
THE MIYOSHI CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRYTHE MIYOSHI CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRYHE MIYOSH           ND INDUSTRYTHE MIYOSHI CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

20
21.10月号

Vol.46

発行計画

次号は、2022年１月23日（日）

●発 行／みよし商工会
みよし市三好町大慈山2-11

℡0561-34-1234

●編集・制作／商工会広報委員会
（いいじゃん通信編集部℡36-4344）

HP 344navi.com
Eメール

miyoshis@hm4.aitai.ne.jp

いいじゃん通信は、㈱中日三河折込による
「ＣＤＤＳ」システムで配布しております。　　

（協力：中日新聞販売店会）

ＭＩＹＯＳＨＩ ＳＯＣＩＥＴＹ

みよし市が取り組んでいる「プレミ

アム商品券・食事券」。８月から市内

各所の飲食店や事業所など２７０店

舗で利用可能。プレミアム率が60％

と、大変お得な金券ですが、さら

に、この商品券・食事券をみよし商

工会加入の会員事業所２０７店で、

その商品券・食事券を使ってお買

い物やサービス提供を受けますと

「みよし商工会キャンペーンＷチャ

ンス」の応募ハガキ（写真下・ただし63

円切手が必要）が一会計につき１枚も

らえます。応募すると総額２００万

円もの賞品が抽選で１００

人の方に当たります。

内訳はＡ賞・８万円相当

10名、Ｂ賞・２万円相当30

名、Ｃ賞・１万円相当が60

名。

今回、このＷチャンスのキ

ャンペーンは、当選された方

のみがＷＥＢ上に掲載（みよし商

工会ＨＰ内）されたカタログの中か

ら好きなものを選べるという、今

までにないシステム、新しいチャ

レンジです。

10月８日現在、キャンペーンに協

力してくださる事業所は延べ24店。

Ａ賞13点、Ｂ賞16点、

Ｃ賞24点を提供。高

級腕時計や利用しや

すいお食事券・金券、

ガソリン給油可能なプ

リペイドカード、みよし特産品にも認

定されている商品、各種サービスな

ど多種、用意されています（上記ＱＲ

コードをご参照下さい）。

今回の新規事業を進めている、

みよし商工会商業サービス部会の

部長、近藤慎一さん（莇生町・㈱あすか

保険事務所取締役）は『市

民の皆さんに当選品

をご選択いただく喜

びやワクワク感と商工

会加盟の事業所の

発展に少しでも寄与

できればと願ってい

ます。ＷＥＢ環境を

活用し、費用対効

果の高い事業に

していきたい』。

当選発表、賞品受け

取りまでのスケジュールは、

①応募ハガキ締め切り…12月10日

②抽選…12月下旬（パソコンによる自動

抽選）

③当選者への当選通知…１月

（当選者はＷＥＢカタログから注文）

④賞品提供事業所へ連絡…１月

⑤賞品提供事業所から、当選者へ

賞品の発送等…１月下旬以降予定

Ｗチャンスの応募は、10月８日時

点で既に6,000件を超えています。　

皆さんもどしどし商品券・食事券

をご利用いただき、Wチャンスにご

応募下さい。

■問合せ みよし商工会

℡〈0561〉34‐1234

昨年１１月から、豊

田市内で実証実験と

して提供されているデ

リ バ リ ー サ ー ビ ス

「T+CAGO(ティー・カーゴ)」のサービ

ス提供が、１１月下旬からみよし市

内でも始まります。

トヨタ自動車㈱が提供する配達

車両(写真＝TOYOTA i-ROAD)とソフト

で行われるこのサービスは、新しい

生活様式でのデリバリー需要を、

CO２ゼロを実現する環境にやさしい

電気自動車を使用して検証します。

「T+CAGO」は、同サービスに参加

する約 20 店舗の飲食店やお店が

提供する様々なお食事や商品の中

から、WEB サイトで簡単にお好み

の料理や必要な商品を 1 食、１品

から選んで注文ができるオリジナル

デリバリーサービスです。

配送料金は他のデリバリーサー

ビスと同程度を予定しており、もち

ろんクレジットカード

でのお支払いも可能

です。配達ドライバー

がサービス提供時間

中は配達車両と一緒に待機してお

