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発行計画

次号は、2017年7月28日（金）

●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

miyoshi@aichiskr.or.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）

2012年９月に発足、活動５年目
を迎えた「愛知みよし少年少女発
明クラブ」。2014年度25人、2015年
度28人、2016年度21人の子どもた
ちが物理や科学への関心を高め、
「なぜ？」「どうして？」の答え探

しに取り組んできました。
今年度も子どもたちに発明
の魅力を伝え、創意工夫にチ
ャレンジする場を用意。「①
クルマチーム」「②生活用品
チーム」「③ロボットチーム」
「④電子工作チーム」の４つ
に分かれて、設計・製作・作
動テスト・改良、展示会出品
へと活動を進めていきます。
同クラブの会長も、発足時の加
納浩之さん（NUエコエンジニアリング株
式会社代表取締役）から久野雅世さん
（三好町蜂ケ池）にバトンタッチ。

久野新会長は
『発明っていうのは
自然から得られる
場合が多い。単な
る工作や物づくり
じゃない。太陽の
光、海の波、地
震、風、電波。これ
らは全て波動。自
然を愛し、大切に
する中で得られる
感覚（発明の原点）を
養って欲しい』。
民間企業でリ

ニアモーターの基礎研究に取り組
んだり「鉄が錆びない液体」や離
島の水不足解消につながる「波力
ポンプ」などを特許申請してきた
久野会長。多趣味、多才で知られ

『ハーモニカ演奏やアマチュア無線
歴は60年。ここ５～６年は日本み
つばちを自宅の庭で飼育して、純
度100％のハチミツや蜜ろうを採
集。自然を“師”にして、試行錯
誤を楽しんでいるよ』。（笑）

発明の魅力や身近な発明事例を
知って、自分の「得意ジャンル」
をぜひ見つけてみませんか。
■募集対象 小学３年生～中学生、
30人（先着順）
■年会費 7,500円（保険料含む）
■５～６月の予定 第１回5/20〈土〉、
第２回6/17〈土〉。「発明とは何か」
「発明テーマを考える」など。
■会　場 市民活動センター
（みよし市役所すぐ西側）

■申込み・問合せ みよし商工会
（担当・加藤）　 ℡34-1234

発明の原点を再認識しよう
2017年度　少年少女発明クラブ会員募集中

自宅の庭で手製のかまどを使い
蜜ろうを採取する久野さん

28年度の作品（ロボット）

昨年10月号の女子プロゴルフ
ツアー「ザ・クィーンズ招待券」
ご応募には52通、今年２月号の
「ベーカリー・クグロフさん読者
プレゼント」には13通のご応募
をいただきました。
読者の皆様からのご指摘ご要

望や嬉しいメッセージまで、多
くのご意見を頂戴し今後の参考
にさせていだきます。（広報委員会）

〈ご指摘・ご要望〉
◎発行頻度が少ないのが残念…
現在、年４回（４月・７月・10月・翌年２月）

発行しております。人的、経費
的な面を考慮しながら、将来の
検討課題にしたいと思います。
◎余白が少なく読みづらい…記
事量やレイアウトの見直しなど、
課題と受け止め、紙面編集を工
夫していきたいと思います。
◎小さな子どもと行きやすいお
店、遊べる場所を教えて欲しい
…情報収集し、ふさわしいもの
があれば掲載したいと思います。
◎ファッション情報も欲しい…
ファッション方面に詳しい商工

会員らの協力、アドバイスをいた
だきながら、掲載にふさわしい情
報を探したいと思います。
◎クーポン券、割引券が付いてい
るといい。（プレゼント企画の充実を）

…「クーポン付き広告」や読者プ
レゼントを提供してくださる商工
会員を、引き続き募っていきたい
と思います。
◎行政区単位の話題やお店を紹介
して欲しい…行政区の規模によっ
て、そのエリア内にある事業所数
や職種が大きく異なります。「南
部・中部・北部」という、みよし
全体のバランスを考えながらご紹
介出来たらと考えています。
〈ご感想有難うございます〉

