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『売ろう、売ろう』とするから売れない

イオン三好店で

「共感力」を学ぶ
商談スキル強化セミナーで「観察力」

ロールプレイングで
「仮想商談」

『仕事の話はいいから、まずお
客様と“雑談をしてこい”と先輩
に言われた』
。営業職に10年以上関
わり、
「心理学＝コーチング」を学
んだことで、営業という仕事（＝実
績をあげなければいけない）の呪縛か
ら解き放たれ、気持ちが楽になっ
たと、自らの経験談を話す講師の
宇井克己さん（㈱ナレッジ・プラクティス・
コンサルティング代表取締役）。
みよし商工会及び中小企業大学
校瀬戸校との共催で「商談スキル
強化セミナー」が２月23日、保田
ケ池センターで開かれ、みよし商
工会員ら約30人が参加。
ロールプレイングで、二人一組
となり、営業側（売り手）と企業側
（買い手）に分かれ、
“お掃除道具”
の売り込みについて実践し、基本
スキルをレベルアップ。
営業の基本（仕事の本質）は、
①お客様の現状②お客様が望む未
来の状態、この２点を聞き出すこ
とにあると宇井さん。的を得た支
援、提案を実現するには、お客様
から広く情報を引き出し、お客様
の答えた内容に関して「なぜ？」
の言葉の代わりに「それには何か
理由がおありですか？」のように、
優しく、優雅に尋ねることがポイ
ントだとか。
そして、お客様からの返答やメ
ッセージをしっかり聞き、うなず

碧 亭

きながら相槌を入れ、お客様の話
を受け入れる「傾聴力」と「反復
。これによって、
力」と「観察力」
お客様との信頼関係を構築し、お
客様の気持ちをわかろうとするこ
とで「共感力」が生み出されます。
そしていよいよ最後に、現状と
未来とのギャップを埋めるプレゼ
ンテーション力。誰しもが得られ
るメリットとお客様が得られるメ
リットを区別し、具体的に伝える
ことが最重要だと、宇井さん。
さて、今回の気づきや学びをど
のように活用するか。生かすも殺
すも、あなた次第ですね。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

●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
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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。

⑤

4/28,29,30の３日間
②
イオン
⑤ＢＥＡＤＳ
④
三好店から
ＢＲＩＯ…み
の働きかけで、
よちゃんマスコット（小
③
『地元の特産品と連携して販売促進
2700円。当日ワークショップも
につなげたい』と、ゴールデンウ 有ります。）
みよし商工会内では、今から９
ィークの前半、みよし商工会の特
産品認定を得た５社、10品目が販 年前「いいじゃん美人」を売りだ
した2009年に特産品開発委員会を
売されます。今回出店するのは、
設置。みよしの特産品を内外に広
次の５事業所。
①農事組合法人夢の実ファームみ めようと取り組んできました。今
回、出品は無いものの、㈱夢たま
よし…梨ジュース（720ml・950円）
ブルーベリージャム（580円）
ごの「シフォンケーキ」や、わら
いちじくジャム（550円）
び福祉園の「三好ちょうちんサブ
②㈲魚茂…いちご羊羹（1620円）
レ」も認定商品。
③パスタライズ㈱…ブルーベリー
特産品開発委員会では、
『この連
ジャム（624円）
携をきっかけに消費者の皆さんに
④環業開発研究機構…ローゼルジャ 周知され、販売促進につなげられ
ム（860円）・同ハーブティ（S・480円）
れば』と期待しています。
（430円）
・同寒天ゼリー
【問合せ】商工会℡34-1234