り、注文確定と同時に準備を始める

ので、配達ドライバーが決まらない

といったイライラが低減されていま

す。

現在、みよし商工会やトヨタ自動

車㈱、関係諸団体と連携して、みよ

し市内でのサービス提供に向け、急

ピッチで準備を進めています。詳し

いことが決まりましたらみよし商工

会のインスタグラム(@344tokusan、下記

ＱＲコード)や T+CAGO の WEB 上で

周知する予定です。

ぜひご注目ください！
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●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。）

（みよし市打越町・豊田市高崎町）

みよし市の皆さまへお知らせです

～2022年１月　新倉庫OPEN！

今日より豊かな明日へ

“Ｔｒｙ＆Ａｃｔｉｏｎ”
未来への想いを届ける  カネヨシ

業務拡大につき

スタッフ募集中！！

株式会社カネヨシ

本社営業所/物流部/運行部

愛知県みよし市莇生町辰己山101（2022年新倉庫住所に移設）

℡0561‐33‐4566 Mail uketsuke@kaneyoshi.info

〈拠点一覧〉梅坪第一事業所・梅坪第二事業所

三好営業所・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

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）
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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。

総額２００万円分が抽選で１００人に当たる

Ｗチャンスで賞品をゲット！

「新しいデリバリーサービス」 Ｔ＋ＣＡＧＯ
みよし市内のお店をバックアップ！

Ｔ＋ＣAGO
トップページ

配達専用車両

みよし商工会インスタグラム
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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

店内に設置された
大型モニターに映
し出される“三好”の
移り変わり。10年ス
パンの過去の航空
写真に写るのは、山
林と曲線で形取ら

れた農地がほとんど。昭和30年代後半から始ま
った耕地整理（農地の区画整理）、東名高速道路の
建設、名鉄豊田線の開通、三好ヶ丘地区の土地
区画整理事業などが進み、現在に至るみよし。

「この航空写真を見るたびに、きっと先人たち
は利害調整に苦心しながら、事業を進めてきた
んだろうなと。その先人たちから“土地を上手く
活かしなさいよ”というメッセージが聞こえてくる
気がするんです（笑）」と山内さん。

同社は2001年８月設立。節目となる20年目。

「みよしに縁あって、黒笹で15年前に事務所を
開きました。皆さんがイメージされるまちの不動
産屋さんとは、ちょっと違っていて、常時土地と
か建物などの“商品”があるわけじゃない。自治
体（みよし市など）が作成した都市マスタープラン
（写真右）に基づいて、その地域にふさわしい開発
プランを提案し、それを我々は“土地を作る”と呼
んでいますが、その作業がメインです。お昼どき
に地主さんのところへ顔を出し、それ以外の時
間帯は役所などへ足を運び、調査や打ち合わ
せに時間を割いています」。

山内さんは安城生まれ。知立で育ち、中高生
時代は大府で生活。大学生時代は再び知立
へ。20代から不動産業に携わり、瀬戸での住宅
販売会社からスタート。「父が仕事で公園建設（青

少年公園）や道路築造、それに伴う用地交渉や用地
取得に携わっていたので、影響を受けているかもし

れませんね」（笑）。
この変革時代を乗り越え

られる、“付加価値の高いま
ちづくり”に取り組みたいと
願っている山内さん。もうす
ぐ実を結ぼうとしている実例
が、黒笹地区での東郷町に
本社を置く企業の進出。既に造成工事を終え、
まもなく建築工事に取りかかろうとしています

「みよしというまちは、名古屋と豊田に挟まれ
た地の利がある。それから災害が少ないという安
全性。ぼくの祖父母は“昭和47年豪雨”で家屋
が流され、亡くなってしまった。だから、みよしの
安全性はとても価値があると思います」。