★「お店発見」や地元のお店情報が

楽しみ。★地元情報を知ることが出来

て楽しく読んでいる。★地域の情報、

イベントなど分かり易い。★カラー写真

が多く、色がきれい。（カラー版で読み

やすい）★行ったことのないお店を知

ることが出来て良かった。★産業フェ

スタ子どもお仕事体験楽しめました。

★婚活、毎回楽しみです、など多数。

有限会社 柘植工業
企業をサポートする

設備一般・重量物運搬・据え付け

誠

派遣元責任者番号　001-091204231-050

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

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

歓送迎会・各種宴会ご予約受付中！
仕出し・寿司・弁当　炉ばた焼き

■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

おまかせ
コース料理

2,500 円/3,000 円/3,500 円コース有り

品数豊富。幹事さんラ～クラク。

◎コース料理ご注文のお客様に
限り、飲み放題２時間 1,600 円

PlumeriaAroma Salon

女性専用プライベートサロン

“ホッ”とする隠れ

家的サロン
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セラピスト Ｔsｕｔａｅ　 Ｈａｙａｎｏ

三好丘桜４丁目の住宅街の中…

春の即効セルライトケアしてみませんか？
冷えやむくみがセルライトの原因に。
温かいラジオ波やキャビテーション

痩身がおすすめ！

予約 早野 090-1830-6505 アロマサロンプルメリア みよし 検索
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銀座「クラブ稲葉」ママ

㈱白坂企画代表　白坂亜紀さん

★コミュニケーションに必要なのは
相手を誉めること。誉め上手にな
る。誉めるとおだてるは違う。誉める
ためには、人間観察力が必要。そし
て“具体的”に誉める。たとえば『ネ
クタイの色や柄がステキですね』と。
★おもてなしとは、お客様の気持ち
を探りながら接する「ホスピタリティ
ー」の気持ち。日本人には、見ず知
らずの人への思いやりがある。見返
りを求めないサービスかなと思う。
★銀座とは、男を磨くまち。男の美
学を貫く世界。銀座の夜では、これ
を「粋」といいます。粋な男。一流の
男性はお付き合いが「フラット」。相
手を見くだすことがない。
作家で有名な（「失楽園」など、男女

の濃密な関係を描写）渡辺淳一先生に
“もてる秘訣”を聞いたら『くどかない

ことだよ』とおっしゃられた。私たち
も『売り上げが足りないから来て～』
とは言わない。その代わり、タイミン
グを見はからって、メールは何度も
送りますが…（笑）。
今の社会は『お金があればいい』

『今がよければいい』というリーダー
が多いと思う。でも、それはダメ。人
のために働く。周りの人を幸せにす
るという気持ち。楽しいお酒の飲み
方は、ただお酒を飲むだけではな
い。周りへの気配りが大切。それが
「大人の社交場、銀座」。
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力
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間
力
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し

この講演会は、みよし商工会青年部・女性部共催で２月２日、
保田ケ池センターで開かれました。約100人の聴衆でした。

よどみなく、理路整然と話す白坂さん

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
31,644円（３日間:20時間）

★他資格有りの方
27,540円（３日間:16時間）

小型移動式クレーン

☆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）

玉 掛 け
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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。
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三好自動車学校 校長 平田慶さん 〈指導員 中尾盛治さん〉

東海学園大学で４月に行われたイベント「花
まつり」。そのキャンパスで「自動車寸止めゲ
ーム」や「自転車バランスゲーム」を進行する
指導員（営業課主任）の中尾盛治さん。会場では、
自動車学校の卒業生たちが次々と言葉を掛けて
きます。「東海学園大学さんや愛知教育大学さ
ん（刈谷市）、名古屋商科大学さん（日進市）など、
近隣の大学祭などに出展し、三好自動車学校の
アピールをしていますよ」と中尾さん。
教習生たちへの接し方について「やはり最初
は緊張していますから、命令的、威圧的ではい
けません。車を好きになってもらわないと。上

