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東海学園大学経営学部経
営学科、「丸山一芳研究室」

（知識科学博士・同大学准教授）の
ゼミに属する３年生16人が、
「地域連携・現場で学ぼう」をテ
ーマに①ベースボール・ビジネ
ス班＝ドラゴンズ再建策の提
案②フットボールビジネス班＝
名古屋グランパス、ホーム
タウン活動の充実③フードビ
ジネス班＝みよしの特産品
「ゆめぴよレーヌ」企画・製
造・販売、の３チームに分
かれ、２年にわたって取り
組み、それぞれ成果を挙げ
ました。

みよしの特産品づくりに関わっ
たフードビジネス班は、「ゆめぴ
よレーヌ」のネーミング検討やキ
ャラクター作りに取り組みました。
名付け親の伊藤優梨亜さん（写

真右・紫色のパーカー）は『百貨店
などで既存のお菓子の特徴を
研究したり、客層を分析したり
して、やはり女性が中心なの
で、女性目線で色合いや可愛
さ（ひよこの顔）を追求しました』。

ゆめぴよレーヌに使う卵を生
産している「株式会社夢たまご」（三

好町）の代表取締役、長瀬豊子さ
んは『２年間の間に10回近く打

ち合わせしました。ネーミングや
デザイン決め、パッケージ制作
が大変でした。でも、こうやって
学生さんたちのおかげで素晴
らしい商品が出来上がりまし
た。学生さんたちにとっても、い
い経験、達成感を味わってもら
えたのではないでしょうか』。

丸山准教授は『机上の勉強
だけでなく、より現場に近いとこ
ろで“経営”を学んで欲しかっ
た。どの班に属するかは、学生
自身が決めた。自分の好きなこ
となら自発的に動けるはず。ど
んなことでもいいから、爪痕を
残して欲しい』。

この中には将来、起業した
り、経営者になったりする学生
さんもきっといることでしょう。

ＭＩＹＯＳＨＩ ＳＯＣＩＥＴＹ

みよし市は2020年１月に「市
制施行10周年」を迎えました。
みよし商工会では、この10周年
を契機に、地域のにぎわいを生
み出すための新規事業「花味大
縁会」を４月に開催します。
過去、2008年から11年間にわ

たって続けられてきた「冬のイ
ルミネーション事業(冬の花火や屋

台の出店、ステージイベントなど）」は、
保田ケ池を訪れる人々の心を温
め、近隣では非常に珍しい、冬
の夜空に打ち上げられる花火に
大きな歓声を上げていました。
同事業に代わる位置づけとし
て、さらにパワーアップ、魅力
満載の「花味大縁会」は2日間に
わたって行われ、飲食や物販の
出店は40～50店舗を見込み、ス

テージでは様々なイ
ベント、来場者参加
型のスタンプラリー
なども行われます。
新規事業委員会の

委員長、鬼頭伸和さ
ん（有限会社鬼頭塗装店・

代表取締役）は『みよし
市内でも、この保田ケ池からサンア
ート、みよし市民病院に至るまでの
桜が一番きれいだと言われ、イ
ンスタにもよくアップされてい
ます。ライトアップ（3月下旬から4月上

旬）も予定していますが、見るだけ
でなく、味わい、仲間や友人、ご
家族、参加者どうしの縁を感じ
てもらえる場になればと期待し
ています』。
暖冬傾向のため、桜の開花時

『きっと見つかる運命の出会
い』。通算10回目となった婚活プロ
ジェクト“赤い糸大作戦”。12月１日
にホテル・ナゴヤキャッスルで行わ
れ、男女合わせて53人が参加。６
組のカップルが誕生しました。

同イベントを企画、運営するみよ
し商工会女性部では、参加者同士
の会話のきっかけにつながればと
“回転トーク”とネーミングされた、
異性の相手全員と対話する時間を

用意（写真）。１分半で席を
移 動 し な が ら の 自 己 紹
介。趣味・仕事・生年月日
が記入されたプロフィール
カードを交換し、会話が盛
り上がっていました。

