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みよし市内の農業・工業・商業の各
部門が集まり、100近くのブースで様々
な飲食、物品販売、サービスのＰＲな
どが行われる年１回の大イベント。
商工部門では、43ブース（飲食21ブース、
物販・ＰＲなど22ブース）に加えて、商工会青
年部が一昨年に続き、13種類の子ども
お仕事体験プログラムを用意。子ども
さんたちに「働くことに親しみ、興味
を持ってもらう機会」を提供します。
大工さん、左官屋さんなど、それぞれ
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子どもさんの体験を見守る渡邉さん

11月４日（日） さんさんの郷
■午前9時20分オープニングセレモニー
■午後2時30分 イベント・模擬店終了
莇生町の大工、渡邉貴志さん（リフォ
ーム職人WILL「志」）が、「青年部活
動を通じて貫いた志」をテー
マに、愛知県大会、中部ブロ
ック大会でそれぞれ「最優
商 秀賞」に選ばれ、11月21日
に広島県広島市で行われ
工 る全国大会に出場します。

渡
邉
さ
ん会
、青
全年
部
国の
大主
渡邉さんは発表の中で
会張
発 『日本建築の伝統技術をも
っとみんなに知って欲しいと
に表 独立しました。しかし、経営者
出 として資金繰りや予算の知識
が足らず、いきなり借金を背負
場 いました。どん底、地獄のような
中部ブロック大会で熱く語る渡邉さん

生活を続ける中、悩みを小学校の
“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
持続効果約２カ月

特別価

の部門が協力しあって高さ1.8㍍程のやぐらを造り上げ
（写真左下・昨年実施）は、商工会青年部の主
た「建前体験」
張発表大会で「事例発表」された取り組み。
ステージでは「Back2 Basics Band」（外国人バンド）が、
1970年代から最近に至るまでの音楽を演奏。午前、午
後それぞれ１時間ずつ登場し、耳を楽しませてくれま
す。また、農業まつり部会ではJAの果樹・酪農・養
豚・養鶏・そ菜園芸・花卉（かき）の各部会とともに、み
よし市の友好都市、長野県木曽町三岳や北海道士別市
からも特産品などを販売していただけます。
【問合せ】みよし商工会℡34-1234

子どもお仕事
体験の受付は、
9:30から会場内で
整理券を配布し
ます。
10時から体験
開始です。フィナ
ーレには、「やぐ
ら」からの菓子ま
きが有ります。

同級生に打ち明けたら、“商工会青年
部に入ったら”と勧められ、当時、その
意味も分からないまま入会しました。
産業フェスタの子ども職業体験コーナ
ーで大工体験 （写真上） を任され、本格
的な材木を使ったやぐら造りを提案。
これが目玉イベントとなり、この様子を
見た来場者の方から仕事の依頼があ
りました。以前は自分のことしか考えて
いなかったのに、自分が地域のために
何が出来るかを考えられるようになりま
した』。
全国大会出場を決めるまでに、７
月 12日 の 愛 知 県 大 会 で は 、 県 下 ８
支部から８人が発表。渡邉さんに次
いで２位となった知多支部美浜町商
工会の出場者は「子どもと笑顔と
私」。そして８月12日には、岐阜県岐
阜市での中部ブロック大会に出場。
愛知の代表として、三重・富山・石
川・岐阜県の商工会青年部の代表と

ジャンル

具体的内容

協力事業所（敬称略）

お花屋さん
食べ物屋さん
食べ物屋さん
大工さん
左官屋さん
まるさん工場
シート工房
おまわりさん
ひまわりテレビ局
ラジオ局
材木屋さん
水道屋さん
空飛ぶ写真館

フラワーアレンジ体験
おにぎり・田楽販売員
ドリンク販売員
建前、やりがんな体験
しっくい塗り
車の部品を使った自由工作
トラックシートで指人形作り
パトカー展示・防犯啓蒙活動
キャスター体験
ＤＪ体験
木工体験・ウッドシェルフ作り
配管体験・駒パッキン取り換え体験
トイドローンの操縦・撮影体験

㈲みのり式典設備生花部
おむすびカフェＯＭＵ
みよし商工会女性部
リフォーム職人WILL「志」、野沢建設㈱
㈲キド業務店
㈱三晃
㈱安田製作所
豊田警察署
ひまわりネットワーク㈱
エフエムとよた㈱