合
同 社会人としての基本動作、
新 心構え、マナーや職場の人
二つ目は、いてもいなくてもよい社
社
入 間関係づくりなどを学ぶ新入
社員研修が４月13日、保田 会 員（人材）、三つ目が、いては困る社
や 員（人罪）です。さてみなさんは？』。
社 ケ池センター会議室で行わ
れました。みよし商工会商業 企 研修では、あいさつやお辞儀の
員 部会及びサービス業部会が 業
に 基本を学ぶため、実際に起立し、て
主催。合同研修会にはこの４ と いねいなお辞儀（角度45度）を実践（写
研 月、新しく社会人となったば っ
て 真上） 。『言葉は、知性と意識の出
必 口。あいさつは先手必勝。心は見え
修 かりの職員や入社数カ月か
要
ら１年までの５人 （製造業・福祉 な ないがとても大切』。そして、身だし
会 団体など）が参加。講師は、㈲ “
人 なみでは、吉房さん自身が、ワイシ
マネージメントグループ21の 財 ャツの首回りを緩め、ネクタイをだら
を 吉房広司さん
（中小企業診断 ”
に しなく垂らし、ポケットに手を突っ込
士）
んだ状況を演出し『どう思いますか
。吉房さんが『社員のタイ
開 プには三つある。ひとつは、 な
ろ
（見えますか）
？』と問いかけます。さら
う
催 いなくては困る社員 （人財）。 に現代では必須のビジネスメール
お辞儀の基本（角度）を訓練

中国料理
みどりてい

みよしの
①
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や携帯電話のマナーなども学び

身
だ ました。
し
研修に参加した事務部門担 あ
な
み 当の社員は『敬語の使い方が改 い
＝
さ
首 めて分かった。電話応対で学ん
つ
回
り だことを活かしたい』。また、営 ＝
（
首
、
手
首
＝
指
先
、
足
首
＝
靴
）

業部門だという社員は『電話やメ 言
ール、実際の接客など、言葉（敬 葉
語） をもっと適切に 使い 分けた
×
い』。４月入社の社員は『相手の 行
方がどうしたいのか、メモをしっ 動
かりとり、臨機応変に対応できる ×
を ようになりたい』。
大
心
切
さっそく、今日からでも取り組
に
んでみましょうね。

株式会社名古屋ビニックス
〒470-0225

みよし市福田町樋場15-2

℡〈0561〉33-1771

ベランダアルミ手摺、カーポート
テラスなどの加工・取付
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

住まいのことなら何でもご相談ください！

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

（幕の内弁当は２日前までに
ご予約願います。）

新築〔木造・鉄筋・鉄骨〕、リフォーム 建築工事一式

★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）

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。

シーピーセンター株式会社総務部・担当松林

→

■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

℡〈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）

２
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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。

美容室

鈴木通文さん

店主

2018.４月号

●西陣取山82-2
●℡〈0561〉34-2330
●営業 午前９時～午後６時
●定休日 毎週月曜、火曜

技術もサービスもまだまだ学ぶ必要が。“男性専用”の美容室を模索中！
「20代のころ、カットの
勉強をしようと、フランス
とアメリカへそれぞれ１カ
月ほど行ったんですよ。日
本の理美容の考え方と全く
違っていた。特にカットの
技術。髪を切りながら作り
あげていくんですよ」と鈴木さん。
1976年（S51）５月に創業。「ここに店を構えて42
年。ぼくは理容（床屋）で家内が美容。お店の中
を二つに分けて理・美容両方やろうと最初は考
えていた。でも結局、美容室一本に絞った」。
昭和50年代、土地区画整理事業が始まったばか
りだったこのあたりは、周りに住宅もほとんど
無く道路も未舗装。しかし、海外で身に付けた
斬新な技術やデザインに営業時間前から大行
列。
「当時は凄かったよ。１日でお客さんをさ
ばききれないことが何度もあった。でも、機
土木工事一般・とび土
工造園工事・舗装工事