フリートーク（立食パーティ

ー）では、一流ホテルの料
理をバイキングで味わいな

がら、気になる相手方との距離を
縮めようとアプローチ。女性部長の
加藤民子さん（加藤建設株式会社）

は、『会話がし易いように私たちも
会場でサポートしました。カップル
成立に至らなくても、会話を通じて
自信を持ったり交際に前向きにな
れたりする機会になったのでは』。

婚活プロジェクトは、来年度も
継続開催の予定。ぜひ希望者は
ご参加下さい。

期が少し心配なところですが、
きっと“記憶に残る”祭りの始
まりになりそうです。

【問合せ】みよし商工会
℡〈0561〉34-1234

（保田ケ池桜写真提供：スタジオハルミ堂）

４月４日（土）午前11時～午後８時30分
４月５日（日）午前10時～午後４時00分

冬のイルミネーションから

婚活プロジェクト赤い糸大作戦Ⅹ

ゆめぴよレーヌを試食する学生さんたち

ゆめぴよちゃん

新規事業！

℡（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 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

 

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
ＩＳＯ１４０００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 

雑貨・喫茶 ねこのて内 

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

パートナー

店内に見本有ります。

ご相談、計測は原則、土・日対応となります。

最良の靴を

見つけてみませんか！

Order Shoes/Original Shoes

春の桜へと

▼長瀬さん
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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

車のナンバーは５５１８（ゴーゴー、いちからはち）。
「（経営者や管理者は）威張っちゃいかん！頂点の

10をいつも意識しているが、一（基礎）からこ

つこつと積み上げていくことが大切。八あた

りに目標を置けば、末広がりで頂点に近づけ

る。もちろん努力次第だがね」と三浦さん。

主にアイシングループ企業と取引してきた豊
田市にある自動車部品加工会社に45年にわた
り勤務。“たたき上げ”で最終的には代表取締役
にまで昇り詰めました。そんな三浦さんが、従業
員規模300名の会社で経営管理の立場になった
ころ、同社創業時の社長が『勉強する意欲のあ

る者は、どこにでも
行かせる』と言わ
れ、エクステリアや
立体駐車場、専用
工作機なども手掛
けるようになりまし
た。
特に、日本プレ

ハブ駐車場工業会（写真右。都市部企業の集まり）の理

事時代には、東京、大阪、九州と国内の主要

都市を出張で飛び回り、異業種経営者らとの

交流で人脈が大きく拡大。「創業社長のおかげ

で経験を積ませてもらい、今の私がある」と

尊敬の念と感謝の言葉を口にします。

三浦さんは71歳まで同社に勤めた後、娘婿が
経営する建設会社とともに、工場設備の設置や
メンテナンスを行う「アイミ産業株式会社」を2007
年２月に設立。そのカタカナ表記のアイミ。「アイ
ミのアイは、愛知の愛でもあり、アイシンのアイ、
娘の名前、もちろん愛情の愛でもある。ミは三浦
のみ、みよしのみ、仕事の楽しさを味わう味
（み）。漢字にしてしまうと、一つの意味になってし
まうが、カタカナにすれば色々な想いを込められ
るからね」（笑）。

笑顔の絶えない三浦さんが考える会社経営の
秘訣は「製造業でも建設業でも商売の基本は同
じだと思う。発注側と受注側、経営者と従業員、
お互いの“顔が立つ”ように着地点を見つけるこ

と。相反する命題を
どう乗り越えるか、
“うまく同居させる”
のが経営管理のス
キル。“周り（上司や社
会情勢など）が悪い”と
愚痴を言っているよ
うじゃ運が逃げてい
くよ。自分で考えなくちゃ』。
三浦さんが猛烈に働いていたころ、妻の佐代

