう使うべし！ 2. 私は会議所をこうやって使っている！
3. 1 分間 自己紹介タイム！ 4. 名刺交換タイム！
申込方法：事業所名・参加者名（２名まで）
・連絡先を明記の上、3 月 14 日（火）
迄に、FAX（46-9030）
、E-mail（info@obu-cci.or.jp) にてお申込
み下さい。

今月の表紙／役員視察研修に参加した皆様

3/4

１月２２日（日）

於：藤井神社 等

時：９：００〜１２：００

3/11

横北支部は、毎年
恒 例となっている五

3/31

ました。五社巡りは、

3/18

横根・北崎地区にあ
る地元氏神様五社を

講師に中小企業診断士の座間裕史氏（座間経営

徒歩にて参拝して回り、木製の絵馬に判を押しても

支援事務所）を招き、補助金申請書作成のポイント

3/25

らうスタンプラリー形式にて行っています。

と題し、小規模事業者持続化補助金の申請に向け

１５回目を迎えた今年は、役員・会員事業所の従

たセミナーを開催しました。

4/1

3月

情報・物流・サービス業部会（商業・IT 推進会議 共催）
セミナー
3 月 23 日（木）
必要に迫られて「なんとな−くチラシを作っていません
か？」より効果的な商品販売や顧客獲得、PR の為に、チ
ラシ制作の考え方やポイントを、作り手ならではの視点で
解説します。今後の広告制作にお役立て下さい。
時 間：19：00 ～ 21：00
場 所：当所 3 階大ホール
テーマ：そうだったのか！チラシ作り
講 師：竹田隆憲氏（engawa 代表）
参加費：無料
申込先：FAX（46-9030）
または E-mail(info@obu-cci.or.jp)

日本珠算連盟優良生徒表彰

３月 24 日（金）

日本珠算連盟優良生徒表彰規定及び、日本珠算連盟大府支
部優良生徒表彰規定に基づき、塾より推薦された方々を対
象に、下記のとおり表彰式を行います。
時間：13：30 ～ 14：30（受付 13：15 より）
場所：当所 3 階大ホール

中心市街地活性化によるまちづくりの参考として、三重県伊賀市にある上野商工
会議所を訪問し、伊賀市と商工会議所のまちづくりの取り組みについて伺いました。
地域の特性を活かしたまちづくりの取り組みを、
いろいろ学んできました。
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横北支部主催 第１５回「初詣五社巡り」
開催

於：当所３階大ホール

業員や家族など１６０名が参加しました。

今回は、東浦町商工会と共催し、同内容で日時・

当日は、天候に恵まれて、のぼりを持った先導者を

会場を分け、受講しやすい環境を整えました。
（東

先頭にスタートし、藤井神社・北尾御嶽山神社・

浦会場は１２月２２日（木）１８：３０〜２０：３０で開催）

北尾新田神社・北崎神明社・山之神社の順に巡り

セミナーでは、経営計画の必要性、補助金・助成

ました。

金の種類、補助金の申請ノウハウなどを学びました。

（平成 29 年 1 月 26 日撮影）

※詳細につきましては、5ページをご覧下さい。

１２月１９日 ( 月 )

時：１４:３０〜１６:３０

March
3 月 17 日（金）

新入会員交流会

経営・事業計画作成セミナー＆個別相談

土

社巡りを開催いたし
3/16

3/22

金

クローズアップ・スケジュール
製造業部会

180

参拝を終えた参加者の方々は、藤井神社にて横

また、１２月下旬〜１月中旬までの延８日間、３名の

北支部で用意したおでんや焼きそばを堪能すると

中小企業診断士と連携し、個別相談会を設け、経

共に、アトラクションのバルーンパフォーマンスを

営計画書のブラッシュアップ

楽しんで頂きました。

を行いました。今回のセミ
ナー・個別相談会の実施に
より、大府で２３件、東浦で
１１件の計３４件の小規模事業
者の 新たなチャレンジ を
支援することが出来ました。

〈愛知労働局長登録教習機関〉
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！ ㈱豊田自動織機
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。