手くできないことや
失敗することも大
事。免許取得までの
プロセスを肯定的に
とらえることです。
優しく、親切、丁寧

に、がわが校のモットーですから」。
同校は、1988年（昭和63年）７月に開所。約１
万6500㎡の敷地内に１万㎡を超える教習コース
面積を備え、普通車(MT・AT)、自動二輪(普通・大
型)の技能習得が可能。技能検定員(指導員)30人、
事務職員、送迎職員など合わせて48人体制。
平田校長は「年間1,700名から1,800名ほどの生
徒さんを受け入れます。特に12月から３月ごろ
までは、学生さんや就職に免許が必要な方など
が集中する繁忙期。４月時点でも在校生が680
人ほど。これに加えて、高齢者講習を受講され
る方が毎年2,500人ぐらいおられますから」。
70歳以上の方を対象に、実技も含め２～３時
間行われる「高齢者講習」。シミュレーターで
は、アクセルからブレーキへと瞬時に踏みかえ
る（映像の中で子どもが飛び出してくる）、反応時間もチ
ェック（写真左）。H29年３月12日の道路交通法の
改正で75歳以上の方を対象に「認知機能検査(検

査様式がある )」
が義務づけられ、認知症を疑われるような違反
を起こしたドライバーには、医師の診断も必要
になってきます。
最近、ニュースやメディアを賑わす『アクセ
ルとブレーキ踏み間違いによる交通事故』。そ
んな現状について中尾さんは「踏み間違いは、
オートマチック車特有の現象。“段差を乗り越
える”校内教習でも実際に踏み間違いはありま
す。若い方はすぐに気付いてブレーキに足が行
くのですが、やはり高齢者の方は反応が遅くな
ります。運動機能が年齢とともに低下するのは
誰もが避けられません。他にも一時停止の停止
位置。停止線を超えてから止まる方が多いです
ね。普段の運転でも注意して下さい」。
高齢化社会を迎え自動車学校の果たす役割や
責任も重大に。免許更新か返納か。ドライバー
自身の的確な判断が求められています。

●三好町森曽55 ℡〈0561〉-32-3333 ●営業時間  午前９時～午後８時20分（１時限～10時限）

●定休日：なし（土日、祝日営業）　 ●送迎バス…みよし、日進・東郷・刈谷・豊明・豊田方面運行

２

明豊自動車株式会社 自動車寸止めゲームの、距離を測定する中尾さん

シミュレーターを活用した高齢者講習

『優しく』『親切』『丁寧に』が校訓

「ブルドー
ザーやパワ
ーショベル、
クレーン、

ロードローラーなどの重機から、
建設現場で使う発電機、コンプレ
ッサーなどの土木関連資機材ま
で、色々な機械を修理しますよ。
よく油漏れなどの原因になる油圧
ホースの不具合は、現場で機械に
合わせて油圧ホースそのものも作
ってしまいますから」と齋藤さん。
大手建設機械レンタル会社のメ
ンテナンス業務を専属で担当。工
事現場へ出向いて直接修理するこ
ともたびたび。「分かり易く言え
ば、車のトラブルで緊急出動する
JAFのような役割でしょうかね」
（笑）。工期や納期に縛られる現場
で機械が動かなくなれば、それだ
けで仕事がストップ。『早く直し
て欲しい！』とせかされても「現
場(仕事)では、あせらないこと。
慌てると事故につながる。建設業
界も安全管理（無事故）には非常に
気をつかっていますからね」。
“一人親方”として、独立して
２年。元々機械いじりが大好きで、
自分の購入した車やオートバイを
解体、修理し組み立てるのはお手
のもの。「子どものころ、身近な
懐中電灯や目覚まし時計、家電な
どをドライバーを使って分解した

