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今年度で 6 回目を迎えた「みよし

創業塾 2021」。昨年 9 月から 10 月

にかけて延べ 6 日間（講座数 12 コマ）

の日程で開催されました。

コロナ禍での開催のため、募集

人員を 10 名に限定。東海学園大

学の講義室で、経営学を教える同

大学の教授や中小企業診断士、地

元金融機関、日本政策金融公庫担

当者らが、それぞれ専門分野につ

いて講義を行いました。

参加者は、創業に向けて

「ビジョンと経営戦略」「資金計

画」「創業計画書の作成」など

創業に必要な知識を学びまし

た。特に、創業塾初日には、

昨年受講者（昨年度受講者 12 名の内、５

名が創業）からのアドバイスとして、創

業した時の喜びや苦労した点など

を実体験として発表。すでに会社設

立を実現された受講者もいました。

今回参加した受講者に感想をた

豊田市の中心部で 2020 年 11 月から始まったデリバ

リーサービス「Ｔ+ＣＡＧＯ」。その対象区域がみよし市内

全域にも広がりました。

コロナ対応で、テイクアウトやデリバリー依頼が多くな

った飲食店業界。売り上げ減少をカバーしつつお客様

への利便を提供するこのサービスには、トヨタ自動車提

供の i-ＲＯＡＤ（写真）といった環境負荷の少ない電気自

動車を活用。配達は、豊栄交通株式会社が対応します。

みよし市内の登録店舗は、「お肉の専門店みや古」

「ＣＯＲＯＬＯ ＣＡＦＥ」「熱々天丼・天仁屋」「炭焼うなぎ

ひつまぶし うお茂」「おむすび+カフェＯＭＵ」の５店舗

（１月 17 日現在）ですが、随時参加店を募集し、増や

していく予定です。

【注文手順】

①ウェブサイト（右ＱＲコード）から、まず会員登録が

必要です。

②メニューを選び注文します。

③支払いは、現金若しくはクレジットカ

ード。現在は、「実証実験期間中

キャンペーン」として、配達料は

無料となっています。

④「Ｔ+ＣＡＧＯ」の配達時間は午前 11 時から午後９時まで

ですが、注文受付時間は、登録店舗によって異なりま

すので「Ｔ+ＣＡＧＯ」の各店舗ページでご確認下さい。

この配達サービス導入に携わってきた、株式会社う

お茂の代表取締役でみよし商工会ホームデリバリー委

員長の青木正也さんは『何とかサービス開始にこぎつけ

られて良かった。Ｔ+ＣＡＧＯは豊田、みよしの両エリアを

配達できるので相乗効果が期待できる。一店でも多くの

お店にご参加いただき、将来的には“Ｔ+ＣＡＧＯ仮想商

店街”に成長すれば嬉しい。市民の皆さんにどんどん

利用してもらいたい』と期待しています。

設備一般・重量物運搬・据え付け

〒470-0206 みよし市莇生町山田54-7 ℡〈0561〉３６‐０７７２　 FAX３６‐０７９２

「仕事のパートナー
（社員）募集」

溶接製缶・機械加工・省力化装置

ISO 9001
認証取得

ISO 14001
認証取得

〒470-0206 愛知県みよし市莇生町土郎谷27番地12

℡〈0561〉32‐2425 FAX〈0561〉32‐3456

Eメール  miyoshi.seisakusyo@lime.ocn.ne. jp

℡（0561）34‐7997 みよし市三好町上146

お一人様でも気軽にお越し下さい。

ワイン・地ビール・ウィスキー・焼酎、家庭料理など

幅広いメニューを楽しめ、味わえる「酒場」です。

日ご
ろの疲れをいやし 明日

への活力を生みだす

営業時間　OPEN 18:00ーCLOSE 24:00

(ラストオーダーCLOSE30分前)

定 休 日 毎週月曜・火曜

 