子さんは『主人が午前零時前に帰ってくること
は、ほとんどありませんでした（笑）。でも、主人の
父や母が私を実の娘のように可愛がってくれた
のでそんなに寂しくなかった』。今、毎朝二人仲
良く散歩する姿は地元でも有名に。カラオケや
グランドゴルフも二人そろって共通の趣味。
「仕事が面白ければ人生も面白くなる。まだま

だ勉強も努力も工夫も必要だよ」。“現役社長”
の頭脳と心構えは、いつまで経っても青年のよう
です。　

アイミ産業株式会社代表取締役 三浦敏行さん

自分で考える意識を持てば、経営は楽しいもの

鏡さんが“ウルトラ蒸し
しょうがパウダー事業”を
始めて今年で５年目。「そ
の生姜パワーだと思うの
ですが、ここ５年程、一
回も風邪をひいたこと
がないんですよ！（笑）」
と鏡さん。
喫茶店も 20 周年を
迎え、地元常連客や女

性ファンでにぎわうカノン珈琲。店内の各テーブ
ルには試食（試飲）用のウルトラ蒸ししょうがパウダ
ーのボトルがサービスで置かれ、誰もがランチの
スープや味噌汁、紅茶に入れたり、サラダに掛
けたりできます。その生姜事業を始めたきっかけ
を「私自身が冷え症でそれを改善しようと、色々
と本を読んだりしていました。その中に生姜パウ
ダー作りのことが書いてあり、実際に作ってみた
ら手応えがあって、平熱 36 度ぐらいが 37 度ぐ
らいまで上がり、免疫力がアップしたのかなと」。
始めたころは県外の有名産地から取り寄せて

いた生姜。しかし、どうしても“無農薬生姜”を手に
入れたかった鏡さん。常連客の安藤千利さん（福
谷町）に相談したら『畑が空いているので一緒に作
ってみるか』と声を掛けていただき、無農薬生姜
づくりにチャレンジ！これが思ったよりも上手くい
き、地元福谷での栽培を中心に、豊田や下山、
足助などへと栽培拠点を広げていきました。
広さ６畳ほどの乾燥パウダーを製造する作業
場を、みよし市の「商業活性化補助金制度」を活
用し、喫茶店駐車場の一画に設置。毎日、午後
３時までの喫茶店営業を終えた後、パウダー作
りに着手。生の生姜をスライスし、蒸し器で蒸し
て（写真右）、その後乾燥させ（写真下）、粉末に。
「乾燥の加減が難しく、自分の舌で必ず確か
めます。生姜には“ショウガオール”という、身体
を温める効果の成分が含まれているのですが、
蒸すことによって、その効果が 10 倍になると言
われているんですよ。ひと月に生姜にして 200㎏
ぐらい、パウダー 1000 本ぐらいを製造していま
すね」と鏡さん。
足助の「則定地区」でも生姜を育ててもらった

縁で、知的障がいを持つ方たち
が働く「なすびの会」の社長、柴
田瑞保さんと出会った鏡さん。
「彼らは、片道２時間かけて豊
田の中心部へと働きに出かける
そうですが、そんな彼らが足助で楽しく働ける作
業所を作って、しょうがパウダー事業の拡大と、
なすびの会の喫茶“サンサン Cafe”経営をバック
アップしたいんです。２年ぐらいのうちに何とか
実現できればと思っています」。
自身の“身を粉（こ）にして働く”忙しさの中にも
「目標があるので頑張れると思う」と鏡さん。そし
てもう一人の心強い味方は、定年退職したお父
さん。畑での生姜作りを本格的に手伝ってくれる
ことに。しょうがパウダー作りは、関係する人々を
強く結びつけ、きっと幸
せに導く『魔法の粉』に
なることでしょうね。