械的に人数をこなすだけじゃお客様の満足度は と“毛髪管理”ということへのこだわり、重
高まらない。会話や髪へのアドバイスなど、お 要性を感じていて、例えば、年齢とともに髪が
客様との信頼関係にはコミュニケーションが大 薄くなる、細くなる現象に対して“減らさない”
事だから」
。店主の鈴木さんを頼って来る顧客 “薄く(細く)ならない”対応策、工夫をお客様に
は、３歳児から高校生、開店以来通ってくれる 勧めてきた。でもね、新しい技術や商品を、お
年配の方までと幅広い。
客様に分かり易く説明するのって、本当難しい
。
名古屋今池で店を経営していたころ、お客様 んですよ」
から『（イギリスのロックバンド、ザ・ローリングスト
鈴木さんが、最近取り組んでいるのは“セー
ーンズの）ミックジャガーに似てるね』と言われ
ルスライティング”
。
「相手に短く、分かり易く
“ミック鈴木”と名乗るよ 伝えるスキルを身に付けるのは、商売やる方な
たのをきっかけに、
うに。
「当時、髪を長くしていたので雰囲気が ら絶対に必要。まだまだ勉強しなければいけな
。帽子を粋にかぶりながらハサミ
似ていたんでしょうね。でも、歌も歌えないし、 いと思うよ」
（笑）。
を動かす“髪のお医者
ギターも弾けないんだよね」
帽子も“ミック”のトレードマーク
昔はデザイン性より“パーマがかかっていれ さん・ミック鈴木”は、
ばいい”という時代。薬液も独特の匂いと髪に 髪は切ってもお客様か
ダメージを与えてしまう例も。今では、薬剤も らの信頼と縁は永久に
非常に進歩。髪の安全・健康に配慮した、髪や 途切れない言葉を紡ぎ
頭皮を傷めない高品質のものに。
「ぼくはずっ だそうとしています。

有限会社 大野建設

としひさ

大野壽久さん 新屋理事/青年部会所属
見積りなどの数字に見えないアフターケアを大事にしたい！
代表取締役

●愛知県知事許可（２７）第５８０４９号
●みよし市天王台8-6
●営業 午前９時～午後５時（日曜日定休）
●℡〈0561〉32-1678
設計図を確認

「工事が完了したとき
に、予算内で“ここまでやってくれたの”と喜
ばれることもあれば、
“そこまでやる必要はな
かった。もう少し予算を削れば良かった”と言
われたこともある。お客様がどうしたいのか、
その思いをしっかりと聞き、ギャップを生まな
いように、言葉を記録に残す（大切にする）こと
を心がけています」と大野さん。
大学進学後、
「大学に入ることがゴールだと
勘違いしていて、勉強らしいことを何ひとつし
なかった（笑）。ラグビーつながりで、知人が名
古屋で経営する飲食店で１年ちょっとアルバイ
ト。仲間や友達もいたので、飲んだり遊んだり
本当に楽しかったですね」
。
同社は、父親の武久さんが平成元年（1989年）
に創業。多忙なときには、家業を手伝った経験
（いつかは戻るんだろうなぁ～）
」と薄々
もあり、
「
意識していたという大野さん。真剣に学ぼうと
しなかった学生生活と縁を切り、大学を中退。
「素人同然でしたけれど、父の会社に入りまし
た」
。同社のメイン事業は土木工事。外溝工事
や側溝整備、舗装、ブロック積み、カーポート
設置など。発注先との打ち合わせや、現場監理、
そして自らも身体を動かし汗を流す大野さん。
「父、母、私の３人で動かなければいけないの
（笑）
で、結局“何でも屋”みたいなものかな」
。
「家族中心で仕事をしていると、どうしても