愛する人への感謝 そして　絆を感じ深める場

㈱鳥居発条製作所

ＩＳＯ ９００１取得
エコアクション21取得

勇気・元気・挑戦
＜社訓＞

ＴＲＳＴＲＳ
【スプリング製造業】

◆本社・第一工場 みよし市福谷町清水道24
℡ 0561‐36‐2085　   FAX 0561‐36‐2193

◆第二工場 みよし市福谷町西道上32
℡ 0561‐36‐3350　   FAX 0561‐36‐3649 

◆第三工場 みよし市福谷町清水道22
℡ 0561‐36‐2085　   FAX 0561‐36‐3241 

お
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。

５００円でオイル交換！
税込550円。国産４㍑(2000ccクラス車)まで。

本クーポンをご持参下さい。    ※オイル交換は要予約

あなたの街のくるまやさん
全
て
の
メ
ー
カ
ー
を

取
り
扱
っ
て
お
り
ま
す
。

10万円以上の査定で、この広告をご提示
頂きますと、さらに“1万円プラス”します。

只
今 本社：グッドフェイス
℡〈0561〉42-7600 北部小学校下
10:00～19:00(火曜日・祝日定休)

グッドフェイス BlueStore
℡〈0561〉35-5551 かつさとさん隣
10:00～19:00(水曜日・祝日定休)

コロナ対応のため、変動する場合があります。

ずねると、

◎夢が実現出来そうでワクワクして

いる。今後も店舗を出すうえで随時

相談したい。

◎創業計画書を具体化でき、必要

な知識を学ぶことが出来た。

◎資金繰りについて、どのくらいの

資金が必要で、何をしなければい

けないのか分かった。

◎創業までに必要な手順や情報を

短期間で習得できとても良かった。

などの喜びや手ごたえがあったと

のコメントをいただきました。

商工会では、創業支援を継続的

に行っています。創業に関してど

んなことでも気軽にご相談下さい。

■問合せ みよし商工会
℡〈0561〉34‐1234

《みよし創業塾2021》

夢をかなえる第一歩！

Ｔ＋ＣAGO
トップページ

新しいデリバリーサービス みよし市全域に

配達エリア拡大

新規会員登録で1,000ポイントもらえる

「ポイントゲットキャンペーン」実施中！

みよし市内の飲食店（物販店）登録募集中！

Ｗチャンスへのご応募

有難うございました！
コロナ禍による影響で落ち込ん

だ地域経済の回復、消費者への支

援を目的に発行された、みよし市の

「プレミアム商品券・食事券」。

みよし商工会では、さらに賞品が

当たるＷキャンペーンを開催したと

ころ、１１，７９３通ものご応募をいた

だき、昨年12月22日、みよし商工会

事務局で、鰐部兼道会長以下関係

スタッフ立会いのもと厳選なるパソ

コン抽選を行い、100人の当選が決

定いたしました。

Ａ賞からＣ賞までの各当選者に

は「ＷＥＢカタログ」を当選通知とし

て送信。現在、当選品取扱い事業

所から当選者の方への賞品発送作

業を進めています。

なお、「プレミアム商品券・食事

券」の利用期限は２月28日まで。払

い戻しは出来ませんのでお早目に

ご利用下さい。

´

昨年秋に東海学園大学で開催された講義の様子
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東に面白い店あると噂あれば走り

西に暖かい話題あると聞けば一緒に喜び

南にユニークな人いるとみれば感化され

北にビックリあれば「ほ～」とうなずきに

あらゆるところへ出向きます。

２

電動機モーターや
減速機、工業用ロ
ボットの関節部分を
滑らかに作動させる
“割出モーター”な
ど、機械を作動させ
る中枢部品を製造

する花田鐵工所。
「多品種、少ロットの部品を製造しているの

で、取引先からの品質管理の要求もレベルが高
い。製品１点ずつ“検査記録書”を付けて納品し
なければならない。今まで、人が手作業でこなし
てきた画像測定や接触測定を、自動で計測でき
る外国製の自動計測器を、昨年末に導入しまし
たよ」と、花田昌宏さん。
花田さんの父、昭八さん（2016年に他界）が名古

屋市昭和区で昭和37年（1962年）４月に創業。東

郷町白土移転を経て、当時、三好町莇生のこの
地に工場を構えて38年。「今年60周年を迎える
ので、何かその節目を記念して、従業員や関係
者に感謝したい。50周年、55周年のときは何も
出来なかったので…」。（笑）

先代、昭八さんから代表を引き継いだあと、実
弟の専務、花田桂さんとともに精力的に取り組ん
できたのが業務の改善と社員の福利厚生充実。
「まず、古くなった設備を処分し、工場内にスペ
ースを確保しました。次に、社員が作業するため
の動線の改良と工夫。昨今言われる働き方改革
に取り組んだり、社員の万が一のときに備え、共
済保険へ加入したりと、働きやすい職場環境づ
くりを目指しました」。
また、国の補助金制度である『省エネ補助金