●福谷町壱丁田６-４ ●℡〈0561〉36-9539 ●定休日:日曜・水曜●営業:午前９時～午後２時30分（ラストオーダー）

●明知町西ノ口14　  ●℡〈0561〉32-2603    
●土日定休     　      ●営業 8:00～17:00  明知上地区理事

珈琲・紅茶専科 カノン珈琲 店長 鏡 友子さん

目標があるので出来ると思うし、がんばれる！

「なすびの会」の代表柴田さんと
生姜づくりに取り組む鏡さん（左）

↑三浦さん

若かりし頃のアルバムを見ながら
当時を思い出す三浦さんご夫婦

東京での仕事の一幕

しょうがの乾燥作業
に取り組む鏡さん

画像提供、鏡さん

ウルトラ蒸しょうがパウダー

（10㌘入り864円・税込）

カノン珈琲で購入できます。
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５００円でオイル交換！ クーポン
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。

北部小
★
豊信

東名高速道路

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

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)

あなたの街の    くるまやさん

※オイル交換は

ご予約下さい。

◎パスポート・ビザ・就活などの証明写真

◎入園・入学、お宮参り、七五三、成人式、記念写真

◎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～夜６時 ■木曜定休

℡ ３４‐３５１８ 　FAX３４‐３５１７

0120-090557
フ ク ト イ イ ナ

埃
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有限会社 伊藤組
事務所・工場 みよし市明知町豊16-2

鉄骨

総合建設

設備

クリーニング

設計・施工

工場・倉庫

住宅・車庫

新築・増改築

鉄骨階段等

架台・作業台

等設備製作

建築確認申請
から施工まで

自社対応

工場設備
公共施設
一般住宅

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～

HP/
有限会社 伊藤組 検 索

施工事例多数掲載

まずはお電話を。

TEL (0561)３２-１７６１
現場を拝見し、ご要
望に沿ったプランを 

ご提案します。

＊注文住宅＊新築＊リフォーム

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

●
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ピアゴ

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
【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

キ
リ
ト
リ
セ
ン

からだ

） ）

こころこころ

整体・カイロ セラピーセラピー

身体の不調には理由が

あります。

疑問にお答えします。

治療方法を

ご提案します。

こ
の
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ー
ポ
ン
で

千
円
Ｏ
Ｆ
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★会社の歴史、どのよう

な製品を造っているのでし

ょうか…〈小野津也子さん〉

主人（同社代表取締役・小

野辰浩さん）の父が1980年

に創業したと聞いていま

す。本社が名古屋市瑞穂

区にあり、義父は既に引退

しています。

主人との結婚を機に、

みよしの工場へ働きに行くようになりましたが、最

初のころは週数日、パソコン入力などの事務的作

業をこなしていました。今は常勤で経理全般を任

されています。でも、工場で“今、何を作っている

のか？”が、私にはよく分からないんですよ。（笑）

〈社長・小野辰浩さん〉同じものを作ることがほと

んど無く、お客様から依頼で「専用機」や「搬送装

置（車のエンジン部品など）」「自動化・省力化装置」など

の設計、機器製造、設置までを請け負っていま

す。バリ取り装置や型反転装置、刻印装置など、

自動車関連企業からの依頼がメインですね。

★経営者の立場として、社長（ご主人様）

と議論したりすることはあるのでしようか…

〈小野さん〉あります、あります！（笑）

意見が合わないこともあって、なかなかオッケ

ーがもらえない。あっ、でもちょうど1年前ですね。

「食堂をきれいにして、古びたロッカーを入れ替

えよう」という提案を受け入れてくれたのは、嬉し

かったですね。（写真左）

他にも例えば、休憩時間に少しでも横になれる

ような部屋を用意してあげたいし、工場内に音楽

やラジオからの情報などを流してあげられたらと

思っています。きっとリラックスできるし、“時間の

感覚”も違うものに感じられないでしょうか。

★女性部に入ることになったきっかけは…

〈小野さん〉まだ、女性部に加入して1年も経っていな

いんです。昨年６月、商工会主催の研修旅行に

主人と参加して、そのとき女性部の役員さんから

誘われました。主人からも『入ったほうがいいよ。

横のつながりができるから』と背中を押してもらった

ので。

★実際に入ってみていかがでしたか…〈小野さ

●お店や店長さんの経歴を…【松本清明さん＝
以下・松本店長】うちの社長と店舗のオーナーさ
んとが知り合いで、ここにお店を開きました。３年
目ですね。20代のころから20年以上、和食のお
店をやってきましたが、韓国料理は専門的に学
んだわけではなく、母親の手料理を子どものころ
から食べて育ってきたので、その味を再現しよう
と思っているだけ。だから、レシピもなく、ほぼ“感
覚”で作っている。結局、オリジナルといえばオリ
ジナルなのかな。（笑）