それぞれの経験の範囲内で仕事を進めてしま
う。父からの指示も、自分の経験値が低いので、
疑問を感じても言われたままこなしてきたが、
先輩や他社の方からのアドバイスを参考にしな
がら“こうしたほうがいいんじゃないか”と考
えるようになった。まだまだ、細かい失敗はあ
ると思うが、自分の担当した仕事が完成（完了）
するとやはり嬉しいですから」
。
青年部の活動を通じて、多くの仲間と知り合
えたという大野さん。商工会女性部が７年程前
に主催した「婚活」で伴侶を見つけた“貴重な
経験”も。
「確か、出席予定の方が欠席されて、
人が足りないので出てもらえないかと頼まれ
て、食事が出るし、一度婚活に“お試し”で参
加してもいいかなと思いＯＫしたんですよ。そ
うしたら、ぼくと、同じような事情で参加して
いた彼女（嫁さん）がいて…。彼女のほうがリー
ドしてくれたおかげで結婚できたと思います」
。
両親も高齢化。近い将来「従業員を雇わなけ
ればならない」必要性も感じている大野さん。会
社経営の難しさや従業員を雇う責任感など、この
先“真の苦労”を味わうかもしれない不安があると
大野さん
打ち明けますが、ラグビー
で培った攻撃と守備のバ
ランス力があれば、きっと
切り抜けられることでしょう
ね。
高校ラグビー時代の仲間と

誠

有限会社

〒470-0206 みよし市莇生町山田54-7

交通事故
ゼロや交通
安全の啓発
に向けて、
設立総会
運輸業界が
主体的に取り組むため「みよし運輸分科会」
を平成３０年４月１日に設立しました。
分科会は「商業サービス部会」に所属。
H30年度の役員は、会長に㈱カネヨシの鈴木
卓生会長、副会長に三鈴総業㈱の鈴木信司代
表取締役が就任。
同分科会は、「交通安全活動」や「地域振
興（お祭りやイベントへの参加、協力）」「災害救
援活動の協力」を計画。具体的には、春・
夏・秋・年末の交通安全運動や「みよし市防
災訓練」に参加する予定。地域との交流、連
携も図っていきます。

H30年度みよし商工会事務局

人事異動ご案内
着 任
着 任
転 任

経営指導員
補助員
補助員

大矢高裕 （日進市商工会から）
阿垣真紀 （藤岡商工会から）
大澤夏海 （藤岡商工会へ）

小型移動式 クレーン

柘植工業

派遣元責任者番号

みよし運輸分科会設立

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）

設備一般・重量物運搬・据え付け
企業をサポートする

会員向け情報です

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

001-091204231-050

！

トヨタL&F様
向い側

■
豊田知立線沿い
当スクール ◎

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。

●●●

℡３６‐０７７２ FAX３６‐０７９２

キレイに見えても、お部屋は
ハウスダストでいっぱい。

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～

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

は梅

まずはお電話を。

から夏に 大

TEL (0561) ３２-１７６１

繁殖
フ ク ト イ イ ナ

0120-090557

現場を拝見し、ご要
望に沿ったプランを
ご提案します。

HP/
有限会社 伊藤組

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

ダニ

雨

☆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）
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おいしいごはんと共に
大切な人と楽しく過ごせる 自薦・他薦OK。“個性的な”お店お待ちしております。