りまた組み立てたりしていた。そ
んなことが好きでしたから」（笑）。
社会人になり、建設機械を製造・
販売するメーカーに就職。営業か
ら修理まで全てを経験。
修理ではこんな作業も。「パワ
ーショベルのバケット。新品当時
は16㍉もあった鉄板が、すり減っ
て穴が開くんです。穴部分を切っ
て張り替えて溶接する。他にもブ
ルドーザーなどのキャタピラ。自
転車のチェーンみたいに結構外れ
るんです。現場の方が自分で元に
戻そうと思っても元通りにならな
い。でも、ぼくなら10分（笑）。
やはり“こつ”があるんです」。　
この業界、専門職のなり手は少
なく常に人手不足。機械の修理や
メンテナンスは、相手方の“休日”
に合わせざるを得なくて、自分の
休みも思うようにならない状況。
それでも「好きでやっているから、
苦にならない。やればやっただけ
手応えがある。作業の対象は機械
相手だけれども、仕事は人と人と
のつながり、コミュニケーション
ですからね」。
休日。愛車

(写真)が乗り
主である齋藤
さんを、今か
今かと待ち受
けています。

『完成クリーニング』。これは
建物が完成し、施工（建設）業者
から依頼主へ引き渡す前に、建物
の中から外まで、一切をきれいに
する作業。最近では、豊田市内の
工場、それも250㍍×100㍍もの広
さのある建物を、４カ月半かけて
クリーニングした例も。民間から
も自治体からも依頼を受注。
藤井さんは「愛知万博（愛・地球

博2005年）のときは、リニアの駅や
パビリオンのクリーニングを請け
負った。記憶に残っているのは、
常滑沖、中部国際空港（2005年３月
開港）の清掃。陸続き（橋がかかる）
になるまでの２年間、船に乗って
毎日掃除に行ったからね」。
そういった大規模の作業もあれ
ば、一般住宅や店舗のクリーニン
グ、既存建物の床、窓クリーニン
グなども受託。藤井さんは「我々
“掃除にかけてのプロ”は、まず
隅のほうからきれいにするんです
よ。常にお客様の求める以上の結
果を残したい。例えば、住宅をリ
フォームするでしょ。建物の中は
もちろんきれいにするけれど、依
頼のない外側（庭など）もきれいに
する。内側と外側両方がきれいに

なってバラ
ンスがとれ
る」。
事業所は
豊田市に。
自宅が打越

町。17年前に豊
田から引っ越し。
そして、みよし
商工会にも加盟。
藤井姓は打越

に１軒だけ。“地域に溶け込もう、
地域に貢献し、信頼を得よう”と、
地元の集まりや活動にも積極的に
参加。商工会打越部会の理事を務
め、産業フェスタでは大人気の
“とり飯・１匹まるごとの鮭”販
売を提案し、続けて３年。「用意
したとり飯と新巻鮭が30分で売り
切れてしまう。食品を扱うので、
自分の本業には全く関係ない、食
品衛生責任者の資格も取りました
からね（笑）。イベントでは地元の
方々や消費者に、いかに喜んでも
らうかですから」。
「この仕事を始めて45年。結婚
や子どもが生まれたのを契機に、
遮二無二突き進んできた。他の人
が手を出さない仕事なら稼げるん
じゃないかと思ってね（笑）。時代
の流れにうまく乗れた面もあると
思うが、自分で全て営業し、仕事
を獲ってきた。愛知県下、知らな
い道がないぐらい、いくつも現場
をこなしてきたよ」と藤井さん。
仕事にかける自信の裏付けは、
プロ意識とサービス精神、そして
地域貢献への思い。そんな情熱が
磨きに磨かれた床や壁に反射して
周りにも伝わり、届くのでしょう
ね。