●和食と韓国料理の違いみたいなものは…
【松本店長】韓国料理だからといって、そんなに
難しく考えなくてもいい。牛スジや牛骨でダシをと
ったり日本の“だし”に、にんに
くやとうがらし、コチュジャン（唐
辛子みそ）を混ぜたりしても、韓
国式煮物のベースが出来る。
ぼくが母親に手作り料理を食

べさせてもらったように、『自分
の子どもに食べさせたい』と思
ったら、安心・安全に気を付け

ますよね。コチュジャンも、もち米
を蒸かして、みそ、唐辛子と混ぜ
合わせて、全てを私自身が作って
います。お客様のお口に入るわけ
ですから、一番こだわっているとこ
ろです。
でも、キムチだけはやはり漬けるのが難しくて、

今でも色々試しています。
●「美と健康の実現」とは、具体的に…

【松本店長】新鮮な野菜や、コラーゲンたっぷりの
お鍋、発酵食品のキムチを、ごはんと一緒に食
べていただくことです。口の中で、色々な食材た
ちが混ざり合いながら、おいしく召し上がってい

ただけたらと願っています。
からだに良い食品を摂っていた

だければ、自然と「美や健康」につ
ながっていくのではないでしょう
か。
●お店の客層は…【松本店長】
やはり女性の方が多いですね
（笑）。会社の宴会や女子会などで

ご利用いただいておりますが、
女性に限らず、男性の方にもお
越しいただきたい。
性別に関係なく、人間、食べ

ることでからだを作る（維持）わけですか
ら、野菜を意識せずにたっぷり摂取でき
る韓国料理はオススメです。
●将来展望を…【松本店長】スタッフ３
～４人とぼくとでお店を切り盛りしてい
ますが、作り手がぼく一人でいつも奥

の厨房に引っ込んでしまっているので、何かあ
れば、気軽にお声掛けください。
娘が岐阜で同じような韓国料理の店をやっ

ていますが、ぼくも自分の店が休みのときに手
伝いに行ったり、下の娘も姉の店にアルバイト
に行ったりしているので、将来的に親子で協
力しあえるといいかもしれませんね。

〈ランチ〉　 　 　 　 　 　 　 　 料金は税別

●Ａランチ（石焼ビビンバ）1,000円

●Ｂランチ（チゲ）950円

●Ｃランチ（タッパンマリ）1,200円

〈コース料理〉４名様から

2,500円/3,000円/3,500円の３種あり
（メイン料理は選択できます。）

●キムチ各種350円～●ナムル各種350円～

★

N
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●●●

●
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ヘルシーな「サムギョプサル」（国産豚バラのバーベキュー）

●●●

ＫＯＲＥＡＮ　 ＤＩＮＩＮＧ ＭＩＲＥ（ミレ）
〈2017年10月開業〉 店長 松本清明さん

■打越町庚申１-４　 　 ■℡〈0561〉56-0556
■カウンター ４席、 テーブル席 24席（４人席×６）

■営業時間  〈ランチ〉午前11:30～午後2:30 〈ディナー〉午後5:30～午後10:00
■定 休 日 毎週月曜（月曜が祝日の場合は営業） ■駐車場　 20台

自薦・他薦OK。“個性的な”お店お待ちしております。

安心・安全にこだわり

美と健康を食で実現する
ランチ「石焼ビビンバ」
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ん〉入る前はやはり「商