技術技能ラーニングセンター
〒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）

玄 関

キッチン

トイレ

介 護

防犯・防災

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（金子・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 27）第 43584
●一級建築士事務所・愛知県知事（い）9446

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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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

会議所だより

会議所だより

「橋本実践塾」第４ステージの活動報告

衰退を止めるため、市、商店街が、中心となり、

役員視察研修
〜まちづくり、中心市街地活性化を学ぶ〜

「橋本実践塾」第４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。

１月２６日 ( 木）２７日 ( 金 )
於：上野商工会議所 ( 三重県 )

第１グループ「Ｍ ｂｙ２Ｓ」の活動

第２グループ「文殊の知恵」の活動

ため、正副会頭を始めとする役員、議員、行政に

中島特殊鋼㈱の現場で４回の改善活動を実施
し、
１月２４日に成果発表会を行いました。

㈲堀川製作所の現場で４回の改善活動を実施
し、
１月３１日に成果発表会を行いました。

空き店舗へのテナント誘致、道路の拡幅工事事業
に取り組む。
平成 11 年 3 月、市が、中心市街地活性化基本
計画を策定、平成 12 年 5 月認定。上野商工会議

先進地の知識を学び、当所の事業活動に活かす

所を中心とした TMO( タウンマネージメント機関 )
を設立。

て視察研修を実施しています。

平成 16 年伊賀市と合併。

今年度は、中心市街地活性化の取り組みを学ぶ

平成 18 年まちづくり三法の改正により、中心市

ため、19 名にて上野商工会議所 ( 三重県 ) を視察

街地活性化法の対応にシフト

しました。

平成 18 年 5 月、中心市街地活性化協議会準備

上野市は、三重県

委員会を設立、活性化計画素案を策定。

県の北西部に位置

平成 18 年 9 月、市が中心市街地活性化に取り

し、人 口 約 94,000

▲発表者は佐野蓮さん
（中島特殊鋼）

▲ハイトピア伊賀館内
市民の憩いスペースも併設

今回の活動成果
◎備品置場の２S（整理・整
頓）
を徹底したことによ
り、広いスペースが生ま
れキャビネットも設置で
きた。

◎ＮＣベンダーの作業方法
を改善することで、持ち
替えなどのムダが無くな
り、手作業時間の短縮と
ムリなふり向き動作を解
消した。

◎工場入口の収納ラックを
製作。品名表示を行うこ
とで、取り出し時間の短
縮につながった。

◎必要な工具をワンタッチ
で取出せる専用置場を
ベンダー機に設置して工
具箱を工場間で持ち運
ぶムダ作業を廃止した。

人で、京都、奈良文

平成 19 年 1 月、中心市街地活性化協議会を設立。

化の影響を受けなが

平成 20 年 9 月、市が、中心市街地活性化基本

ら独自の 文 化を形

▲発表者は夫馬吉生さん
（堀川製作所）

今回の活動成果

組む。平成 18 年 12 月、まちづくり会社を設立。

計画認定申請。
平成 20 年 11 月、中心市街地活性化基本計画認

成。観光資源は、
「伊

定。

賀忍者の里」
「松尾

芭蕉生家」
「だんじり会館」
「上野城」と豊富な上、

平成 26 年 10 月、第 1 期計画終了

郊外には、温泉施設、キャンプ場、
「モクモクファーム」

まちづくり会社、中心市街地活性化協議会、行政、
商工会議所が連携を図り、上野市の中心市街地の

等があり、人気を集めています。製造業、商業、農

活性化に取り組む。平成 24 年 3 月に上野市駅前

業の均衡ある町です。

開発にて、上野商工会議所も入居する「ハイトピア

大府市と比較すると、人口ほぼ同じ、総面積約

伊賀」が完成した功績は、高く、役職員一同、当

17 倍、製 品 出

市における中心市街地の活性化の手法、スケジュー

荷額 0.8 倍、小

リング等を学ぶ良き機会となりました。

売業販売額 1.2
倍、商工業者数・
小規模事業者数
ほぼ同数、商工

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

遠心分離機、
フィルタープレス

電源設備

電源装置、非常用発電機、蓄電池

環境設備

破砕機、振動ふるい

建設機械

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

TEL 0562-47-2164
http://www.daiwakiko.co.jp
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会議所会員数