掃除のプロはまず “すみ” からきれいにする
●莇生町南池ノ上216-127 ●℡〈0561〉34-8611

商工会館の清掃も手がける藤井さん

齋藤重機整備 代表齋藤千代志さん

好きでやる仕事は苦にならない

大切に保管している
オートバイ

我が子を可愛がるかのように修理

●豊田市四郷町下古屋019  　 ●℡〈0565〉44-1420   
●営業 午前８時～午後５時　 　 ●定休日:毎週月曜日

有限会社三友工業 代表取締役　 藤井　明さん

藤井社長

建設機械修理・整備

現地取材協力（写真右）

完成クリーニング みよし商工会打越支部理事
さんゆう

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～

総合建設業・鉄骨・設備・設計・施工・清掃業

〈国土交通大臣認定　 Ｒグレード〉

事務所・工場　   みよし市明知町豊16-2
TEL (0561) ３２-１７６１

URL   http://i togumi.com

有限会社 伊藤組
代表取締役 伊藤隆守

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 4,000円

【定休日】
毎週木曜日

〈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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ン
で

千
円
Ｏ
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Ｆ

＊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

ち よ し
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●お店の歴史と店名の
由来を教えて下さい…
【店主・竹川富三子さ
ん】私が20歳のとき
に、両親（父・俊夫さん、
母・敏枝さん）が始めま
した。店名の「珊瑚」
は、父がサンゴが好

きだったので名付けたのだと思います。もう46
年になりますね。
●お店の特徴は…【竹川さん】特にテーマや
特徴的なものがあるわけじゃない
です。建物は、３階建てで１階が
店舗。２階と３階は住居ですが、
太い柱と高い天井、大きな窓が
“ゆったりできる”雰囲気をつくっ
てくれているかなと感じます。南
側窓から見える保田ケ池公園の景
観も魅力かもしれません。特徴と
いえば、この公園を散歩される常
連客の方も多く、以前は朝７時開

店だったのが７時前から『入れる？入れる？』
って来てくださるので、開店を早めて６時半に
しました。（笑）　私、毎日朝４時半に
は起きていますよ。
●モーニングやランチも人気ですね…
【竹川さん】モーニングは、パンにゆ
でタマゴ、サラダ。パンは、バター
かジャムか小倉（あんこ＝写真右）から
選べます。月曜日だけは、ホットドッグです。
ドリンクだけの料金でモーニング付いてきます
よ。（珈琲なら380円）（編集部…お得感ありですよね？）　

このあたりでは“普通”じゃな
いかな。お客様にとっては“当
たり前”だと思いますよ。
（編集部…ランチは？）ランチはボリ
ュームがあると思います。ごは
んもおかずも多め。日替わりメ
ニューはトンカツ、焼肉、魚フラ
イ、焼きそば（写真右）などですね。
●お二人の仕事分担は…
【竹川さん】娘（明子さん）と一緒

にやりはじめて５～６年かな。
二人とも調理師免許を持ってい
ますが、娘のほうが手早いので、
主に娘が厨房（調理）を、フロア
対応を私が受け持っています。
（編集部…飲食業のお仕事はいかがですか）

【明子さん】接客は楽しいですよ。
私、小さいころからこの空間（店）

に、自然に存在していましたか
ら（笑）、お客さんからも『あっこちゃん』って
呼んでいただいて、みなさん私の親や家族みた

いな感じですね。
【竹川さん】この子は私のお腹にいたこ
ろから、お店に出ていたわけです。（笑）　

【明子さん】常連さんがほとんどですか
ら、ランチの味付けも、お客さんの好
みや健康状態などに合わせて調整して

います。（編集部…常連さん冥利に尽きますね）

【竹川さん】席に座れば、何も言われなくても、
“お客さん好み”の味付けで出します。私
が忙しそうにしていれば、お客様自ら
がプレートを下げたりして手伝って
くださる。
『おいしかったよ。ごちそうさま』

って声をかけていただけるのが、私にと
って一番嬉しいです。

珊瑚〈1970年６月創業〉 店主 竹川富三子さん　

■三好町蜂ケ池29-97 ■℡〈0561〉32-1261 ■日曜定休
■テーブル席・10席（計30席）　 ■営業時間 朝6:30～17:00 〈土曜日〉 6:30～