主張を競い、見
事、最優秀賞に選
ばれました。
渡 邉さ ん は 『 青
年部のみんなや周
りのおかげで代表
になれた。今まで
の取り組み全てが
非常に充実した時
間で、そのことも一
緒に発表したいぐ
らい。精一杯がん
ばります』と力強く
抱負を語ってくれ
ました。

origine
ＫＳ pluｍｂｅｒ
㈲ＫＫ・アルバ

愛知県大会で最優秀に選ばれ、
喜びを爆発させる青年部の仲間たち

“プレ全国大会”発表会

《渡邉貴志くんを応援する会》
●11月９日（金）サンアート小ホールで
午後６時30分開場、７時30分から発表。
◎一般の方も、ご来場いただけます。
ぜひ、応援して下さい。

各種宴会、承ります。カラオケ３時間付き 〈要予約〉

格

別）
1,000円（税

♪昼間は♪

希望小売価格
1,600円（税別）

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！
製造発売元：パスタライズ株式会社（みよし市福谷町/℡36-0011）

カラオケ喫茶
★営業時間 18:00～23:00 （日曜定休）
★℡〈0561〉76-3228 ★西一色町猿投松58-1

10:00－16:00
（モーニングサービス12時まで）

早朝から営業しております。

℡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

〈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

1950年創業 自動車部品・アルミダイカスト製品加工
千こ
円の
Ｏク
Ｆー
Ｆポ
ン
で

身体の不調には理由が
あります。 こころ

からだ

整体・カイロ

黒笹

■公民館
●●●
至日進
セブン
イレブン 至
福
■ 谷

【施療時間】
AM10:00～PM7:00
【施療費】
ココ
60分 5,000円
黒笹交差点から 80分 6,000円
【定休日】
東方向約100㍍
毎週木曜日

★ 至三好ケ丘

㈱鰐部製作所
代表取締役社長

鰐部三郎

ＷＡＮＩＢＥ ＩＳＭ

お
客
様
満
足
、
第
一

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。
地 妥協を許さない徹底したこだわり。
域
に
社員一人ひとりの個性を尊重する。

整体＋カイロ
＆メンタルリフレッシュ
〈完全予約制〉

090-5850-8201

Ｓ

＊注文住宅＊新築＊リフォーム

）

黒笹駅

）

ピアゴ

疑問にお答えします。
セラピー
治療方法を
ご提案します。

キ
リ
ト
リ
セ
ン

Sinyou ホーム ㈲信友建設

℡32-0818
みよし市打越町畦違167-1

も
貢
献

〒470-0226 みよし市西一色町塚ノ下493-3

℡ 〈0561〉32-1922（代） FAX 〈0561〉34-2356

２
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婚活プロジェクト赤い糸大作戦９

ト
回転 ー

盛り上がった会話！

大成功
ク
カップル

通算９回目となる婚活プロジェクト
inMIYOSHI“赤い糸大作戦”が９月
29日、保田ケ池センター （自己紹介）
及び豊田スタジアム内のレストラン、
ヴェルデロッソ （パーティ）で開かれま
した。男女合わせて49人が参加。成
立したカップルは過去最高の10組。
商工会女性部が中心となって
2011年から継続的に取り組んでい
る事業。参加者どうし、出来るだけ
多くの人と話せるように工夫したい、
と女性部の役員が企画したプランは
「回転トーク」（写真上）。

10 組
成立

向かい
合った２列の席の内
側に女性参加者が、外側に男性が
座り、ローテーション。最初は制限
時間１分半が、話が盛り上がり、急
遽２分に延長。サポート役の女性部
員によると、「仕事のこと」や「住んで
いる場所」などについて、会話は盛
り上がっていたとか。女性は男性参
加者に「年齢」を聞いているようでし
たが、男性側はやはり年齢につい
ては、聞きにくいようでした。
しかしながら、この「回転トーク」が