工会って何をやってる

んだろうなぁ？」（笑）と

思っていましたが、三

好池まつりや産業フェ

スタなどでご一緒させ

てもらい、会社のことや

仕事のこともお話しができるし、世間話が普通に

出来るってことが嬉しかったですね。

昨年12月の婚活イベントでも、参加された若い

方たちを見ていると、とても楽しそうで、サポート

する側の私たちも自然に笑顔になってしまいまし

た。女性部の活動で、色々なつながりがこれから

生れていくんだろうなぁと、楽しみにしています。

サラダとチヂミ（コース料理から）

韓国語で

未来の意

輝 ラ リ
小野技研工業株式会社

監査役 小野津也子さん

●三好町半野木1-55
℡〈0561〉34-1866

●火曜・水曜定休
●営業 午前8:00～午後5:00

社員に声をかける小野さん

新しいロッカーに入れ替わった

休憩室（食堂）

しゃれた雰囲気、落ち着いた空間

打越東屋敷

打越上屋敷

県道和合豊田線

〒470-0224 みよし市三好町赤羽坂14番地

TEL〈0561〉32-9004
FAX〈0561〉42-6558
携帯 090-9022-8662

E-mail takeya-paint@iaa.itkeeper.ne. jp

〈本社営業所〉
〒470-0206 愛知県みよし市莇生町辰己山101
TEL 0561-33-4566／FAX 0561-56-2009

〈三好営業所〉
〒470-0225 愛知県みよし市福田町杓子94-1
TEL 0561-34-2574／FAX 0561-34-0634

今日より豊かな明日へ
Tr y&Ac t i on
未来への思いを届けるカネヨシ

トータルな対応力と妥協なき高品質ワークが、私たちの誇りです。

輸送・検査・梱包・保管……。

〈三好営業所／相模原営業所／仙台営業所／山形営業所〉
〈みよし物流センター／梅坪第一事業所／梅坪第二事業所〉

運行部
物流部

急募　運行部　乗務員／物流部　倉庫スタッフ募集中

 
  

 
  

　 　 　

 
  

 
  

　 　 　

 
  

 
  

　 　 　

1650XAF／6654-33-1650LET
町生莇市しよみ県知愛6020-074〒

〉所業営社本〈

部行運
／ータンセ流物しよみ〈
原模相／所業営好三〈

部流物
部行運募急

 
  

 
  

　 　 　

752-43-1650LET
県知愛5220-074〒

〉所業営好三〈

9002-65-1
101山己辰町

〉所業事二第坪梅／所業事一第坪梅／
〉所業営形山／所業営台仙／／仙所業営

フッタス庫倉部流物／員務乗

 
  

 
  

　 　 　

4360-43-1650XAF／47
1-49子杓町田福市しよみ県

中集募フ
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。

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
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商工会・新会員ご紹介〈令和元年８月～２年１月理事会加入承認分〉