2018.４月号

広々店内。午後の遅い時間帯だと
ゆったり落ち着いて過ごせる。

と考えてもらいながら
召し上がっていただく
のも、料理の楽しみ方
だと思うので。
●半年ほど経ちまし
（ミーズ）
たが手応えはいかがで
〈2017年11月オープン〉 店長 金城淑美(かねしろ・としみ)さん
すか…【金城さん】若い
■福田町大沢８ ■℡〈0561〉59-4120 ■〈テーブル〉８席（各席２～６人掛け）
世代の方、特に30代か
■営業時間 午前11:00～午後 6:00 （ランチは午後２時まで） ■定休日 毎週水曜日
ら40代の方たちをター
■駐車場 お店の前約10台（お店斜め向かい側にも数台可） ◎お弁当予約可
ゲットに考えていまし
●店名の由来を…
妹とみよしの飲食店（豆腐料理のマメコメさん）に
たが、人生の先輩、私の母
店長の金城さん 【店長・金城さん】私の家
出かけたら、妹が友人とそのお店で偶然再会。
親年代ぐらいの方たちも来
族やきょうだいの名前には、みんな「美(み)」 妹つながりで、三好食糧の野々山さんと出
て下さり、
『おいしかったよ』
が付いているので、そこからネーミングしまし 会い、店舗を紹介していただきました。
デザートのケーキまでも手づくり。黒ゴマチー と声を掛けてくださり恐縮
１週間ぐらい考えて、こんなに大きな（広 ズケーキは見た目の美しさも味も絶品！ してしまった。幅広い年代
た。私の実家が多治見で焼肉屋をやっていたの
で、そこで手伝いをしたり、飲食店で働いたり い）店舗では、人手の問題もあって難しいので 層の方にお越しいただけると嬉しいですね。
して料理づくりにはずっと携わってきました。 “断ろう”と思ったのですが、野々山さんや店
お店は、私も含めスタッフ３人で回していま
40代になって、子育てが一段落したころ、 舗所有者のオリジン松浦さんが『お店を持つの すが、身体はしんどくても楽しいんです。料理
「50歳までに自分のお店が持てたらいいなぁ～」 が初めてなんだから、勉強のつもりでやってみ を作ること自体が大好きなので、そんな気持ち
たら』と励ましていただき「じゃ、頑張ってみ
と思っていました。
●※スレートランチ （サラダ・日替わ が味わいにもプラス
りおばんざい10種・ごはん・スープ） されればと願ってい
大人気のスレートランチ ようかな」って感じで、昨年の11月
●お店の特徴を。この場所を選ん
1,080円 ※スレートとは、建築にも使われる
11日、11時にオープンしました。
だのは…【金城さん】私、お米（ごは
素材。陶板のような感じで、料理が引き立つ ます。
お皿として活用。
ん）が大好きで、どんぶり物にも目
●料理の特色、ポイントは…【金
●ビビンバ丼ランチ 980円
がないんです(笑)。家族のお弁当作
城さん】「五味(甘味・塩味・酸味・苦味・う
●ピリ辛肉みそ丼ランチ 980円
N
ま味)」を味わっていただきたくて、 ●日替わり気まぐれランチ 980円
りが料理の原点にあるのですが
三好
Ｇ
●コーヒー・紅茶
400円
色々な食材を使います。それらの味
“ごはんをおいしく食べられる料
三好物由 Ｓ ＡＵ ● 東荒田
●●● 県道名古屋岡崎線 ●●●
ジュース各種
380円
理、ごはんに合うおかずづくり”
の違いがごはんに合うと思います。
● 松浦建築事務所 県●
ササミフライ・めかぶ三杯酢・蒸しかぼちゃ・
●スィーツケーキ単品
420円
道 コンビニ
そんなコンセプトでやれたらいい きんぴらごぼう・ブリ照り焼き・ピリ辛きゅうり・ 調味料なども、ミソやこうじなど、
豊
ケーキドリンクセット
700円
Ｐ Kitchen
田
★
ゴマ豆腐・にんじんとパプリカの煮びたし・
知
なぁと。
できるだけ自分で作ったものを使用
立
◎お弁当700円。テイクアウト出
エビと新タマネギの納豆ソース掛け。
Mii’s
線
そんなことを考えていたときに、 ごはんはタケノコの炊き込みごはん
して、お客様には『これ何だろう？』 来ます。(当日注文可。午後２時まで)