いいじゃん通信 Vol.34

好影響を及ぼし、レストランまでの
移動のバス内でのフリートークやパ
ーティ会場でも、すんなりと会話に
入れた感じ。過去、赤い糸大作戦
に複数回参加したことのある男性参
加者は、『お話しできる時間をたくさ
ん作っていただいて、今年はいいで
すねぇ』と、嬉しいコメント。
そして最終的に10組のマッチン
グ成果が披露されると、会場にもど
よめきが。今回、カップル成立者に
は、長島スパーランド・フリーパス券
（ペア１組） 、名古屋港水族館入場券
（ペア２組）、映画券（ペア７組）がプレゼ

みよし市防災訓練が、８月25日南部
小学校で行われ、南部コミュニティの
住民や関係者ら約４００人が参加。
みよし商工会からも建設部会や運輸
分科会 （商業サービス部会） 、事務局職員
ら約20人が参加。「支援物資搬送訓
練」に取り組んだ運輸分科会のメンバ
ーは、非常時の食料やトイレットペー
パー、衣類など、物資名を張り付けた
20箱ほどを会場に運び入れました。

あらゆるところへ出向きます。
よしこ

ＢＥＡＤＳ ＢＲＩＯ 代表 近藤由好さん

「作る楽しさ、装う喜び」を提案

ビーズ・ブリオ

●莇生町鳥居前47
●℡〈0561〉57-6204

●営業

木・金・土 午前10時～午後３時
◎メール ysk226@hm 6. aitai. ne. jp

『ＢＲＩＯは、イタリア語で
“活き活きとした”という意
味合いの言葉ですが、作る喜
びだけでなく、ビーズアクセ
サリーとセットになった装い
も楽しんでいただきたい。女
性としていつまでもイキイキ
近藤さんの代表作。
と、美しくあって欲しいです
はなかんむりのネックレス
から』と近藤さん。
今から16年前、ビーズがブームだったころ、
趣味で始めたという近藤さん。当時、二人の
子どもさんは３歳と０歳。『どこか出かけたく
ても行けるところもないし、家に居ながらや
れることを考え、手作りは好きだったので、
独学でビーズの指輪を作りました。当時、同
じように子育て中のお母さんがそれを見て、
“私も作りたい！教えて！教えて！”と頼まれ、
私が出来る程度のものでよければいいよ、っ
て始めたのがきっかけでした』
。
ブームもあって、ファン（教室の生徒）も瞬く間に

ジャッキアップの位置について、アドバイス
をもらう建設部会のメンバー

増え、しっかり教えられるようにと、ビーズスキル
認定資格を取得。現在、教室と材料販売を手掛
ける実店舗を2012年に開設。木・金・土曜日と営
業。そして午前と午後、それぞれ教室を開催。１
クラス３人までのマンツーマンレッスン。40代から
70代までの年齢層の方がレッスンに。近藤さ
んは『何を求めて来ていらっしゃるのか、人
それぞれ違います。その方の目的、ニーズに
合わせた提案を心がけています。針と糸で仕
立てる作品づくりで、難しいって思われるか
もしれませんが、
“裁縫のイメージ”に近いか
な。縫い物の得意な方は、やはり糸の扱い方
が上手なので、上達は早いと思いますよ』
。
自宅での教室以外にも、年数回の百貨店で
の催事に出店。同業の作家さんが何十人と集
まる中、
『最初のころは、上手く行きませんで
した。でも、何度か挑戦していくうちに、３
年ぐらい前でしょうか、
“はなかんむり（花冠）の
ネックレス＝写真左”が大ヒットし、ようやく
（笑）。
認められたような気がしました』

住まいのことなら何でもご相談ください！

詳しくはHPで http://harumidou.com/
■みよし市三好町上１番地１ ■営業９時～夜６時 ■木曜定休

“イメージ”が湧き上がる店内

みよし市福田町樋場15-2

℡〈0561〉33-1771

あなたのお家の外観に
合わせた“取り換え工事”
も可能です。
遠慮なくご相談下さい。

↑
施
工
例

総合建設 未来へ向けた生活空間を技術と信用で提供します
～technical tie‐up～

専門店

℡ ３４‐３５１８ FAX３４‐３５１７
◎パスポート・ビザ・就活などの証明写真
◎成人 、入園・入学、七五三、お宮参り、記念写真
◎ネガ・デジタルプリント、スマホプリントなど