企業名（事業所名） 業種（事業内容） 所 在 地

㈱ライフフーズ 飲食業 三好町中島

小売業 豊田市豊栄町

飲食業 三好町中鯰ケ池

コープあいち三好センター 流通業 根浦町４丁目

㈱ Ｄａｎａｈｋ（焼肉のすゞき） 飲食業 三好丘１丁目

㈱ ファイン スポーツジム 三好町湯ノ前

ＹＣ三好 新聞販売業 三好町蜂ケ池

ＳＫ電設 ㈱ 電気工事業 三好町下畷

小出　 栞 不動産業 三好丘緑２丁目

杉戸孝好 住宅設備販売業 三好丘あおば１丁目

谷本　 定 不動産貸付業 三好丘旭１丁目

三喜 ㈲ （秀鳳） 飲食業 三好町原前

aroma muguet アロマテラピー 根浦町３丁目

大龍施工 外溝工事 莇生町川岸当

㈱ コモ 不動産業 莇生町水洗

日本梱包運輸倉庫㈱愛知流通センター営業所 運輸業 莇生町向山

㈲中京サービス 自動車修理業 明知町清水池浦

ＡＣＥ　 ＣＯＭＰＡＮＹ 自動車販売業 三好町森曽

ＲＩＣＣＡ サービス業 三好丘緑４丁目

居酒屋　 Ｌｉｆｅ 飲食業 三好町植ノ畑

でぶちゃん 飲食業 豊田市陣中町

島松伸善 電気工事業 三好町小坂

岩城健太 ストレッチトレーニング 福谷町善ケ山

今回新たに25社が加わりました。

令和２年１月22日現在、931社です。

ご来店、ご用命賜りますよう、ご案内

申し上げます。

「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。

《記帳・確定申告のお手伝いをします》
月々3,000円（税別）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。

また、労働保険の事務も代行します。

３月から４月にかけて、住民異動な

どで窓口は大変混み合います。そこで、

平日に手続きが出来ない方や窓口の混

雑を緩和するため、転入・転出の手続

き並びにそれに伴う各種届出業務につ

いて土日の「休日臨時窓口」を４日間

開設します。

■日時 ①３月28日（土） ②３月29日（日）

③４月４日（土）　④４月５日（日）

※４日間とも午前９時から正午まで

■会場 みよし市役所本庁舎１階及び２階

■主な取扱業務及び担当課

【市民課／℡32-8012】住民異動、印鑑登

録申請、住民票発行、戸籍届出、マイナン

バーカード交付、電子証明書の更新など。

【保険年金課／℡32-8011】国民健康保

険や後期高齢者医療保険、福祉医療の

資格取得、喪失、変更など。

【福祉課／℡32-8010】障がい者手帳、

同手当、自立支援医療の手続きなど。

【長寿介護課／℡32-8009】介護保険の

資格取得、喪失、変更。高齢者福祉サ

ービスの変更、廃止など。

【子育て支援課／℡32-8034】児童手当、

児童扶養手当、愛知県遺児手当、みよ

し市遺児手当の手続きなど。

【税務課／℡32-8003】原動機付自転車

標識の返納（転出者）、交付（転入者）※。
※交付手続きは、廃車受付書（廃車申告済証）

がある場合のみ、対応できます。

■問合せ 市役所ＨＰをご覧になるか

市民課（℡32-8012）へおたずね下さい。

■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

希望者は、ハガキにお名前・ご住所・

電話番号・いいじゃん通信への感想な

どをご記入の上、３月13日（金・当日消印有

効）までにご応募下さい。

当選者へは、事務局から当選案内を

３月中に送付します。（プレゼント引き換えな

ど、詳しくは当選案内をご覧下さい。）

メグリア三好第一売店（トヨタ生協本店/同・打越工場内/同・明知工場内）

１面紹介、㈱夢たまごさんから

“ゆめぴよレーヌ”読者プレゼント

みよし市からのお知らせ
年度末 休日臨時窓口の開設

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。

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

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
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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。

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

施
工
例

↑
施
工
例

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。

企業をサポートする

有限会社

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

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】

“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

1,000円（税別）

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）

℡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

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。）

●

●

★

●●●

三好弁財天
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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

金額税込 金額税込

着付けの技だけで 、ドレスに変身！
ザ・オリエンタル和装

ＲＩＣＣＡ（立香）
津田 090-6619-6322　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

西三河

代理店

着付け代 １万円OFF！
お申込み時に本広告をご提示いただくか、『いいじゃん通信を見て』とお伝え下さい。

オリエンタル和装 検 索

無料モニター１名募集！

５人様

「仕事のパートナー
（社員）募集」

■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

仕出し・寿司・弁当・炉ばた焼き　 ひろけん

生ビール
＆ハイボール

うまい！
生中500円→250円・ハイボール380円→190円

幹事さん、ラ～クラク！
コース料理（2,500 円/3,000 円/3,500 円）もご用意
できます。コース料理を予約されると、飲み放題

を （90 分/1500 円）付けることが出来ます。

2 月 25日〈火〉から29 日〈土〉まで

〈税別〉