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

ISC

大府市朝日町６-１

（住友重機械工業本館内）

0.8 倍といった
状況です。

▲町屋を改修した食事処
「ハハトコ食堂」

まちづくり「中心市街地活性
化の取り組み」
平成 6 年から 17 年の取り組み
上野市は、駅前に立地していた大型店 2 店が、
平成 6 年、8 年と相次いで撤退し、中心市街地の
衰退が進む。

5

▲「忍者博物館」
にて

会議所だより

会議所だより

理美容講習会
２０１７ ＮＥＷ ＨＡＩＲ
「艶」
１月３１日（火）

平成２８年分
決算・確定申告 消費税確定申告勉強会

於：東浦町勤労福祉会館

２月７日（火）

第２６回大府盆梅展

２月５日（日）〜１２日（日）

イル「艶」について、指導・実演いただきました。

会 場には、丹 精

指導では、女性をお迎えする際の技術だけでな

こめて育てられた

く、こまかな配慮（気配り）が必要で、五感（視覚、

樹齢３００年の古木

触覚、聴覚、嗅覚、味覚）に訴えかけ、
プラスαのサー

をはじめ、１５種類、

ビスを提供する事の大切さを説明されました。

約７０点の盆梅が展

また、実技では、女性モデルを使い実演され、
公認会計士・税理士の坂口美穂先生を講師に招

れる姿、ポイント毎に解説され披露される講師の高

き、平成２８年度の決算・確定申告についての勉強

い技術力に参加者も大変な刺激を受けていました。

会を行いました。

平成２９年度についても第１０期生の募集を予定して
いますが、まずはトヨタ生産方式の基本を知ってい
ただくきっかけづくりとして本セミナーを開催しまし
た。
講師には当所のコーディネーターで、橋本実践塾
塾長の橋本進氏にお願いし、トヨタ生産方式が目指

類など会員の方に熱心に質問する姿や、盆梅をバッ

す徹底的なムダの排除による原価低減について分か

クに写真撮影をする姿など、数多く見られました。

り易く解説していただきました。

開催期間中の休憩棟・管理棟内は、梅のほのか

トヨタ生産方式は製造業以外の業種にも展開され

な甘い香りに包まれ、市内はもちろん、遠方から訪

はじめに税務署より送付された決算・確定申告の

ており、橋本実践塾でも建築業やビジネスホテルで

れた方々の癒しの場となりました。

手引きと講師作成のレジュメを確認しながら、改正

の改善事例なども併せて紹介しました。

１１日（土）は、女性会の皆さんによるぜんざい

事項や誤りの多い事例を中心に進められ、その後は、

多東支部・美浜支部協賛により実施しています。

とした改善活動「橋本実践塾」を開催しています。

示 さ れ、樹 齢・種

ロングからショートに大胆なイメージチェンジが図ら

商工会との共催、愛知県理容生活衛生同業組合知

製造業部会では、毎年２S（整理・整頓）をベース

で開催されました。

２０１７年度愛知県理容組合推奨のＮＥＷヘアースタ

マイナンバーやふるさと納税について説明していた

の振る舞いが行われ、雪が舞う寒い季節に相応しい

だきました。

おもてなしが大好評でした。

そして、後半の消費税についての講義では、一

また、昨年度に引き続き、観光ボランティアガイ

般課税と簡易課税の違い、その計算方法について

ド「ふるさとガイドおおぶ」の皆さんによる大倉公

具体的な数字を挙げて解説されました。

園の歴史等が説

講義終了後には、決算および確定申告について、

明され、
「大 府 の

講師による個別相談を行いました。

良さ」を再発見さ
せてくれる１日と

なお、当所での３月の確定申告集合受付は、１日

橋本実践塾での２S 活動に興味を持たれた方は

なりました。

（水）
、３日（金）午後１時３０分から３階ホールで行

折込チラシをご確認ください。

われます。

お気軽にご相談下さい。 たよられるあなたに、たよれる安心を
【経営者医療共済】

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
〒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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代表 坂口 美穂