人を生かし（地元の方の意向を尊重し）、土地を育
て（作り）、街作りを進める“フロントランナー”とし
て、精力的に活動しています。

昨 年 の
10月にフル
ーツサンド

専門店を開いて早１年。「あっという
間に１年経ってしまいました。地域
の方々のご来店や知り合い、同級
生らが声を掛けてくれて、その支援
に感謝したいです」と天野さん。

以前の仕事は、フランチャイズ制
のビューティー サロン経営に携わ
ったり、歯科医院に長年勤務したり
の経験。家庭の事情から、自らが
柱となって収入を得なければなら
ない状況となり、居酒屋経営やキッ
チンカー経験のある中学時代の同
級生のアドバイスを得て、たどりつ
いた答え。それにしても、なぜフル
ーツサンド？。天野さんは「見た目
もきれいだし、作っていても楽しい
だろうな！」（笑）。いたって乙女チッ
ク、シンプルな理由。

開店、そして経営にあたっては、
二人の息子さんと、天野さんの実
の姉や弟さんらが、“情報収集”な
どでバックアップ。特に東京のＩＴ企
業で働く長男の海人さんは、お店
に必要なロゴ制作や店名入りのタ
ペストリー、名刺作りなどで力を発
揮。さらに「下の息子は“スイーツ男
子”（笑）。随分とグルメで、“食べに
行こうよ”と誘ってくれます。姉や弟
の住んでいるまちには、フルーツサ

ンドの有名店があって、その実食
情報や私の作るものとの比較、アド
バイスなど、手厳しくも適確に指摘
してくれます」と天野さん。

フルーツの断面が映えるフルー
ツサンド。いちじく、シャインマスカ
ット、パイン、オレンジ、イチゴ、キウ
イ、バナナなど、色とりどりのフルー
ツが生クリームに包まれ魅力いっ
ぱい。天野さんは「生クリームは随
分試行錯誤しました。夏場は少し
ゆるくなりますが、やはり植物性が
あっさりしていて食べやすい」。お
客様から『丸ごと一個食べられる』
『友達から紹介されて食べたらおい
しかった』。そんな声が一番の喜び
と励み。

一方不安も。フルーツサンドだけ
でやっていけるのかどうか。東京で
の最新情報や流行を取り入れ、母
にアドバイスする長男海人さんは
“フルーツのテリーヌ”や“ウィンナ
ーを挟んだクロワッサンサンド”な
ど、色々なアイディアを提案。「私
一人なら行き詰っ
てしまうかも。でも、
身近なアドバイザ
ーのおかげでやっ
ていけそうです」。

“流行”を意外と
身近なところで発見
できるかもですね。

●福谷町最中9（福谷公民館すぐ南）●℡090-6596-4152
●定休日 水曜日●営業10:30～18:00（冬場は17:00予定）

古い時代の航空写真は“タイムカプセル”

店長 天野奈緒美さん

代表取締役 山内一郎さん

フルーツサンド専門店

●黒笹町１丁目8-6 ●℡〈0561〉33-0595 ●定休日 日曜・祝日
●営業10:00～17:00  ●メール info.centralhome@gmail.com

黒笹地区理事

大型モニターの前の山内さん

手探り状態から徐々に手応えが…

℡（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 21:00

(酒類提供は20:00まで。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 
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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
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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)

愛知県の厳重警戒措置に従い営業時間を短縮しております。
解除になった場合は、従前通り24:00までの営業となります。

「生活空間やお店、店舗、事務
所など人が集まるところ全て、どん
なところでも消毒します。光触媒（太

陽光・蛍光灯・ＬＥＤなど）で二酸化チタ
ンが表面に吸着し、抗菌、減菌能
力を大いに発揮します。今だからこ
そ、コロナ対応で求められていると
思います」と川西さん。

１年程前、2020年６月に会社を
設立。前職はマッサージ師。「20年
やってきました。この風貌でしょ。最
初は緊張気味のお客さんが帰りは
ニコニコ（笑）。そのギャップが面白
かったし、やる気につながってい
た。ピークには、自身が代表を務
め、３店舗展開してきましたが、2008
年のリーマンショック、2011年の東日
本大震災、さらに大阪からマッサー
ジ格安店の進出が重なり、店舗ゼロ
にしてしまいました」。