（エコリース）』も活用。工場内の照明をＬＥＤに交
換。近年の猛暑続きの夏場には、コンピュータ制

御の回路保護のた
め、空調設備も更新。
当初は、快適な労働
環境作りが主眼でした
が、結果的に取引先品質管理部か
ら“品質向上”のお墨付きを得られ
ることに。
しかしながら、この先10年後、15年後を見据え

たときに不安なのは、人材確保（求人募集）だと花
田さん。「今、社員の年齢は30代後半から60代
前半。高齢化は避けられないが、やはり次世代
を受け継いでくれる人材を確保したい」。社会の
流れから自動化・無人化も受け入れ、導入せざ
るを得ない現状。「でも、これは社員が、より生産
的・創造的な活動に従事できるようにするための
ステップ。数の少ない特殊製品を作るためには、
人の力が絶対に必要ですから」。

店内に
何百種類

もあるという様々な形、デザインの
天然石（パワーストーン）。お客様と、
一緒にお茶を飲んだり世間話や時
には人生相談的な語りあいをしな
がら、「お客様が本当に必要とする
石との出会いを手助けし、石たちと
の“縁づくり”を心がけています」と
アドバイザーの原田知代子さん。
原田さん自身の思いや願いを込

めたお店経営も早16年目。「私、本
屋さんや肉屋さん、ファンシーショ
ップの店員、訪問販売など10以上
の仕事に就きました。もちろん、天
然石を販売するお店でも働いたこ
とがあります。でも、自分にとっての
“天職”はなんだろう？と考えたとき
に、子どものころから好きだった
“石”だったのかなと」。
今でも、昨日のときのように思い

出せるという、小学校３年生の通学
途中、雨の日に偶然拾ったという
エメラルドグリーン色の石。いつか
大人になったら調べようと大切に保
管していたその石。「宝石屋さんで
みてもらったら“グリーンフローライ
ト（ホタル石。“癒し・安心感”などの意味）”
だと分かったんですよ」。（写真右）

天然石には、それぞれ固有の
“意味”や“効能”があるそうです
が、癒しの森では、主に“癒し・人
間関係・仕事運”の面で、お客様の

悩みやストレスを浄化したり、パワ
ーアップを後押しできる石との出会
いの場を用意。
「私が選ぶのではなく、お客様が

“この石気になる”と手にした瞬間、
その石との縁が生れます。私が小
学生のとき、石を拾ったように第六
感にピピッとくる力を石が持ってい
ます。お客様が自分に必要なパワ
ーストーンを自ら選んだということで
すね」。
自分に合う石を探す楽しみ以外

にも、占い（無料）やドリンクサービ
ス、オリジナルのアクセサリー作り
（有料）、週１のインスタライブなど
で、全国や海外にも癒しの森情報
を発信中。「言葉は通じなくても（英
語が出来ないので）、気持ちは伝わって
いると思います」。（笑）

さらに、お店には看板猫「ルナち
ゃん（６歳・保護猫）」の存在感も。あら
ゆる出会いに意味があると原田さ
ん。「三毛猫でオッドアイ。これ、商
売繁盛の印らしくて、ずっと探して
いたのですが、諦めかけたころに見
つかった。譲渡日
が満月。だからル
ナ」。
ルナちゃんと、

皆さんが癒しの森
へと足を運んでく
れるのを待ってい
ます。

●三好町半野木1-82 ●℡080-5120-1849 ●定休日 なし
●営業　 11：00～18：00（事前にご連絡下さい。）

クリスタルヒーリング癒しの森 原田知代子さん

●莇生町原26-1 ●℡〈0561〉34-1527 ●定休日 日曜・祝日
●営業9:00～17:00 ●メールhanadatekkousyo@fain.ocn.ne. jp

昨年12月に納入されたばかりの新型マシーン

『何が売れるのか？何を売ったら
よいのか？どうしたら売れるの
か？』。食品パッケージの印刷会
社（岐阜県）に22年程勤務。専門店
や百貨店で販売される商品を数多
く生み出し、売れるためのディスプ
レイ方法や商品プロデュースなども
長年手がけてきた伊藤剛史さん。
伊藤さんはその印刷会社から、