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！

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

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

坂

田

造

園

大府市共和町1-7-16

大府市半月町3-184-3

大府市桜木町5-287

於：当所３階大ホール
時：13:30 〜 15:00

市観光協会）が、２月５日（日）から１２日（日）ま

佐々木昴氏（ISIGURO・店長）を講師に招き、

阿久比町・武豊町・美浜町・内海・豊浜・師崎・

２月８日（水）

毎年２月の恒例行事「大府盆梅展」
（主催：大府

時：１３:３０〜１６:００

本講習会は、大府・半田商工会議所、東浦町・

於：大倉公園
時：１０:００〜１６:００

於：当所３階大ホール

時：１０：３０〜１２：００

製造業部会主催
橋本実践塾プレセミナー

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。

☎0562-46-4566
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会議所だより

会議所だより

おおぶ・逸品フェア

「失敗しない展示会のつくり方」セミナー
２月９日（木）

於：当所３階大ホール

時：2 月 13 日 ( 月 ) 〜 26 日 ( 日 )

時：15：00 〜 17：00

於：市内逸品運動各参加店舗

大府市と商工会議所では新分野参入支援事業と

当商工会議所商業部会が実施しております今年度

して、この４月に東京ビッグサイトで開催される医療

おおぶ・逸品展示会
平成 29 年 2 月 12 日 ( 日 )10：00 〜 17：00

おおぶ文化交流の杜 allobu 1 階 ギャラリー

平成 29 年 2 月 19 日 ( 日 )19：30 〜 17：00

アピタ大府店 2 階 エスカレーター付近

大府商工会議所では、市内の店舗の魅力を発信し、磨き上げを行っていく運動『一店逸品運動』を実施し

版の イチオシ商品 が誕生しました。

系の展示会「MedtecJapan2017」への合同出展

大府市内の 21 店舗の魅力あるお店が毎月集まっ

を計画しています。そこで、出展前の事前研修とし

て話し合った渾身の逸品が一つの冊子にまとまり、

て「失敗しない展示会の作り方」セミナーを開催い

2 月 1 日に 30,000 部発行されました。フェア期間

その披露の場として、展示会を 2 回実施致し、多くの市民の方にご来場いただきました。

たしました。講師には展示会活用アドバイザーの大

中は、2 回の展示会と冊子をもってお店を訪れると

お店ごとが特徴あるディスプレイをされ、魅力ある商品達が会場を彩りました。

島節子氏とサブ講師に実際に展示会へ出展され、大

特典・サービス等の受けられる店舗もありました。

きな成果を挙げられたケイ・エイチ工業㈱の平野祥

≪ 冊子の特徴 ≫

之氏にお願いし、Medtec 出展予定企業を中心に４

お お ぶ・逸 品

０名が参加しました。

が、この度、冊子となって完成致しました。

「おおぶ・逸品運動」の特徴は、
参加店が２つのグループを組み、
毎月集まって議論する「逸品研究会（全 6 回）
」
形式をとりました。異業種のグループを組む事で、
『素人目線＝お客様目線』の意見が生まれます。自店の新
たな強みを知るきっかけづくりを目的に、半年かけて進めて参りました。引き続き、より良い運動となるよう、
取り組んで参ります。