しかしながら、転んでもタダで起
きない、タフな気持ちが持ち味の

川西さん。「マッサ
ージ業界の標準料
金は普通30分５～６
千円。それが格安
店はその半額でし
ょ。自分の店は廃業
しましたが、どうして
半 額 で で き る の
か？その格安店に
入社し、その仕組

み、実態を知ろう、学
ぼうと思いました」。

その格安店で３年勤
務。分かったことは『組
織、システムがシンプ
ル』『スタッフ間の結びつきが強い
（反面、経営陣の顔は見えない）』『完全歩
合制の競争原理』など、全てが驚き
だったと川西さん。

第５波がようやく落ち着きを見せ
始め、緊急事態宣言やまん延防止
重点措置などが９月末で解除さ
れ、少し明るい兆しを見せ始めた
最近。しかし、川西さんは「専門家
の皆さんも第６波を懸念しています
し、ぼく自身も、この先どうなるのか
が予測できません。でも、一つ言え
ることは、今までのようにピークを迎
えてからバタバタするんじゃなくて
ピーク前に出来ることをしようという考
え方が大切じゃないでしょうか」。

もし、コロナが収束したら…。川西
さんは意外なビジョンを。「経営者で
ある以上、会社を倒産させない努力
が必要です。そのためにも、リラクゼ
ーションの世界に戻るという選択肢も
あるかもしれません。過去にこだわら
ず、自分自身の発想や生き方を弾力
的、しなやかにしていけば、生き延び
る道はあるのではないでしょうか」。

逞しい心には、しっかりとコーティ
ングが施されているようですね。

●三好町上143 ●℡090-8866-5971
●定休日 無休　 ●営業時間 随時対応

株式会社 宅地建物取引士　 愛知県知事免許　 第032729号

開店当初、海人
さんもお手伝い

〈ホットサンド（シュリンプ・照り焼きチキンなど）や各種ドリンクも販売中〉

目に見えないが私たちは守られている

見積もり無料！数値２カ所無料チェック

店頭冷蔵庫に並ぶ商品

公式Instagram ＨＰ

運営本部

〈消毒施工業〉

㈱ＧＯＯＤ ＪＯＢ 代表取締役 川西雅彦さん

みよし市の土地
利用構想図

＜　 　 ＞
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★お店のコンセプトは
…〈小野田さん〉今年
の５月にオープンした
ばかりのハワイアンカフ
ェ。「OHANA」はハワイ
語で「家族」という意味
です。
４～５年前に社員旅

行や弟の結婚式など
でハワイに行く機会が
あって、ワイキキビーチ
から見える景色の素晴
らしさやハワイのお店、特に、お店
を訪れるお客さんも、そこで働いて
いるスタッフの方たちも“双方が笑顔
でとても楽しそう”（笑）。
日本だと、「働くこと」がなんとなく、

義務や責任感、生活のためにやむ

をえずというような「マイ
ナスイメージ」がありま
すが、向こうでは全くそ
ういう感じがしない。

★いつごろから具体
化したのでしょうか…〈小
野田さん〉「何かしら事
業を起こしたい」と２年ぐ
らい前から思っていて、
商工会の創業塾にも参
加しました。
「飲食店にしよう」と方

向性を定めたものの、具体的に何を
どのように売るのかを迷っているタイ
ミングで２年程前にハワイへ行って
“あっ、これかな！”と。（笑）

★お店のアピールポイントは…〈小
野田さん〉まず、お店入口の壁画で

すね（写真左）。プロデザイナーのゆう
たろうさんに依頼したのですが、ちょ
っと面白いでしょ。ここで写真を撮り、
ＳＮＳでどんどん発信して欲しい
（笑）。開放的な店舗空間で飲食や
おしゃべりを、特に屋外のテラス席
は「ドッグカフェ」をお楽しみ下さい。
メニュー的にはフルーツパンケー