Kitchen Ｍｉｉ’
ｓ

もう、汗だくですよ（笑）。
撮影が終わって緊張感が
商工会女性部 常任委員
解けるころに、ようやく
有梨さんとパソコン
（健康的なイメージ）
“いい笑顔”になる。
★デジタル社会 象・美肌効果
を強調した
内の画像を選択
〈有梨さん〉あぁ、その
へと移行し、写真 りもできます。
笑顔を撮りたかったのに
業界も大きく変わ
最近は、スマホやデジカメで“撮るけ 親子だから、言いたいこと
を言えるのがプラスかも
… （笑） 。ぬいぐるみや、
りましたね…
れどプリントしない”
“整理が大変”と
さん
〈日高多美子 〉 いう方にピッタリの、手軽に写真整理が出来て、 変顔の変装、子どもさんが興味を持ちそうな小
県道豊田知立線沿 テンプレートに合わせて思い出のアルバムが作 道具を用意して、子どもさん目線など、色々工
いの店舗から、実 れる、フジフィルムの“フォトブック”や“イ 夫するのですが、あまりの大変さに、お客様か
ら『大変なお仕事ですね』と、同情を頂くこと
家に併設した店舗 ヤーアルバム”をオススメしています。
（み
へと移って５年ですね。私の母、久野民保子
古くなった写真の復元、溜まってしまった写 もあります（笑）。
ほこ）と娘の有梨（ゆり）の“３世代”３人と、長年勤
★３世代で仕事をしていると議論もしますか
真やネガをＤＶＤにしたり、古いアルバムを撮
…〈祖母・民保子さん〉私のころはカメラも手動、フィ
めてくれている男性社員（藤井さん）との４人で 影してＤＶＤにすることも可能です。
〈多美子さん〉みよし市や東郷町からは、
「85歳 ルムの現像もプリントも手作業。新しいものの必
「証明写真」
「スタジオ撮影」
「七五三やお宮参
（和装やドレス）
のレ 記念写真」の依頼があって、最近では100人以 要性も分かるので、まぁ、あまり口出しせずに、控
りなど、子どもさんの衣裳
（笑）
ンタル」「デジカメ・スマホの画像プリント」 上の方をスタジオで撮影します。
『10歳ぐらい えめにというのが私の立場かな。
〈孫・有梨さん〉古いカメラのことやネガ時代のこと
「写真の合成・加工」をメインにやってます。
は若返るね』と評判で、きれいに仕上がります
★最近のサービス内容の特徴は…〈有梨さん〉 よ。
“終活の一環”と考えていらっしゃる方も になると、もう私には全く分からない。そういう分野
（お客様）は、やはり祖母が頼り。
証明写真やビザに必要な写真だと、プリントせ いますから。
〈多美子さん〉新しいものと古いものとの良さをそ
★カメラマンとしての難しさ大変さは…
ずに『データのみでいい』とおっしゃられるお
〈多美子さん〉スタジオ撮影で、特に子どもさん れぞれ引き出して、上手くミックスさせたい。３人
客様や企業関係者の方が多いです。プリントす
る場合も背景色が12色の中から選べたり、好印 の自然な笑顔を引き出すのはとっても難しい。 それぞれ好みも感性も違いますからね。

輝 ラ

Active Woman

リ

スタジオハルミ堂

日高多美子さん

●三好町上１番地1
℡〈0561〉34-3518 / FAX 34-3517
●営業時間 AM9:00～PM6:00 / 木曜日定休

技術と誠意で信頼にお応えする

＊注文住宅＊新築＊リフォーム
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整体・カイロ

黒笹駅
黒笹

■公民館
●●●
至日進

Sinyou ホーム ㈲信友建設

専門店
イヤーアルバム
フォトジンブック

セブン
イレブン 至
福
■ 谷

疑問にお答えします。
セラピー
治療方法を
ご提案します。

【施療時間】
AM10:00～PM7:00
【施療費】
ココ
60分 4,000円
黒笹交差点から 【 定 休 日 】
東方向約100㍍
毎週木曜日

★ 至三好ケ丘

）

）

ピアゴ

℡32-0818
みよし市打越町畦違167-1

整体＋カイロ
＆メンタルリフレッシュ
〈完全予約制〉

090-5850-8201

1950年創業 自動車部品・アルミダイカスト製品加工

Ｓ

シャッフルプリント
各種デザインプリント

㈱鰐部製作所
代表取締役社長

鰐部三郎

ＷＡＮＩＢＥ ＩＳＭ
℡ 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
■みよし市三好町上１番地１ ■営業９時～夜６時 ■木曜定休