和・洋菓子メーカーへと転職。「業
界の内部事情がさらによく分かりま
した（笑）。製造の現場では“何とか
したい！”“どうにかならないか？”
と、社員や担当部署に意欲や思い
つきはあっても、日常業務に追わ
れて、なかなか具体化、形にできな
いんです」。
第三者的なスタンスだからこそ、

見えてくる、分かることが多くある今
の立場。そんな思い、課題を何とか
してあげたい、実現させてあげた
い！と、自ら起ち上げた会社が『う
れるモノづくり研究所ＹＭＫ，ｉ』。
夢 （ YM）を形 （Ｋ ）にする研究所
（ institute）。スイーツ・食品などを対
象に、パッケージと商品開発のコン
サルティング＆プロデュース業を手

がけるように
な っ て １ 年
半。
業務の第

一歩は、チェ
ックシートの

活用及びパ
ッケージデザ
イン診断。「こ
れによって自社、自店の現状をし
っかりと把握していただき、目標設
定、方向性を明確にします。パッケ
ージはその商品の衣裳であった
り、お店の顔となったりするもので
すから」。
三好生まれ、三好育ちの伊藤さ

ん。その三好に何か“恩返し”でき
ないかと、思い巡らしたのがみよし
の名物づくり。「みよしならではのも
のを作りたいと、以前から思ってい
たんですよ」。そして、手がけたの
が、市内のスーパー・コノミヤさん
入り口「小池風流軒（みたらし団子や
五平餅なども販売）」で昨年12月から
販売を開始したのが『太鼓焼』。
「みよしには３つの大きなお祭り

がありますよね。みよしの３文字と
祭り太鼓をイメージしたデザインで
売り上げアップを図りたい」。また、
みよしの名物づくりについても、「み
よし市全体として盛り上がらなけれ
ば意味がない。そのためにも、１社
より２社、２社より３社。あれもある、
これもあるというような“選択肢”を
広げていきたいですね」。
お客様が新しい商品に期待す

る“ワクワク感”に応えたいと、伊
藤さんはノウハウを惜しみなく提
供しています。

●三好町善休29 ●℡090-8157-3348●定休日 なし
●営業時間 随時対応 ●メール take4_24_3@yahoo.co. jp

●HP

あなたのお店・会社の“企画部”になります！

うれるモノづくり研究所ＹＭＫ，ｉ 代表 伊藤剛史さん
たけし

商品＆ブランディングプロデューサー/パッケージデザインアドバイザー

うれるモノづくり研究所 検 索

あんたっぷりで甘さスッキリ

小池風流軒の店長と伊藤さん

クリスタル
アドバイザー

“人と石を繋ぐ”お手伝い！
お客様の相談に耳を傾ける原田さんとルナちゃん

こ
の
石
と
の
出
会
い
が
原
田
さ
ん
の

運
命
を
決
め
た
！

HP iyashinomori91.com

みよし商工会代表理事

株式会社花田鐵工所代表取締役 花田昌宏さん

最先端技術を導入し、品質管理を徹底

（毎週火・木・土 6:00～7:30）

1950年創業 自動車部品・アルミダイカスト製品加工

〒470-0226 みよし市西一色町塚ノ下493-3

℡〈0561〉32-1922（代） 〈0561〉34-2356FAX

代表取締役社長　 鰐部三郎

㈱鰐部製作所

人が考え、人の手が創る。

研ぎ澄まされた人間力で技術を高める。

妥協を許さない徹底したこだわり。

社員一人ひとりの個性を尊重する。

ＷＡＮＩＢＥ　 ＩＳＭ

お
客

様
満

足
、第

一

地
域

に
も

貢
献

Ｓ

工業用ロボットの
関節部品を製造

みよし市莇生町曽和265-1

寒中お見舞い申し上げます

新型コロナ第６波の感染拡大が心配なこのごろ。

マスク着用、手指消毒、換気などを心がけ、

健康・安全・安心な生活を過ごしたいですね。

℡〈0561〉32‐0577

おうちを

きれいに。
除菌も

衛生対策も。
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★社名の由来を…
〈髙添さん〉当社は創
業 25 年ですが、父
（正さん・代表取締役）の
生まれ故郷が宮崎県
の西都市（さいとし）で子
ども（息子）が三人、そ
して三好で生活の三つを重ねあわ
せて名付けたそうです。
その父は非常に多趣味で、キャ