キ（写真右上・４頁目に読者プレゼントの案

内有り）、OHANAPLATE（ガーリックシュ
リンププレート）や、キャラメルマキアー
トなどを一度味わって欲しいですね。

★既に半年ほど営業され、その手
応え、今後の展開は…〈小野田さん〉
中学時代の同級生にすごく助けて
もらっています。加藤店長とは高校
時代の野球つながり、提供する料理
やドリンクメニューを考えてくれたの

も、メニュー表のデザインを制作して
くれたのも、三好出身・在住の同級
生。２階には美容室を併設（店舗とし
て貸している）していますが、その店長
も同級生。『みんなでこれからも面
白いことやっていこうぜ！』って感じ
かな（笑）。
ここがゴールじゃないので、この

お店（飲食業）をきっかけに、さらに考
えながら、縁を大切に人やサービス
を色々結びつけて、発展させていき

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

℡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 ↑猫様専用ベッド、サイズ大小有り。オーダー可

猫グッズ専門店 健康は良い眠りから…
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●「かぎや」という屋号はどのように受け継い
できたのでしょうか…〈坪井さん〉名鉄犬山線、岩
倉駅の隣に「石仏（いしぼとけ）」という駅がありま
す。そこで、名古屋柳橋に本店のあった「かぎ
や」の親方（須網さんとおっしゃる）の、一番弟子がの
れん分けでお店をやっておられました。
私はそこで、18歳から28歳まで10年

間修業し、“孫のれん”として継がせて
いただきました。のれん分けしていただ
いた弟子は６人で、そのうち４人が春日
井、岩倉、名古屋、そしてみよしの私と
現役で営業中。愛知県下に４軒のきょう
だい店が有ります。

●職人のお仕事を選ばれた理由は
…〈坪井さん〉両親から『職人になれ！
技術を身につけろ！。会社勤めはあか
ん』みたいなことを言われていましたし、私の
姉が寿司店に嫁ぎ、そのご主人の弟さんが岩倉
のお店の大将だったという縁もありまして今が
あります。修業時代は、“一日も早く独
立したい。自分で店を持ちたい”、
と思っていましたが、かぎやのの
れんを受け継ぐためには『10年修
業』という約束があって、のれん
の重みや看板の力、親方や兄弟弟子と

の付き合いも大切ですから、のれん分け
していただくために踏ん張りました。

●お料理や味付けの工夫とかは…〈坪
井さん〉尾張と三河だけでも、随分と味
の好み、味付けが違うんです。三河のほう
が辛め（塩辛い）です。その地域に合わせ、お

客様のご要望などにも応じながら、
自分の出来る範囲内で、どうすれば
良いのかを常に考えています。
ただ、昨今の健康志向もあります

ので、今は“薄め”ですね。
（お鍋の出汁がとても美味しいのですが…）

かぎや秘伝なので詳しくは明かせな
いのですが（笑）、今回“鍋”のご要望
をお聞きしたので、鯛カマで出汁を
取り、鯛の身（刺身で食べられる）をし

ゃぶしゃぶ風に味わえる一人鍋をご用意しまし
た。この出汁でうどんや雑炊も召し上がってい
ただけます。これから冬場は魚が一段とおいし

くなるのでぜひ鍋もどうぞ。
お寿司のネタでいえば、自分の
手で酢と塩で締めるコハダやサ
バ、煮アナゴをご賞味いただき
たい。他のネタはそのまま普通に

食べれて当たり前ですから。（笑）

●奥様の内助の功も
大きいですよね…〈坪井
さん〉修業の身では結婚
相手と巡り合うことも叶わ
ないので、兄弟子の奥様
に相談したら、奥様が元の
勤め先（銀行）の同僚に頼
んでくれたようで、それが
女房です。出会って半年
ぐらいで結婚にたどり着
きました。（笑）

〈奥様・里美さん〉商売屋さんはあまり乗
り気じゃなかったんですけど“お寿
司は好きだった”（笑）。今でも１週間
食べ続けても飽きない。
10数年前、命にかかわる血液のガンに