キ
リ
ト
リ
セ
ン

身体の不調には理由が
あります。 こころ
からだ

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。

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

ミズノ建設工業株式会社
住宅建築

完全自由設計。プランニング段階から
お客様と共に造り上げます。

総合建設

工場や倉庫、事務所など、主に企業様の
ご要望の実現をお手伝いします。

リフォーム

住宅・工場等のリフォームや耐震補強
増改築など、どんなことでもお任せ下さい。

鉄骨工事

主に事業所様向けに、鉄骨工事、基礎工
事を行います。気軽にお問合せ下さい。

営

繕

機械の塗装、床補修、タラップ設置、雨
漏り補修など、どんなことも対応します。

℡〈0561〉34-5593（8:00～17:00/日曜定休） 莇生町水洗32-2
作業工賃、廃油処理費用を含みます。

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。

取全
の街のくるまやさ
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。
ITH（信頼）で 笑 顔
東名高速道路

北部小

★
豊信

グッドフェイス株式会社
℡〈0561〉42-7600 みよし市福谷町
10:00～19:00(火曜日・祝日定休)

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

お
車
の
こ
と
な
ら
何
で
も

新車・中古車・オーク
ション落札車の販売、
車検、修理、鈑金、部品
交換、自動車保険等

４
ＴＨＥ ＭＩＹＯＳＨＩ ＣＨＡＭＢＥＲ ＯＦ ＣＯＭＭＥＲＣＥ ＡＮＤ ＩＮＤＵＳＴＲＹ

商工会・新会員ご紹介 〈29年12月～30年2月理事会加入承認分〉
みよし商工会の会員数は、Ｈ30年2
月27日現在883社です。今回新たに５

社が加わりました。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

村田ボーリング技研㈱

溶射加工業

莇生町川岸当

お惣菜&cafe縁en

飲食業

西一色町神田

㈲ホクト

運送業

明知町溝坂

㈱やまぜんホームズ

建設業

三好町半野木

フィリップモリス(同)

小売業

名古屋市中区

「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。
《記帳・確定申告のお手伝いをします》
月々、3,240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
（申告時は、別途申告
の際に役立ちます。
手数料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。
■問合せ みよし商工会℡34-1234

人事担当者の方へ

三好丘桜４丁目の住宅街の中…
“ホッ”とする隠れ
作り
家的サロン
ィー
デ
ボ
力的な
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

貴

Plumeria
セラピスト Ｔsｕｔａｅ

商業・サービス部会
５月26日〈土〉にアイモールでＰＲ
商工会商業・サービス部会のサービ
ス内容を積極的にアピールするため、
アイモールのセントラルコートでＰＲ
コーナーを開設します。
例年、10社～15社ほど出店します。
お買いものついでに、ぜひ、お立ち寄り
下さい。出店者は現在募集中。締切り
は４月27日 （金） 。出店説明会５月11日
（金）。 【PR時間…10:00～20:00】

読者プレゼント 「ケーキセット」
Kitchen Mii’s さんから（３頁参照）
Kitchen Mii’sさん

新卒者採用の求人説明会
来年、平成31年３月に学校を卒業予
定の新規学校卒業者を採用するための
求人説明会を開催します。
求人申込手続きや採用選考方法など
について説明します。人事担当者や採
用担当者の方はご出席下さい。
■日時 ５月23日（水）午後１時30分～
４時（受付1:00～）
■場所 豊田市民文化会館（小坂町）
■内容 最近の雇用情勢・新規学校卒
業者の状況・求人募集方法について
◎参加無料。申込み不要
■問合せ 豊田公共職業安定所
求人企画部門℡〈0565〉31-1400（31＃）

（店長・金城淑美さん）か

ら、同店手作りの
「（ランチ後の）ミニ
ケーキセットの一例
デザートドリンク
セット」の試食券を５人の方に読者プ
レゼントします。
希望者は、ハガキに①ご住所・お名
前 ②電話番号 ③いいじゃん通信へ
の感想又は要望などを記入し、５月11
日 （金） までにご応募ください。 （当日消印