ンピングカーで全国放浪旅をしてい
るような感じ。今どこにいるのかを、
ぼくもよく知らないんですよ。（笑）

地元でのお米作りや、しいたけ作
りにも熱中していますね。

★パレットのオーダーメイド、カスタ
マイズ…〈髙添さん〉皆さんがよく目
にする、フォークリフトで荷物を積ん

だり運んだりする平
たいパレットではなく、
取引先各社からの
依頼、要望で『立体
的なものを上手く納
める』『製品や部品を
効率よく運べる』『作

業場や工場という空間を有効活用
する』といった視点で製作している
ので、中には、“カラクリ仕掛け”のよ
うに載せた製品が半回転して納まる
ようなものもあります（写真）。
他社さんが『出来ない』って諦め

たものを我が社が造った例も多くあ
りますよ。“技術力勝負”で、プレゼ
ンには負けない自信がある！（笑）

★仕事上での親子関係…〈髙添さ
ん〉仕事のほとんどは任されていま

すが、まだ引退したわけじゃなく、
“アドバイザー的な役割”を果してく
れています。とにかく“考える”のが
好き。どうしたら出来るか、上手くい
くのか、“視点”“引き出し”をいくつ
も持っている。仕事に関しては尊敬
していますね。社長（父）からの期待
には、応えたいなぁと、いつも思う。

★商工会青年部の意義…〈髙添さ
ん〉ぼくは、豊田青年会議所に 10
年所属していて副理事長まで務め
ました。みよしから離れている時
間が長かったので、今まで学
んできたことや人脈なども活
かしながら、みよしの力にな
れたらと思う。
青年部の活動は、異業種

交流や地域貢献など“学ぶ機

会”の宝庫。コロナの制約が多いの
ですが、今年度は地域や子どもさん
たちのために、「ペイントコーティン
グ」で小学校の遊具塗装などにも取
り組んでいます。

★業界の将来予測を…〈髙添さ
ん〉自動車産業の動向に大きく左右

されるので少し心配。自動車
のＥＶ化で部品の共用化が
進み、車の部品が現在の１
台３万点から４割ぐらい減
ると言われています。
10 年先をみて、アイデア

と技術力で生き残りたい。
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●お店を開くきっかけは…〈咲子さん〉元々ご
はんを作るのは大好きで、娘（有希さん）の友達が
我が家に遊びに来たときには、よく食べさせてい
ました。仕事自体も“やとわれ料理人”（笑）みたい
な感じで、あちらこちらで、食事の提供や料理作
りに取り組んでいました。
20代のころから、漠然としてでした

が、“ごはん作りが仕事になったらい
いなぁ～”と思っていたので、これは
『夢がかなった！』ということですね。

〈有希さん〉私が、中学、高校生の
ころ、よく友達が遊びに来て、母の作
ったごはんを食べると『“おばば”の作
ってくれたごはん、めちゃ美味しい！
また食べたい！』と、友達みんなリピー
ターやファンに。（笑）

●どうして“おばば”に。この場所
を選んだのは…〈咲子さん〉娘の友達が、親しみ
を込めて“おばば、おばば”と呼んでくれていて、
すごく親近感、愛着があるんです。おばばもおば
さんという意味ですけれど、“おばさん”と呼ばれ
るのは嫌なんですね。（笑）

ここが元々自宅で、もう15年ぐらい住んで
います。その自宅庭に、このお店を建てまし
た。自宅とつながっているんですよ。

〈カウンターのお客様〉お庭でよくバー
ベキュやっていたのを、153バイパス沿い
なので見かけましたね。いつも楽しそう
で、ぼくも仲間に入れて欲しいなぁ～と思
いましたよ。（笑）

〈 咲 子 さ ん 〉自宅の隣が、「アーチ
（Aaaaachi）さん」という美容
室で、ご自宅をリフォームさ
れて、お店をやっていらっしゃるん
です。
私もその美容室の客なんです

が、お店をやろうかどうか迷って
いるとき、美容室のママ（岡田あや
こさん）が『絶対お店をやるべきだ
よ！』『あなたならできるよ！』っ
て、すごく励まして下さいました。
決断を後押ししてもらったし“自