12:00 〈モーニング〉 10:30まで。　 〈ランチタイム〉 11:30～14:00

自薦・他薦OK。“個性的な”お店お待ちしております。

常連さんとの「あうんの呼吸」も見事。

モーニングやランチがとってもお値打ちな

保田ケ池側から見る３階建ての
店舗は、まるで湖畔の別荘のよう

竹川さん（左）と調理担当の明子さん

●モーニング…ドリンクのみの料金でサービス
●日替わりランチ750円（珈琲or紅茶付き）

●ジュース類450円～●カフェオレなど500円
●イタリアン（ミート）スパゲッティ650円
●カレー650円●ピラフ700円●焼肉定食850円

● ★珊瑚

コンビニ

●●●
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★会社の業務内容や
歴史を教えていただけ
ませんか…住宅やマン
ションのベランダ、手
すり、住宅に付随する
テラスやカーポートな
ど、アルミ建材の加

工・取り付けを行う会社です。元々は、アルミ
製品やエクステリア商品で有名な富山の会社が
全国展開していく中で「手すり製作工場」を名
古屋地区で探していて、名古屋地区は当社だけ。
創業当時は、岐阜と日進に工場を構えて、マ

ンション関連（主にベランダ）の依頼を引き受け
ていましたが、15年前にそちらを整理して三好
へ。日進でやっていたころは、社員も少人数だ
ったので、夫(現会長・池田茂さん)も私も仕事に追
われ、私も加工する仕事までやりましたよ。（笑）

現在は、一般の一戸建て住宅がほとんど。現
場でベランダやテラスの寸法を採寸し、工場（写

真上）で加工、それから設置という流れですね。

★商工会女性部へ入るきっかけは…まだ、女
性部に所属して、５～６年しか経っていないの
に、回りから『昔からいるみたいだね』と言わ
れていますよ。（笑） そんなきっかけを作ってく
れたのが、共通の趣味「韓流ドラマ」や「ゴル
フ」で知り合った女性部の方。
実は日進から三好の地を選んだのも、主人の
友人が三好に多かったということもあって。だ
から「商工会(女性部)って何するのか知らなかっ
たし、何も分からなかったけれど、友達がいる
からまぁいいか」って感じ。（笑）

女性部最初の仕事が、確かみよし大提灯祭り
の花火大会でのジュース販売だったと思う。忙
しくて大変だったわ。
★ゴルフが好きだそうですね…ゴルフ歴はま
だ15年ほど。取引先主催のコンペに『夫婦で参
加して欲しい』と言われて始めたのがきっかけ。
同時期に始めた友だちに負けたくない一心で、
私が“ライバル視”していたその友人と、毎週
のようにラウンドしたこともあったけど、その

ライバルが先に
リタイアしてし
まったので、ち
ょっと情熱が冷
めたかも。（笑）

100をなかなか
切れないのです
が、月２回のラ

ウンドとスコア的にはボギーペース（スコア90）

を目指して練習は続けています。
★共通の話題（韓流やゴルフなど）は仕事に役立

っていますか…40代から始めたゴルフのおかげ
で“人とのつながり”が生まれた。お客様との
接客でも、相手は男性がほとんどなので、ゴル
フの話題を通じてプラスになった気がします。
でも、仕事も商工会の活動もゴルフも、結局知
らないこと、できないことは学んだり聞いたり
するしかない。そこからつながりは生まれると
思います。女性部の活動も年間スケジュールが
ほぼ決まっていますが、“前年度と同じ”とい
うことにあまりとらわれなくてもいいのかなっ
て思っています。具体的なプランがあるわけじ
ゃないですけど。

長い部材から、寸法どおりに切断加工する
工場。池田さんもここでの作業経験有り。

ＣＯＦＦＥＥ

●●●
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中小企業共済
愛知県中小企業協同組合

●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）

詳しくはパンフレットを

ご参照ください。

（受付時間）
平日9:00～17:00

http://www.ack-kyosai.or.jp

FC ０１２０‐００‐９９６７

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
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 ２０,０００円
［１日目から60日目を限度］