かかってしまい半年入院しました。主人は毎日
仕事の合い間に見舞いに来てくれて、そのうち
にスリッパの音で、“主人が来た”と分かるよ
うになった（笑）。あの時は嬉しかったですね。

〈坪井さん〉女房が退院したときに
店が無かったら悲しい
でしょ。だから、とに
かく店を頑張ろうと
思った。それに、お
客様から毎日のよう
に『おかあちゃんの調
子はどう？』と聞かれるから、お客様に報告し

なくちゃいけない。（笑）

今、二人でこうやってや
らせてもらっていることが
とっても幸せです。

自薦・他薦OK。“個性的な”お店お待ちしております。

“のれん”を大切に守り、その

地域に合った味を提供する
〈昭和56年４月創業・41年目〉

店主・坪井裕
ひろし

さん、同夫人里美さん
■福谷町最中12（県道豊田知立線沿い、福谷落合交差点北方向約100㍍）

■℡〈0561〉36-3229　 ■席 数 カウンター６席・お座敷４人席×３卓

■営業時間 〈昼〉11:30～13:30  〈夜〉17:00～21:30 ※コロナで変動する場合が有ります。

■定休日 毎週火曜日、第２・第４水曜日 ■Ｐ ４台 ◎宴会ご予約、ご予算（料理内容）応相談

●

●福谷落合 コメダ
珈琲

主なメニュー  (料金は税含む)

●握り寿司 〈並〉 1,100円
〈中〉1,600円 〈上〉 2,100円

●一品料理 海老フライ 750円

唐揚げ 750円

●一人鍋〈豆腐〉 1,100円   〈牛肉〉1,500円

●カキ鍋（みそ味） 1,100円

●寿司ランチ 880円

●日替わりランチ　 　 　 550円

※ ランチは日曜・祝日無し
当店

至三好ヶ丘→

カウンターのお客様にサザエをだす大将

コース料理「酢の物・お刺身・炙りもの」

●●●

主要地方道豊田・知立線

★

寿司・和食

お食事処

コース料理の最後は

やはり握り寿司

農業屋

●
●●●

福谷
公民館

お値打ち日替わりランチ

あうんの呼吸で
名コンビに

これからの季節はやはり鍋

第２週と第４週は「火・水連休」となります。

ＯＨＡＮＡ
オーナー 小野田晃太 さん（写真右）

店長 加藤チャビお さん （同左）

●三好町平池95-1／℡〈0561〉78-7727
●営業 10:00～23:00 ●月曜のみ15:00まで

商工会青年部
夜はバータイムも有りますがコロナ
対応で営業時間、お酒類の提供に
制限がありますのでご了承下さい。

たいですね。

N

◎パスポート・ビザ・就活などの証明写真

◎七五三、成人式、記念写真

◎遺影写真制作・スマホプリント・ネガ・デジタルプリント

専門店
イヤーアルバム
フォトジンブック

シャッフルプリント
各種デザインプリント

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～18時 ■木曜定休

℡〈0561〉３４‐３５１８ FAX  ３４‐３５１７

テラス席はドッグカフェ
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商工会をぜひご活用下さい。
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（別途、年会費が必要で