宅の庭にお店を建てる”というヒントも頂きました
から。

●家族の反応は…〈有希さん〉母の影響も受
けていると思いますが、私も接
客や飲食の仕事が大好き
で、コロナ問題が発生する
前、２０１９年の３月から９月
まで、沖縄石垣島のリゾートホ

テルで、主に「朝食ビュッ
フェ」を担当し、接客の基
本やスキルなどを学びま

した。
それから開業に必要な届出や申請

など基本的なことは、商工会の「創業
塾」で学んだり、商工会職員さんから
アドバイスを頂いたりして、本当に有難
かったです。

●得意なお料理や、お店をやって
いて嬉しかったことは…〈咲子さん〉煮
物がやはり得意かも。お魚、お肉、野

菜など、煮物（煮込み）料理はぜひ味わってくださ
い。お客様の『おいしかった！』『また食べた
い！』『また来るね！』の感想やお声掛けが、本
当に嬉しい。私たちの励みにな
ります。
事前に『何々が食べたい』

ってリクエスト下されば、ご用
意いたします。

自薦・他薦OK。“個性的な”お店お待ちしております。

久しぶりに故郷で食べる

おふくろの味を思い出させる
〈2021年５月創業〉 おうちごはん おばばん家
店主（母）・北條咲子さん 店長（娘）・北條有希さん

■打越町諸輪坂15-347（153号バイパス線沿い「東明跨道橋」下ってすぐ。たまご村手前）

■℡〈0561〉32-9268　 ■席 数 カウンター５席・座敷４人席×３卓

■営業時間   17:00～22:00（LO21:30）　 ■定休日   木曜日

■Ｐ ４台        ◎宴会ご予約、ご予算（料理内容）応相談

《主なメニュー》 税込

●サラダ 550円
●だし巻玉子 500円
●鶏唐揚げ 650円
●手羽先唐揚げ 580円
●雑炊 450円

●チャーハン・焼きそば
焼うどん    各600円

●生ビール（中） 500円
●サワー          450円

●日本酒、焼酎各種有
●ソフトドリンク      300円

手前・有希さん、奥が咲子さん

“あったか料理”がお待ちかね

上品！鯛の潮汁仕立て

美
味
し
い
！
　
シ
ャ
キ
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大
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や
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鮮
お
刺
身

《商工会青年部・部長》

有限会社 三都工業
取締役副社長 髙添久幸 さん

●本　 社 福田町樋揚3-3
●明知工場 明知町割目池1-81
●℡〈0561〉34-4323 ●操業時間 9:00～17:00
●HP santo‐k.co.jp●メールs.o.d@santo‐k.co.jp

反転式マガジン台車
と呼ばれるオーダー
メイドのパレット

落下しな
がら反転

草取り具にも
特許を取得

アイデアは兄の久幸さん。それを「３次
元ＣＡＤ設計ソフト」で具体化（設計・
図面化）する弟の常務・祐也さん

ち

日本酒好きには嬉しい

“４種飲み比べ”セット

デザートセットも嬉しい。

◎貸し切りは、10人前後から応相談。調理
担当がひとりのため料理をお出しするのが
遅くなる場合があります。ご了承願います。
当日のおすすめメニューなどは、インスタグラム