みよしの特
産品に認定さ
れている「み
よちゃんビー
ズ」も近藤さ
んの作品。
完成品の作品やキットも販
売中。（3000円程度～）

ベランダアルミ手摺、カーポート
テラスなどの加工・取付

■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

各種デザインプリント

また、建設
部会では、尾
三消防署の職
員とともに、 支援物資搬送訓練に取り組ん
倒 壊 し た ガ だ、運輸分科会のメンバー
レキの下敷きになってしまったという
想定のもと、要救助者（訓練人形）を、ジ
ャッキアップしながら救出する訓練に
参加。ジャッキをセットアップする位
置や （出来るだけ安定した水平な） 、ジャッ
キアップする人間と引っ張り出す人間
とが「声を合わせる」ことが大事だ
と、消防職員からアドバイスを受けて
いました。
台風被害や地震被害の目立った今年
の夏。私たちも「危機」に備える必要
がありますね。

教室をスタートしたころは、30代の若い生
徒さんが多かったそうですが、今はターゲッ
トを「シニア」に。細かい作業が少しやりづ
らくなってきたという方に向けて、
“作り易さ”
に配慮したオリジナルデザインを提供。服飾
デザインを学んできたというベースのある近
藤さんのコンセプトは服（装い）やＴＰＯに応
『アク
じた（マッチングした）“使える”ビーズ作品。
セサリーの長さとか色目とか、洋服に合わせ
てアドバイスもしますので』
。
きっと身に着ける人の内側も外側も、魅力
的にキラキラと輝かせてくれることでしょう
ね。

〒470-0225

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。

シャッフルプリント

ントされました。
婚活でのマッチングも、まだまだ
“ここからスタート”の位置づけ。お
互いの理解を深め、二人で歩む時
間を大切に、「ゴール目指して」優し
さ育んでいって下さいね。