運 動 の 特 徴 は、

セミナーは２部構成で前半は大島先生から、成果

ております。この度、
大府の 21 店舗の店主が毎月集まり、
半年がかりで議論し生み出した イチオシ商品
（逸品）

参加店が２つのグ

を出す展示会のポイントについて説明を受け、展示

ル ー プ を 組 み、

会用のチラシは 誰に何を伝えるかを 盛り込み、

毎 月集 まって 議

解決策を明示することで、ターゲットとする顧客に

論 す る「逸 品 研

伝わり易くなると説明がありました。

究 会」形 式 で 取

後半は平野氏が展示会出展で成功するまでに苦

り組んで参りました。

労したことなど実体験を中心にお話しいただきまし

▲「逸品Selection」冊子

大府商工会議所としては、初の取り組みという事

た。

もあり、
『逸品運動』
に精通している専門講師を招き、

本研修で効果

木目細やかな支援を頂きました。

的な展示会出展

各店の紙面におけるキャッチコピー・紹介文は店

について学ぶこ

主自ら考えました。また、冊子全体においても参加

とができ、今後

店の皆さんの意見をもとに作成されています。

の展示会出展に

本冊子は、JR 大府駅・共和駅の改札前スタンド

よる成果が期待

や市等の施設へも設置されております。

できそうです。

第２６回ちたしん「夢サポート」助成金支援団体が決定しました！

是非ご覧下さい。

貴店の売上アップ、集客率アップにお役立てください。

動画で
誌面と に
効果的
ル！
アピー
広告掲載料
（2ヵ月間）

刈谷駅南口よりすぐ

岡崎駅東口より徒歩 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

50,000円（税別）〜
◎発行部数／98,000部（49号実績）
(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
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知多信用金庫主催のちたしん地域振興支援制度「夢サポート」の助成金支援団体が、
下記のとおり決定しました。
６分類（経済・地域・環境・福祉・文化・健康）より、大府市内からは、地域・文化の２団体が選ば
れました。おめでとうございます。（順不同）
①【地域】金メダルのまち応援隊
共和地区内の事業者の方々が企画・運営する金メダルにちなんだ知多半島全域の地域
活性化事業
②【文化】大府ばやし・小唄保存会
「大府ばやし、小唄」の保存・継承の為の文化活動団体による
デジタルマスターの制作

TEL〈 052 〉
601‐2440
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愛知県の国際ビジネス支援
愛知県では、県内の海外進出企業及び進出を検討する企業の皆様を支援するため、ワンストップ支援拠点とし
て「あいち国際ビジネス支援センター」を県内に設置するとともに、
海外では、
中国（上海）
、
タイ（バンコク）に「海
外産業情報センター」を、中国（江蘇省）
、ベトナム（ハノイ）
、インド（ニューデリー）に、情報提供や相談窓口
対応などを行う「愛知県サポートデスク」を設置しています。

あいち国際ビジネス支援センター

バンコク産業情報センター
16th Fl.,NantawanBldg 161 Rajadamri Rd.,

愛知県と（公財）あいち産業振興機構が入居し、同

Bangkok 10330,THAILAND

じフロアにあるジェトロ名古屋と連携

TEL : +66-2-253-6441 ( 内線 /ext 122)

して、県内企業の海外展開をワンストッ

FAX: +66-2-253-2020

プで支援します。

Email: aichi-bkk@jetro.go.jp

◆国際ビジネスに関する情報の入手

海外サポートデスク

◆貿易・投資についての相談
◆海外販路開拓支援

◆県内進出企業間のネットワーク形成

◆国際ビジネス展開支援

◆政府との協議、県内企業の要望等の伝達

◆国際ビジネスの人材育成支援

◆県内企業からの相談対応、情報提供

名古屋市中村区名駅四丁目

中国（江蘇省）

4−38 愛知県産業労働センター（ウインクあいち）18 階

設置場所：上海納克名南企業管理咨 有限公司

愛知県 産業立地通商課 海外展開支援グループ

蘇州分公司内

Tel: 052-533-6650 Fax: 052-533-6651

江蘇省蘇州市高新区獅山路 88 号金河国際中心

E-mail: ricchitsusho@pref.aichi.lg.jp

1107A 号
受付体制：日本語対応可能な窓口担当者が対応

（公財）あいち産業振興機構 国際ビジネスグループ

Tel:+86-512-6813-5367

Tel: 052-715-3065 Fax: 052-562-1980

Fax:+86-512-6818-5159

E-mail: info-business@aibsc.jp

Email: aichisupportdesk@nac-meinan.net

ベトナム（ハノイ）
設置場所：計画投資省外国投資庁北部投資促進センター内
Investment Promotion Center -North
Vietnam, Foreign Investment Agency,
Ministry of Planning and Investment
309 Room, 3rd Floor, New Building, 65 Van
Mieu Street, Hanoi
受付体制：日本語対応可能な窓口担当者が対応
Tel: +84-4-6663-9395