instagram@obabanchi
でご紹介しております。

●

●

★

●●●

三好弁財天

マ
ク
ド

ナ
ル
ド

ピザハット

フィール
三好店

三好森下

至
刈
谷→

N

●●●

豊
田
知
立
線

碧亭

●みよし市三好町折坂73-1
（県道豊田知立線沿い）

●℡３４-４５８１ ●火曜日定休

●営業時間 11時30分～2時/夜5時～9時

中国料理

碧 亭みどりてい

ミズノ建設工業株式会社

■工場や倉庫、事務所など、主に企業様向け

■機械の塗装、床補修、タラップ設置

■耐震補強、増改築など

℡〈0561〉34-5593（土日休業） 莇生町水洗32-2

住宅建築

鉄骨工事

総合建設

技術と誠意で信頼にお応えします。

リフォーム

営繕・補修

ご相談下さい。

厳選素材を使用し、

ヘルシーさにも配慮。

デザートは自店製造。

お弁当、オードブルの

ご注文も承ります。

テイクアウトもＯＫ。
（幕の内弁当は２日前までに

ご予約願います。）

●

●

至豊田→

153号バイパス

たまご村

N

打越百々

●●●

当店

★東山台東

●●●

ノリタケ
ショップ
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社会保険労務士法人

深谷社労士事務所

まかせて安心！

会社の労務管理、労働保険・社会保険の

手続き代行、個人の方の年金相談

みよし市三好町前畑38-2（三好中学校すぐ北側）

℡〈0561〉34-2330 【土日、祝日定休】

３頁目の「みよし商工会青年部員紹

介」でご登場頂きました、㈲三都工業さ

んから、お庭の草取りに機能的（特許取得

済）な「草取り具（写真右）」を３人の方にプ

レゼントします。希望者は、

■〒470-0224  みよし市三好町大慈山2-11
みよし商工会「いいじゃん通信読者
プレゼント係」あて、１月号の感想など

をご記入いただき、２月４日
（金）までにハガキでお申込

み下さい。

当選者には、商工会事務

局より当選通知を送付。

後日お届けします。

■問合せ　みよし商工会
℡〈0561〉34-1234

にプラス、次の技能講習が受けられるようになりました。（月１回）

☆未経験の方
32,230円（３日間:20時間）

★他資格有りの方
28,050円（３日間:16時間）

小型移動式クレーン

☆未経験の方
30,360円（３日間:19時間）

★他資格有りの方
23,760円（３日間:15時間）

玉 掛 け

■
◎

トヨタL&F様
向い側

当スクール

●●●
豊田知立線沿い

ス
キ
ル
ア
ッ
プ
！

業
績
ア
ッ
プ
！

愛知労働局登録教習機関です。

教育訓練給付金制度をご利用いただけます。

金額税込 金額税込

住まいのことなら何でもご相談ください！

新築〔木造・鉄筋・鉄骨〕、リフォーム 建築工事一式　

■宅地建物取引業・愛知県知事免許（04）第018384号 ■みよし市三好町原31番地/℡〈0561〉39-0125

設計・施工から土地建物相談まで１級建築士が対応します。

℡32-3206 ◆年中無休

◆営業時間/AM7:30～PM8:00
◆153号バイパス福田橋南交差点南200㍍

早朝から営業しております。 〈学生専門店〉
通学シューズ・学生服・

セーラー服・ランドセルなど

《事業所向けワークユニフォーム》
長シャツ・パンツ・ブルゾンなど

“二酸化塩素”のチカラで

ウイルス除去・空間除菌・悪臭除去効果

病院・介護施設での導入実績有り。小さいお子様や

受験生のいらっしゃるお部屋に置いて、風邪予防！

特別価格

990円（税込）

希望小売価格
1,600円（税別）

持続効果約２カ月 

製造発売元：パスタライズ株式会社（みよし市福谷町/℡36-0011）

全国のウエルシア薬局で販売中！

雑貨・喫茶

℡〈0561〉36-0280／月・火定休／11時～18時／黒笹町 　↑ふるさと納税の返戻品に認定されました。

猫グッズ専門店 健康は良い眠りから…

健康はかけがえのない財産です

健康診断・人間ドックのご利用、
ご相談は当クリニックまで！
お問合せ ℡〈0562〉93‐8222

◆〒470-1101 豊明市沓掛町石畑180-1

（受付時間：月～土 8:00～17:00／日曜・祝日休診）

＊注文住宅＊新築＊リフォーム

Sinyouホーム ㈲信友建設　  ℡〈0561〉32-0818
みよし市打越町畦違167-1

黒笹駅

至三好ケ丘

至日進

★
●●●

至
福
谷

■

■

黒笹
公民館

セブン
イレブン

ココ

黒笹交差点から
東方向約100㍍

整体＋カイロ

＆メンタルリフレッシュ