株式会社名古屋ビニックス

施
工
例

新築〔木造・鉄筋・鉄骨〕、リフォーム 建築工事一式

イヤーアルバム
フォトジンブック

外の景色よりも“会話優先”だったパーティ

みよし市防災訓練に参加

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
ビーズキット
専門店
&スクール

2018.10月号

鉄骨

新築・増改築
鉄骨階段等

工場・倉庫
住宅・車庫

設備

架台・作業台
等設備製作

現場を拝見し、ご要
望に沿ったプランを
ご提案します。

検索

施工事例多数掲載

設計・施工
建築確認申請
から施工まで
自社対応

まずはお電話を。
TEL (0561) ３２-１７６１

HP/
有限会社 伊藤組

泡スポ
網目気 磨 材
ン ジ 研 布の
入り不織
３層構造

台所用スポンジ３色セット

クリーニング
工場設備
公共施設
一般住宅

が誇る
ダスキン ト商品！
ッ
ヒ
ト
ベス
持ち
丈夫で長
的
経済

有限会社

伊藤組

事務所・工場 みよし市明知町豊16-2

￥550（税込）
フ ク ト イ イ ナ

0120-090557

３
商工会報
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2018.10月号

「旬の野菜」を食べられる
“幸せ”いっぱいの

●キッズルームも有難い
場所ですね…【石田さん】子
育て中のお母さん方なら感
自薦・他薦OK。“個性的な”お店お待ちしております。
じていると思いますが、子
いくみ
左・西戸さん（石田さんのお母さん）、
どもさん連れで安心して、
右・石田店長
店長 石田郁弓さん
〈2017.11開業〉
ちかこ
落ち着ける店は少ないです
西戸周子さん お惣菜各種。晩御飯の一品に加えれば よね。
■西一色町神田32 ■℡〈0561〉57-6716
家族もきっと嬉しい。
■〈テーブル〉４席（10人程座れます。）/〈カウンター〉４席/〈キッズルーム〉１部屋（10人程入れます。）
キッズルームには、おも
■営業時間 10:30～お惣菜終了まで 〈ランチ〉10:30～15:00
ちゃや絵本、落書き自由の大きなホワイトボー
■定休日 日曜日(不定休有) ■駐車場 お店の前と隣接地合せて７台
ドもありますので、子どもさんたちを遊ばせな
●お惣菜と喫茶の組み ます。とてもたくさんの種類のお野菜を栽培し 自由にお絵かき
がら、お食事を楽しんでい
合わせは珍しいですね… ていて、このあたりのスーパーでは取り扱って
ただけます。お部屋入り口
【店長・石田さん】子ども いない珍しい野菜を作っていらっしゃるんで
の仕切りで、個室にもでき
を産んでから（現在、小３の長女と小１の長男）「食 す。
ます。
今日の「おまかせランチ」の中にも、サラダ
の安全」をすごく考えるようになって、自分自
●店名の“縁”に込められ
身も“マクロビオティック”の資格を取り、無 プレートには「ごちそうサラダナス」や「万願
た思いは…
寺とうがらしの素揚げ」「赤オク
添加食材や自然農法（有機農産物）
【石田さん】二人の子
ラ」など、フライ盛り合わせには 絵本やおもちゃも→
で収穫できた野菜を食事に取り入
どもの名前にも“縁”
（ししとう系野菜）「バターかぼ
「甘長」
れるようになりました。
の字を使うぐらい、主
（ししとうとピーマンの
ちゃ」
「ししぴぃ
ただ、全ての食事をマクロビオ
人も私も“縁”という言
交配種）」
「白ゴーヤ」
「バナナピー
ティックに置き換えるのも難し
葉が大好き。
マン」「ヒスイ （宝石の翡翠） ナス」
く、我が家の夫も“物足りない”
皆さんとの縁や友
（笑） と感じている場合もあるの さくさくのフライと、
など、ランチ全体で10数種類以上 赤ちゃんも安心して寝かせられる畳 達どうしの縁が、この
ものお野菜を使っています。
で、マクロビオティックにこだわ 野菜の個性が味
お店を通じて、どんどんつながってくれればいい
わえる絶品ランチ
和田農園さんが、旬のものを提
り過ぎずに、食生活のバランスを
なぁと、願っています。
供してくださるので、その時に獲れた野菜を見
考えています。
◎11月４日の産業フェスタに出店し、コロッケを
特に、女性（お母さん）の場合、食事の用意で て、料理メニューを考えます。（編集部…野菜の食
販売します。ぜひお越し下さい。
べ比べや味の違いを感じられるっていうのは
食べる側と
★読者プレゼントがあります。４頁目をご覧下さい。
、
毎日大変だと思いますが、ここでお昼を一食摂
り、晩ごはんのおかずにお惣菜を買ってもらえ しても“幸せ感”いっぱいですね）。ありがとうございま
珈琲屋
●おまかせランチ 1,080円《数量限定》
らんぷ
川
たら。野菜不足と言われがちな男性の方も、例 す。お客様からも『食事で“幸せ”な気持ちに
境
●生パスタランチ 1,080円
● コンビニ
●●● ●
●キッズプレート（国産じゃがいも使用・
えばですよ、
“がっつり食べたい！”と思うと なれる』っておっしゃっていただき、それが私
三好
無添加コロッケ） 480円
井ノ口
きもあると思いますが、その一食を、ここでの たちにとっても、一番の喜びです。
●キッズパスタ（豆乳を使った無添加
●
N
●お惣菜の特長を…【石田さん】ひじきコロッ
野菜中心の食事に置き換えて下さったら、健康
三好ベニヤ
生クリーム使用）
640円
ケや自家製だし巻玉子、エビとホタテのマヨサ
への意識が高まると思います。
●手作りシフォンケーキセット 580円
ラダなど、常時７～８種類用意しています。
●料理にはどのような工夫が…【石田さん】
●お惣菜…100㌘218円。
★
東郷町の和田農園さんに大変お世話になってい （写真上）。
コロッケ１個128円（無くなり次第、終了）
お惣菜&cafe縁en

お惣菜&cafe縁en

株式会社向陽技研

代表取締役

中村勝満（かつみ）さん

明知町八和田山3-32
お客様の希望（イメージ）を“カタチ”にする。営業:８時30分～17時30分
●

24時間稼働するマシーン。先端には様々なドリルが

『試 作 モ デ ル
品製作の専門企
業として、量産前
の車やパチンコ台
の部品などを、100
分の１ミリ以下の
精度で、高品質を
誇っていますよ』と、社長の中村さん。
先代で、父の中村文男さんが「中村木型製作
所」を昭和45年（1960）に創業。ここ20年ぐらいで、
CADやNC加工機（切削用工具・写真上）が格段に進
歩し、より精密な製品づくりが可能に。『昔の車
と、今の車のデザインを見比べてみてください。
驚くほど複雑化していますでしょ。そんなデザイ
ンが実現出来るようになったのも、技術進歩のお
かげ。クライアントさんから“こんな車を作りたいん
です”と依頼され、合成樹脂でモックアップ（原寸