海外産業情報センター

Fax:+84-4-6275-7039

◆県内中小企業の海外活動支援

Email: aichisupportdesk@mpi.gov.vn

インド（ニューデリー）

◆海外からの直接投資の促進

設置場所：インド商工省ジャパンプラス内

◆外国人観光客の誘致

Department of Industrial Policy & Promotion,

上海産業情報センター

Ministry of Commerce & Industry

中華人民共和国 上海市延安西路 2201 号

Room

No30 A. Udyog Bhawan

上海国際貿易中心 21 楼 2109 室

New Delhi-1 10011

TEL: +86-21-6219-8125

受付体制：担当者が英語で対応

FAX: +86-21-6219-8132

（専用携帯）TEL:+91 971175-91164

Email: aichi-shanghai@aibsc.jp

TEL:+91 11-2306-3831
Email: aichidesk@knm.in
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古 賀 選 手 。そこに垣 間 見 れるの

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。

は、絶大な信頼関係とプロ同士の

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。

やり取りでした。

http://ｗｗｗ．ｏｂｕ-cci.or.com/

あうんの呼吸で、
さらなる高みへ。

シミュレーターに、モノづくりの技を込めて。
田中

「あと1mm、
タイヤの潰れ感が

鉄三郎さん （タツミ化成株式会社）

ほしいなぁ」。
二人のやり取りは、こんなミリ単
位の細かなオーダーが日常茶飯
事。実際に乗った感覚を古賀選手
が田中さんに伝え、開発に生かし
ます。
人をグッと惹き付ける語り口とみなぎる自信。アメリカ最大の人気モータースポーツ
NASCAR（ナスカー）
にも参戦する古賀選手との相性もバッチリです。

しかし、この妙技も、的確に伝え
られるプロドライバーと、それを
受け止め、微調整できるエンジニ
アで なけ れ ば実 現し得ませ ん 。

レースを知り尽くし、且つ、設計から完成まで極

が自分たちのシミュレーターです」。

めた田中さんだからこその巧妙なのです。

そしてその性能は、プロドライバー古賀琢麻

「やはり強みはモノづくりの技。この挑戦に終わ

さんの目にもとまります。

りはありません」。 おもしろいから突き詰める、

否定派を唸らせた、
モノづくりの技。

突き詰めるからおもしろい 、そんな相乗効果が
力となり、様々な人を巻き込んで、田中さんの挑
戦は極みへと駆け上がります。
（2016年3月25日取材）

シボレー 契 約ドライバ ー で ある古 賀 選 手に
とって、中途半端に再現されたマシンは逆に練
ピットさながらに繰り広げられるのは、ハイレベルなプロのやり取り。
プロドライバーが伝える微妙な実車感覚を読み取り、
ドライビングシミュレーターを調整する田中鉄三郎
さん。その卓越した 味付け で業界に挑む、熱き想いに迫りました。
（プロフィール）
大府市長草町出身。1970 年生まれ。プラスチック製品製造の設計、成型、組付けまで一貫生産するタツミ化成株式会社。
その一事業である TSK レーシングシミュレーターを一任され、モノづくりの手腕を活かして設計から完成まで取り組む。

習の邪魔。それが、田中さんと
の出会いで一変します。
「プロは曲がる時、ハンドルを
ほとんど切らずにブレーキとア
クセル、そして腰を使います。だ
から、その感覚が実現できなけ
れば意味がない。ずっとシミュ
レーター否定派でしたから、こ