行の当選ご案内を事務局から発送しま
す。なお、ランチタイム時にご利用下
さい。ご利用期限は６月30日までです。

商工会年間主要事業
ご案内
事 業 名

開催時期

■第58回通常総代会（５月22日）
■優良従業員・企業表彰（５月22日）
■従業員等健康診断（６月15日）
■会員交流研修会（７月ごろ）
■いいじゃん通信発行（7・10・2月）
■三好池まつり（共催・８月4日）
■源泉徴収、年末調整相談（７・１月）
■技能講習会（工業部会、９月）
■パソコン簿記講習会（10月）
■産業フェスタ（11月4日）

〈2019年〉
■技能講習会（建設部会、１月）
■決算作成・確定申告相談（２～３月）
〈随時開催〉
■エキスパート派遣
■専門家企業診断
■労働保険業務相談
■記帳事務代行
■Webサイト掲載事業

有効）

■あて先 〒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。
◎当選者には、Kitchen Mii’sさん発

から 29日
24 日 うれしいな！

4月

溶接製缶・機械加工・省力化装置

〈火〉

〈日〉まで

とりの唐揚げ
＆ハイボール

650円→325円 〈税別〉
380円→190円

キャンペーン

Ｈａｙａｎｏ

脂肪、むくみ、たるみ解消！
代謝アップダイエットに、ラジオ波や
キャビテーション痩身してみませんか！
予約 早野 090 -1830-6505 アロマサロンプルメリア みよし
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商工会報

〒470-0206
ISO 9001
認証取得

検索

ISO 14001
認証取得

コース料理（2,500 円/3,000 円/3,500 円）も有り。
※コース料理を予約すると飲み放題を
（1600 円/2 時間）付けることが出来ます。

愛知県みよし市莇生町土郎谷27番地12

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

℡〈0561〉32‐2425 FAX〈0561〉32‐3456
Eメール miyoshi.seisakusyo@lime.ocn.ne. jp

仕出し・寿司・弁当・炉ばた焼き

ひろけん

各種宴会、承ります。カラオケ３時間付き 〈要予約〉
珈琲屋
らんぷ

川
境

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

ブルーベリーの里みよし 検 索
ろの疲れをいや
し
日ご

への活力を生みだ
す
明日

ＴＲＳ
※日曜日

定休日

17:30ー25:00〈LO24:00、Drinkは24:30〉
17:30ー24:00〈LO23:00、Drinkは23:30〉
なし（年中無休）

℡（0561）34‐7997

みよし市三好町上146

＜社訓＞ ＩＳＯ１４０００取得

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

三好ベニヤ

●

N

℡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

愛する人への感謝 そして 絆を感じ深める場
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ＩＳＯ ９００１取得

営業時間

三好
井ノ口

早朝から営業しております。

華
舞

㈱鳥居発条製作所
【スプリング製造業】

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。
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振袖レンタル予約受付中
〈早期予約割引有ります〉

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

経 営者 医 療共済

加入年齢
１年契約
自動更新型

２０,０００円

共済掛金 月掛

傷 害死 亡

［１日目から60日目を限度］

手 術

１５万円・１０万円・５万円
診療報酬点数1,400点以上対象
［一共済期間中１５万円を限度］
手術の補償は診療報酬点数により金額が異なります。

中小企業共済
愛知県中小企業協同組合

加入資格
法人の場合は役員の方
個人企業の場合は事業主・専従者の方

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！

入院 日額

満15歳以上70歳未満の方
（満80歳まで継続可）

ケガによる

ギプス固定見舞

7,700 円

１,０００万円
〈有限会社 鬼頭塗装店〉

１０万円
ギプス固定見舞は、入院期間を除き
連続１５日以上続いた場合
［一共済期間中１回を限度］

●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）

詳しくはパンフレットを
ご参照ください。

FC ０１２０‐００‐９９６７
http: // www.ack-kyosai.or.jp
（受付時間）
平日9:00～17:00
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