す）。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。

《記帳・確定申告のお手伝いをします》

月々3,300円の手数料で、経営に必

要な各種資料を作成（パソコン会計処理）し

ます。所得税申告、消費税申告の際に

役立ちます。（申告時は、別途申告手数料

3,300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、労働保険に加入しなければなり

ません。その事務を商工会に委託し、

事務量を軽減しませんか。

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

商工会では今般の新型コロナウイ

ルス感染症の流行により影響を受け

る、または、その恐れがある中小企

業・小規模事業者を対象として相談

窓口を開設しています。

企業の資金繰りの改善や雇用に関

する相談等がございましたら商工会

までご連絡ください。

《具体的な相談例》
◎新型コロナ対応資金繰り、融資相談

◎持続化補助金申請相談

◎雇用関係助成金申請相談
◎その他補助金、助成金申請支援等
■問合せ みよし商工会 担当:加藤(真)、　

大矢、渡邊　 ℡〈0561〉34-1234

新型コロナウイルスに

関連する経営相談窓口を

開設しています。

読者プレゼント募集中
お店のサービスや商品など

を『消費者に知ってもらいた

い』『一度食べてもらえたら』な

ど、ご来店のきっかけにつな

がるような企画をお考えの方

がいらっしゃいましたら、年４

回発行の「いいじゃん通信」で、

読者プレゼントを通じてアピー

ルしてみませんか。

■問合せ　みよし商工会
いいじゃん通信編集委員会

℡〈0561〉34-1234

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

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】

■明知町団子山 ■℡32-4143■営業…火曜～日曜日　

午後５:30～午後11:00 ■日・月定休 ■Ｐ12台

仕出し・寿司・弁当・炉ばた焼き　 ひろけん

◎金曜日限定 大エビフライ定食

なんと1,280円→1,080円
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

安
心・安全な生活空間を創造します。

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

労働保険とは、労災保険と雇用保

険とを総称した名称です。

法人・個人を問わず事業主の方

は、正社員、パート、アルバイトといっ

た雇用形態にかかわらず、一人でも

労働者を雇った場合、労働保険に加

入する義務があります（農林水産の一部

事業は除きます）。

労働保険は、従業員の安心と会社の

安定のための保険。従業員のため、会

社のために、労働保険に加入すること

は事業主の義務・責任です。

■問合せ
豊田労働基準監督署 ℡〈0565〉35-2323

豊田公共職業安定所 ℡〈0565〉31-1400

厚生労働省から

11月は労働保険適用促進強化月間

いいじゃん通信10月号３頁目の「み

よし商工会青年部部員紹介」でご登

場 頂 き ま し た 、 ハ ワ イ ア ン カ フ ェ 、

OHANAcafe さんから、ハワイ情緒タ

ップリ感の『パンケーキ（1480円・税込）』

を10人の方にプレゼントします（店内飲

食に限ります）。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、10月号の感想などをご記入いた

だき、10月

29日（金）ま

でに、ハガ

キ で お 申

込みくださ

い。

当選者には、商工会事務局より当選

通知を発送します。留意事項をお読み

の上、同店でご利用下さい。

■問合せ みよし商工会

℡〈0561〉34-1234

「OHANA cafe」 さんから読者プレゼント

感染症対策のための設備整備や

販路拡大を図るための取り組みなど、

各種助成制度があります。

今後新たな事業計画・予定がある

方は、事業を実施する前に、みよし市

役所産業課またはみよし商工会へお

問い合わせください。
■問合せ  

みよし市役所産業課℡〈0561〉34-8015
又はみよし商工会　 ℡〈0561〉34-1234

みよし市 商工業活性化
補助金をご活用下さい。

令和５年 10 月から適格請求書等

保存方式、いわゆる“インボイス制

度”が開始されます。

適格請求書とは、売手が買手に対

し、正確な適用税率や消費税額等を

伝えるための手段であり、税務署長

より受けた登録番号のほか、一定の

事項が記載された請求書や納品書な

どをいいます。　

本セミナーでは、豊田税務署職員

を招き、制度についてのポイントや

対策について分かりやすくご説明し

ます。ぜひご参加下さい。
■と　き 11月８日（月）午後２時～３時

■ところ 保田ケ池センター２Ｆ

■主　催 みよし商工会

商業サービス部会

■問合せ　みよし商工会

℡〈0561〉34-1234

担当・渡邊

商工会員対象 インボイス制度

対策セミナー開催します。

数量限定

★キッチン用除菌・洗浄・消臭剤　 ★トイレ用除菌・洗浄・消臭剤

★カビ・ぬめり取り剤★シリコンブラシ★台所用スポンジ◎使い方ガイド付き

℡〈0561〉32‐0577
みよし市莇生町曽和265-1

1,210円
標準価格

（税込）

おうちを

きれいに。
除菌も

衛生対策も。

★日替わりランチ  800 円　 ★からあげ定食  800 円

など、各種ご用意しております。 (金額は全て税込)

★「プレミアム商品券・お食事券」ご利用いただけます。