「元々、大のモータースポーツ好き。可能性も

レーサー感覚の再現こそ、
味付け の極意。
モニターに囲まれて運転席に座れば、
レース
さながらのポジション、G（重力）、音、剛性感…。

感じました」。

ンの 緻 密さに惚 れ 込んだ古 賀

社長の理解で事業へ発展すると、モノづくりの

選手は、自ら広告塔を買って出

技術と人脈でパワフルに行動。マシンの精度を

ると共に、開発にも参加。最高の

高めます。

協力者を得て、性能は飛躍的に

田中さんが手掛けるのは、そんな迫力満点の

「車づくりもコンピューターの時代。ですが、最

ドライビングシミュレーター。10年ほど前、遊び

後の最後に乗った感覚を試すのは、やはり人。そ

で市販品を買ったのがきっかけです。

の微妙なフィーリングを再現＝ 味付け するの
12

のリアルさに驚きました」。マシ

アップします。
弾丸トークで熱く語る田中さ 古賀選手が乗るのはモーションを取り入れた最新モデル「T3R」。シート全体の動き
んに、的確なツッコミを入れる もリアルに再現され、全身で行うプロのドライビングを可能にしました。
13

大府商工会議所からのお知らせ

商工会議所早期景気観測システム

LOBO 調査報告

吉森支部主催：石ケ瀬川ライトアップ夜桜
「石ケ瀬川ライトアップ夜桜」も、今春で４年目を迎えることとなりました。
大府の新名所づくりならびに市民交流のある住み良い街づくりに、役立てて行きたいと思います。
期

間・点灯 ３月２５日（土）〜４月９日（日）頃まで １８：００〜２１：００

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 28 年 1 月調査結果

点灯セレモニー

●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、サービス業で改
善、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。

日 時 ４月２日（日） １７:００開始
場 所 石ケ瀬川 平成記念橋のあづまや付近
当日は、「菜の花まつり」や「春の JR さわやかウォーキング」も開催されます。
協賛金を募っています！

業況

ブロック別全産業 DI
（前年同月比）の推移（東海）
東海

20

全国
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＜吊り提灯＞１口 ５,０００円
＜木製ぼんぼり＞１口１０,０００円
（提灯・ぼんぼりともに、個人・企業・団体名表示あり）
※ご協力いただける方は、３月１0 日（金）までに、下記までお問合せください。
【問合せ】大府商工会議所・吉森支部担当 藤井（0562-47-5000）

〜社会人として身につけておきたい心構え〜

ビジネスマナー講座

企業・事業所の一員として、身につけておきたい挨拶や名刺交換・電話対応などのビジネスマナー
について、専門講師のもと下記のとおり開催いたします。
日 時：４月２７日（木）９：３０〜１６：３０ ( 昼休憩 1 時間・昼食あり )
場 所：当所３階大ホール
定 員：新入社員〜入社３年目位の方を対象に２０名（定員になり次第締切）
講 師：オフィス成旺 伊藤享子氏
受講料：１名 ５,０００円（非会員事業所１０,０００円） ※当日支払
申 込：４月１７日 ( 月 ) までに同封申込書に記入の上、FAX（46-9030）
にてお申込み下さい。
問合せ：大嶋（0562-47-5000）
協 力：（公財）日本電信電話ユーザ協会知多地区協会

●「取引先の輸出が好調で、自社の生産も増加
した。今後もしばらくは売上の改善が見込め
る」
（自動車部品製造業）、
「 荷動きが活発で、
業況は安定しているが、
ドライバー不足やガ
ソリン価格の上昇などが、引き続き足かせと
なっている」
（運送業）、
「昨年秋に採用した従
業員が辞めてしまい、人手不足となっている。
再び求人募集をかけているが、採用につなが
らず、苦戦している」
（化粧品小売業）
●業況の先行き見通しＤＩは、全産業では今月と
比べ改善する見込み。産業別にみると、製造
業で悪化、その他の４業種で改善する見込
み。