大の模型)を作ることもあるんですよ。その車が世

に出ると、我が子みたいで、やはり好きになっち
ゃいますよね（笑）』。
ベトナム、ホーチミン市にベトナム工場を２年
前に設置。中村さんは『都市部は発展途上で、
大阪みたいな感じ。我が社は５年前から毎年３人
ずつ、国（厚労省）の制度で外国人技能実習生を
受け入れている。せっかく身に着けた技術や知
識を活用できないのはもったいないと思い、実習
生を現地採用し、彼らが中心となって工場を運
営してくれている。日本では、求人募集をしても
応募が無かったり、辞めていく人ばかりで新しい
人材が入ってこないのが悩みだが、人材確保と
いう点でも、彼らの存在は有難い。そのおかげで
仕事を受注できるわけですから』。
先代から社長業を受け継いで８年。リーマンシ
ョックがきっかけで、苦しみながらも、何とか続け

三好丘桜４丁目の住宅街の中…

貴

“ホッ”とする隠れ
り
家的サロン
ー作
ィ
デ
力的なボ
女性専用プライベートサロン
と魅
！
し
イを応援
Aroma Salon
癒 のキレ
女

企業をサポートする

有限会社

誠

Ｈａｙａｎｏ

夏の疲れ出ていませんか？
お肌の乾燥たるみに“アンチAging
フェイシャル”はいかがですか！
通常13,000円→7,000円で体験出来ます。
予約 早野 090 -1830-6505 アロマサロンプルメリア みよし

〒470-0206 みよし市莇生町山田54-7

検索

小型移動式 クレーン

℡３６‐０７７２ FAX３６‐０７９２

豊田知立線沿い

当スクール

■
◎

！

☆未経験の方
29,808円（３日間:19時間）
★他資格有りの方
23,328円（３日間:15時間）

愛知県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。

ホール・キッチンスタッフ
（アルバイト）急募！
学生可。詳しくはお問合せ下さい。

■明知町団子山 ■℡32-4143■営業…火曜～日曜日
の午後５:30～午後 11:00 ■月曜定休 ■Ｐ12台

溶接製缶・機械加工・省力化装置

玉掛け

☆未経験の方
業ス
績キ
31,644円（３日間:20時間） ア
ル
ッア
★他資格有りの方
プッ
27,540円（３日間:16時間） ！ プ

仕出し・寿司・弁当 炉ばた焼き

001-091204231-050

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）

トヨタL&F様
向い側
●●●

忘年会・新年会ご予約受付中！

柘植工業

派遣元責任者番号

●日曜、隔週土曜定休
●℡〈0561〉34-4639

てこられたと中村さん。今も毎月行ったり戻った
りで１年の半分ぐらいをベトナムで生活。『日本人
街もあって、全国各地のうまいものがいつでも食
べられるので不自由しないんですよ。ラーメンひ
とつとっても、すごくレベルが高いですから』（笑）。
『ベトナム人の社員は、我々日本人に対し
て、サービス精神旺盛で、とても気を遣ってくれ
ます。しかし、彼らは彼らで社長（私）が、どれだけ
社員のことを大切に思っているか、“すごく人を
見ている”。だから、
食事会や慰安旅行な
どもすごく大切なんで
すよ』。
企業がグローバル展
開しても“仕事で大切
なこと”は、日本も外国
も同じようですね。
若手社員のプログラム設計を見守る中村社長

設備一般・重量物運搬・据え付け

Plumeria
セラピスト Ｔsｕｔａｅ

工業部長・商工会理事

〒470-0206
ISO 9001
認証取得

ISO 14001
認証取得

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

４
ＭＩＹＯＳＨＩ ＳＯＣＩＥＴＹ ＯＦ ＣＯＭＭＥＲＣＥ ＡＮＤ ＩＮＤＵＳＴＲＹ

商工会・新会員ご紹介〈30年6月～30年10月理事会加入承認分〉
みよし商工会の会員数は、Ｈ30年10
月２日現在894社です。今回新たに５
社が加わりました（内１社は、社名掲載希