【施療時間】
AM10:00～PM7:00
※最終受付午後５時

【施療費】
60分 5,000円
80分 6,000円
【定休日】

不定休

〈完全予約制〉

090-5850-8201

このクーポンで千円ＯＦＦ（初回限り）

身体の不調には“理由”があります。
その原因を一緒に探り、疑問にお答えしながら

施療に取り組んでいます。

整体・カイロ
セラピー

から
だとこころのバランスを整え

る

商工会・新会員ご紹介 〈令和3年7月～11月理事会加入承認分〉

今回新たに17社が加わりました。

令和３年11月４日現在、971社です。

「みよし商工会」は法律（商工会法）

で定められたみよし市唯一の総合経済

団体です。

入会金は１千円。会員加入は常時受

付けておりますので、遠慮なくお問い

合わせ、お申込み下さい。

企業名（事業所名） 業種（事業内容） 所 在 地

㈱ＡＳＳＡ 美容（エステティックサロンＳａ．ｉｔａ） 三好町前田

㈱ウォームス 介護事業 打越町苗座

寿し 飲食業 明知町小池下

手嶋組 建設業 三好丘桜４

ナカガワショップ 配送業 三好丘５丁目

㈱ローザファーデン 訪問看護 三好丘２丁目

㈱Ａ-１トレーディング 飲食業（カレー・チャハリレストラン） 黒笹町西新田

㈲コクブン 飲食業（中華料理・九龍居） 黒笹町縄手上

Ｂａｇ Ｓｈｏｐ ＬＥＦＴＹ ＨＯＲＳＥ 小売業（革製品販売） 三好町上

サンキューラーメンみよし市福田店 飲食業 福田町山畑

㈱Ｒｉｓｉｎｇ  Ａｓｉａ  Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 飲食業（カレー・Om-Shree） 三好町西田

ゆき 飲食業 福谷町花立

（一社）あおば 生活環境相談業務・居宅介護支援業務 三好丘あおば１

うれるモノづくり研究所 ＹＭＫ,i 企画・コンサルタント業 三好町善休

（合）アイグゼル（HAAVEN MERHABA CAFE） 移動販売（カフェ） 豊田市朝日ケ丘

㈱中広KA.NA.U club編集室 広告作成 東郷町北山台

みよし市の皆さまへお知らせです

2022年１月　新倉庫OPENしました！

業務拡大につき

スタッフ募集中！！

〈拠点一覧〉梅坪第一事業所・梅坪第二事業所

三好第一営業所・三好第二営業所・仙台営業所・山形営業所

佐野営業所・相模原第一営業所・相模原第二営業所

安
心・安全な生活空間を創造します。

青年部員紹介「㈲三都工業」さんから読者プレゼント

決算・確定申告（所得税及び消費税）

講習会の開催について

■相談日時 ２月16日（水）～３月15日（火）

午前９時～午後５時（土日、祝日除く）

■会場 保田ケ池センター事務室（個室）

で商工会職員が対応します。

■必要書類 確定申告書、決算書、添

付書類（医療費集計票、社会保険料・生命保険料控

除証明書、源泉徴収票、確定申告お知らせハガキ）。
※電子申告は、別途ご相談下さい。

〈税理士による個別指導講習会も有ります〉
４人の税理士による個別指導講習会も

保田ケ池センターで開催します。

【２月】４日（水）・７日（月）・10日（木）・14日（月）

・16日（水）・22日（火）

【３月】３日（木）・10日（木）・15日（火）

相談時間は、
緑色表示日…午後１時30分～３時30分
桃色表示日…午後１時～５時

■問合せ みよし商工会

℡〈0561〉34-1234

みよしの特産品の

ひとつである柿。市内で

収穫された柿の多くは、ＪＡに

持ち込まれ選別。全国へと

出荷しています。

しかしながら、農産物の

宿命でもある規格外品の

発生。『この規格外の柿を

集め、何かに利用でき

ないだろうか』と考えた

生産者やＪＡ。２０１9年から、

JAあいち豊田とみよし市が協力し、市

内学校給食で出すためのゼリーの製

造開発を、豊田市で調味料などを製

造している神谷醸造食品株式会社に

依頼。試作を重ねて出来上がったの

が柿ゼリー。

みよし市内の学校給食のデザートと

して、令和２年度に１回、３年度には２

回提供しています。

この柿ゼリーをより多く

の人に味わっていただこうと、

みよし商工会の「特産品認

定」を取得。ＪＡあいち豊田グ

リーンセンター三好店などで

販売する予定です。

外袋には東海学園大学経

営学部経営学科の学生さん

協力による『甘みよし・柿ゼ
リー、みよし市産柿使用』を

ＰＲしたシール（写真）を作成。販売価

格を出来るだけ抑えようと工夫してい

ます。

「食品ロスの軽減」や「地産地消の

推進」にもつながるこの取り組み。皆さ

んもぜひ味わってみて下さい。

★販売予定価格
１袋８個入り540円（税込）

柿
ゼ
リ
ー