融資制度のご案内

いろり

次回ランナーは、寿司割烹

なだか
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全産業ＤＩ（前年同月比）の推移
16 年

17 年

8月

9月

先行き見通し

10 月

11 月

12 月

1月

2 月〜4 月

業

況

▲26.6

▲31.0

▲28.7

▲25.3

▲25.0

▲21.8

▲16.1

売

上

▲17.6

▲23.4

▲15.7

▲13.8

▲23.7

▲15.5

▲12.1

採

算

▲23.9

▲22.9

▲29.1

▲31.6

▲28.8

▲21.4

▲14.0

資金繰り

▲11.9

▲15.9

▲9.6

▲16.0

▲11.8

▲10.5

▲7.6

仕入単価

▲9.2

▲13.7

▲15.7

▲19.9

▲23.5

▲22.7

▲21.5

従 業 員
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平成 29 年 2 月 10 日現在

2,000 万円以内

■資金使途 運転資金
設備資金
■融資対象

また、注文した料理を大しゃ
もじに乗せて「おまたせ」と提
供するサービスも大人気。
どの料理も美味しくメニュー
も豊富なので、
ご家族でも楽し
めるお店です。

柿原誠太郎

-30

※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。

目も舌も楽しませてくれます。

■住所 共栄町8-11-10
■電話 0562-48-1444
■営業 17:00〜23:00
（L.O 22：30）
■定休 年中無休

-20

〜無担保・無保証・低金利〜

■融 資 額

新鮮な食材を使った料理で、

「炉ばた焼」

-10

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）

美味しいまちのグルメ駅伝
炉ばた焼

0

さん

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 1.16％
年 1.16％

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。
冨藤不動産
冨田幹雄さん
紹介ランナー

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

バドミントンのことなら何でも聞いてください！

バドミントンハウス
はりーあっぷ
代表

中口直人

●住 所 ／ 大府市月見町５丁目３２番地
●TEL ／ 0562-44-5529 ＦＡＸ／ 0562-44-5594
●営業時間／平日 10：30〜19：30 祝日 10：30〜19：00
●定休日／日曜日

会員の広場

平成８年５月にバドミントン専門店としてオープンしました。店名は、
「ガットを張り
あげる」
「試合なら急いで（hurry-up）張ります」という意味を込めて名付けました。
バドミントン用品、
ラケット、
シューズ、
シャトル、
ウェアー、小物などを揃え、
ＹＯＮＥＸ、
ＧＯＳＥＮ、
ＭＩＺＵＮＯ、ＷＩ
ＬＳＯＮ、
ＫＩＺＵＮＡジャパ ン など 取り扱って い ま す。指 導
コーチの資格も持っており、小学生、中学生、高校生、社会人のクラブもあります。み
んな、全国で活躍できるよう、一生懸命練習し、試合に出ています。見学体験も歓迎
しますので、希望される場合は、事前に連絡下さい。是非お店にお立ち寄り下さい。

匠の技！！いい家を省コストにお届けします！

縁家
代表取締役

井之上和寛

●住 所／ 大府市東新町 3 丁目 92 番地
●TEL ／ 0562-85-1822 FAX ／ 0562-85-1544
●定休日／日曜日
●営業時間／営業時間：8：00 〜 18：00
（事務所 9：00 〜 17：00）

リフォーム・増改築・新築など「木造建築に特化」した施工を、20 年以上手掛け
てきました。
お客様とのご縁を大切にしたい、夢をカタチにしたい、そんな想いを込めて「縁
家」と名付けました。
「いい家をつくってお客様の笑顔がみたい」という信念のもと家
をつくる仕事に誇りを持っています。
また、住みよい暮らしの提案とお客様の価格帯
にあった施工を心がけています。住まいに関すること、何でもお気軽にご相談下さい。

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 年度大府商工会議所

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

会員加入目標数

160

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。

4〜2 月加入者数

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

目標達成まで

88

72

平成 29 年 2 月末会員総数

問合せ：大府商工会議所 総務・会員サービス課
電 話：0562−47−5000

1,718

交 通 安 全 通 報！
３月は気温が暖かくなって、早いところでは桜が咲き始める頃ではないでしょうか。
お花見ではお酒がつきもの。昨年中、大府市内では飲酒絡みの人身事故が１件発生しています。
一杯なら大丈夫という油断が、
自分や家族を不幸にします。絶対に飲酒運転はやめましょう！

＜飲酒運転は絶対にしない！させない！すすめない！＞
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/