望なしで割愛させていただきました）
。
よろしくご利用、ごひいき賜りますよ
うお願いします。

企業名（事業所名）

業種（事業内容）

所 在 地

タノメカテクス
ＺＩＺＩ ＮＡＩＬ
ＫＲＴ エンジニアリング
菱名工業株式会社

製造業
サービス業
技術コンサルタント
設備工事業

黒笹いずみ
三好町湯ノ前
黒笹いずみ
福田町権現山

商工会報

2018. 10月号

いいじゃん通信 Vol.34

や、さらなる地域社会の発展を目指す
ため次の３つを柱として掲げています。
①主体的な努力を促進
②地域貢献を促進
③支援する環境づくり

3,240円が必要です。
）

《労働保険の事務も代行します》
従業員を一人でも雇用する事業主さ
んは、全て労災保険及び雇用保険に加
入しなければなりません。その事務を
委託し、事務量を軽減しませんか。
《商工会、11月以降の主要事業》
◎年末調整相談（31年１月）
◎いいじゃん通信発行（31年２月）
■問合せ みよし商工会℡34-1234

「条例制定で変わることは？」
◆地域社会の発展と市民生活の向上
に欠かせないものであることの認識が
広がります。
◆雇用の創出や地域の活性化など、地
厚生労働省から
域に活力が生まれます。
11月は労働保険適用促進強化月間 ◆社会貢献活動などを通じて、地域社
【お詫びと訂正】先回、７月号の新会 げ、正しい所在地を表示させていただ
（赤字部分です。
）
員紹介で、下記事業所の所在地に間違 きます。
労働保険とは、労災保険と雇用保 会と協働していくことで、中小企業及び
いがありました。ここにお詫び申し上
険とを総称した名称です。企業では、 小規模企業の振興がより図られます。
正社員、パート、アルバイトなど、
詳しくは、みよし市のホームページ、
企業名（事業所名）
業種（事業内容）
所 在 地
その雇用形態にかかわらず、一人で 「みよし市中小企業及び小規模企業振
溝上電気
電気工事業
黒笹いずみ
も労働者を雇った場合、事業主は 興基本条例が施行されました」をご覧
（アフターサービス）
まる高
産業機械
東山
「労働保険」に加入する義務があり 下さい。
ます（農林水産の一部事業は除く）。
■問合せ みよし市役所環境経済部
飲食業（売店販売）
ＭＹＣ
三好町上ケ池
加入していますか？労働保険。11
産業課 ℡32‐8015、FAX34‐4189
Ｋｉｒａｎ Ｋｉｒａｎ㈱
サービス業 （コーティング加工） 三好町上ケ池
月１日から30日までは「労働保険適
３頁目のお店紹介、
「縁」さんから
用促進強化月間」です。労働者の安
「みよし商工会」は法律（商工会法） 《記帳・確定申告のお手伝いをします》
で定められたみよし市唯一の総合経済
月々、3,240円の手数料で、経営に 定した雇用を図るためにも労働保険
読者プレゼント
団体です。入会金は１千円。会員加入 必要な各種資料を作成（パソコン会計処理） に加入しましょう。
縁さんから、シフ
は常時受付けておりますので、遠慮な します。所得税申告、消費税申告の際 ■問合せ 豊田労働基準監督署
ォンケーキセット（580
℡〈0565〉35-2323 豊田公共職業
（申告時は、別途申告手数料
くお問い合わせ、お申込み下さい。
に役立ちます。
円）を５人の方にプレ
安定所℡〈0565〉31-1400
ゼントします。
みよし市からのご案内
中国料理
希望者は、ハガキ

碧 亭
みどりてい

●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
三好森下
●●●

フィール
三好店

豊
田
知
立
線

●

N

マ
ナク
●●●
ルド
三好弁財天
ド

碧亭

★

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。
（幕の内弁当は２日前までに
ご予約願います。）

みよし市中小企業及び小規模企業
振興基本条例が制定されました。

シーピーセンター株式会社
産業廃棄物処分業/産業廃棄物収集運搬業/
古物商/一般貨物自動車運送事業/許認可事業所

古いパソコン、動か
なくなったパソコンの
処分に困っていませんか？ 商工会員様、事業所様限定
ご
お持ち込みの場合
相
データ消去と
談
無料 いさ下
リサイクル処理

｝

。
ＯＡ機器“回収引取”の場合、費用は別途ご負担願います。
（パソコン本体以外のプリンターやブラウン管モニターは、有料処分となります。）

徹底したセキュリティで、安心感と透明性を保証！

社員同時募集
★パート （週３～５日、1日5h程度。時給871円）
☆正社員（191,000円～。試用期間3カ月。経験考慮）
シーピーセンター株式会社総務部・担当松林

至

● 刈

℡〈0561〉33-0850 FAX〈0561〉33-0860
みよし市莇生町小坂35-1（辰巳山企業団地内）

ピザハット 谷
→

Order Shoes/Original Shoes
〈 Mens・Ladies〉

パートナー

靴

ろの疲れをいや
し
日ご

への活力を生みだ
す
明日

に「お名前・ご住所・
お電話番号・いいじ
ゃん通信への感想
「その狙いは？」
市内の中小企業と小規模企業の振 や要望」をご記入いただき、下記あて10
興を図るとともに、そこに至る環境づくり 月31日(消印有効)までにお送り下さい。
あなたの街の
くるまやさん ■あて先 〒470-0224
新車・中古車、オ みよし市三好町大慈山2-11
てのごお
ークション落札車
おメ相車
みよし商工会「いいじゃん通
の販売
りー談の
まカくこ
車検・修理・鈑金 信読者プレゼント係」あて。
すーだと
・部品交換
。をさな
自動車保険等
当選者には、事務局から
取いら
り。何
当選券を11月上旬に発送
扱全で
本社：グッドフェイス
交換は
っても
℡〈0561〉42-7600 北部小学校下 ※オイル 下さい。 します。ご利用期限は11月
約
予
ご
10:00～19:00(火曜日・祝日定休)
東名高速道路
30日までです。
北部小

★

豊信

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)

５００円でオイル交換！

クーポン

税込540円。国産４㍑(2000ccクラス車)まで。本クーポンをご持参下さい。
愛する人への感謝 そして 絆を感じ深める場

と
最良の
踏み出す一歩

★読者プレゼントを提供
して下さるスポンサーを募
集中です。いいじゃん通信
でPRしてみませんか。

㈱鳥居発条製作所
【スプリング製造業】

ＴＲＳ
ＩＳＯ ９００１取得

ねこのて内 STUDIO NEXT
℡36-0280／月・火定休／11時～18時／黒笹町

雑貨・喫茶

店内に見本有ります。
相談は原則、土・日対応となります。
事前にお申込み下さい。

＜社訓＞ ＩＳＯ１４０００取得

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。

勇気・元気・挑戦
◆本社・第一工場 みよし市福谷町清水道24
F AX 0561‐36‐2193
℡ 0561‐36‐2085
◆第二工場 みよし市福谷町西道上32
F AX 0561‐36‐3649
℡ 0561‐36‐3350
◆第三工場 みよし市福谷町清水道22
F AX 0561‐36‐3241
℡ 0561‐36‐2085

営業時間 OPEN 17:30ーCLOSE 25:00
(ラストオーダー、Foodは24:00、Drinkは24:30)
定休日

第２・第４の日曜、月曜

℡（0561）34‐7997

みよし市三好町上146

愛知県内の中小企業経営者の皆様へ

たよられるあなたに、たよれる安心を

技術と誠意で信頼にお応えします。

〈有限会社 鬼頭塗装店〉

総合建設

外壁無料診断
実施中！

中小企業共済
愛知県中小企業共済協同組合

●本
部／〒450-0002 名古屋市中村区名駅4-4-38番７号 愛知県産業労働センター（ウインクあいち）16Ｆ℡
（052）587‐2223（代）
●三 河支 局／〒444-0860 岡崎市明大寺本町4-14大田ビル４階 ℡（０５６４）２２‐０１９１（代）

FC ０１２０‐００‐９９６７
http: //www.ack-kyosai.or.jp
（受付時間）

詳しくはパンフレットを 平日9:00～17:00
ご参照ください。

鉄骨工事

リフォーム

住宅建築

営繕・補修

■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
ご相談下さい。
■耐震補強、増改築など

ミズノ建設工業株式会社
℡〈0561〉34-5593（土日休業） 莇生町水洗32-2