加入年齢

加入資格

共済掛金

満15歳以上70歳未満の方
（満80歳まで継続可）

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

月掛 7,700円

１年契約

自動更新型

手　術

傷害死亡

ケガによる

ギプス固定見舞

１,０００万円

１５万円・１０万円・５万円 １０万円
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。

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］

輝 ラ リ 女性部副部長
株式会社名古屋ビニックス 専務取締役 池田とも子さん

℡〈0561〉33‐1771 / 福田町樋場15-2

さんご

保田ケ池

と み こ

落ち着いた雰囲気の店内

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

マ
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ピザハット

フィール
三好店

三好森下
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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

記念碑

「石の都 岡崎」で

石の伝統技術・文化を守り続ける

三好店　 三好店　 ０１２００１２０‐１‐１４８５１５４８５１５

FAX〈0561〉34-6070  www.bochi.net

フリー
ダイヤル

みよし市東山台

■詳しくはボチネットで検索を■墓地、寺院ご紹介■和

墓石から洋墓石、デザイン墓石（現代墓）、リフォームまで

お墓や石材に関する相談承ります。　 ●水曜日定休

墓石

神社仏閣石工事

庭園の燈籠
石塔・水鉢など

墓石

記念碑

神社仏閣石工事

庭園の燈籠
石塔・水鉢など

★営業時間　  17:00～23:00 （日曜定休）

★℡〈0561〉76-3228★西一色町猿投松58-1

各種宴会承ります。カラオケ３時間付き〈要予約〉

ブルーベリーの里みよし 検 索

℡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

★

N

●

珈琲屋
らんぷ
● サークル

K

かつら

境
川

三好
井ノ口

●●●

●
三好ベニヤ
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来年、平成30年３月に学校を卒業す
る、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25日（木）午後１時30分～
４時（受付1:00～）

■場所 豊田市福祉センター（錦町１）

■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

商工会サービス業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。【PR時間…10:00～20:00】

くすのき茶屋「花屋敷」三好店さん

（くすのきアルファ株式会社、代表取締役・太田和之

さん）から「オリジナル天然昆布塩・浪
の華（150㌘入り）」を30袋ご提供いただきま
した。
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19日
（金）までにご応募ください。（消印有効）

■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。

ミズノ建設工業株式会社
技術と誠意で信頼にお応えする

住宅建築

総合建設

リフォーム

営　繕

鉄骨工事

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。

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。

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。

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。

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

architecture/wear/accessories/antique

Brand list
Atelier el/evam eva/Christian Peau/susuri/ゴーシュ

470-0205  愛知県みよし市福田町大沢 8
tel. 0561-58-4637  fax. 0561-58-4638

mail:info@origine-vie.com
営業時間 11:00～16:00（月,水,金のみ営業、不定休）

www.origine-vie.com
www.origine-wood.com

読者プレゼント 「お塩」

くすのき茶屋 花屋敷さんから

商工会事務局では、今年
度局長以下10人体制で業務
にあたっています。新規職員も
２名配属となりましたので、新
年度を機会に３名の自己紹
介をさせていただきます。

★渡邊珠枝
① 弥富市商工会で６年間勤務後、

27年度にみよし商工会へ異動し、　
３年目。担当業務は主に「記帳指
導」「源泉徴収・決算・申告指導」
が中心です。他に「特定退職金制度」「女性 
部」「広報委員会」などを担当します。

② 記帳方法や決算、節税対策など相談は様々で
すが、相談以外の会話から、ご本人が気付か
れていない、又は想定されていない『課題』
が見つかることがあります。その際、提案な
どの対処方法を先輩方から学びたいと思いま
す。さらに、会話力も高めていきたいです。

③ 旅行やグルメ関係が大好きです。ぜひ、おす
すめがありましたら教えて下さい。

★村上優哉（新入職員）

① 担当業務は「記帳指導」「源泉徴
収・決算・申告指導」「労働保険事
務」「中小企業共済」「サービス部
会」「イルミネーション特別実行委
員会」などです。
② 地域に貢献できるような仕事を
していきたいと考えています。

③ カラオケやダイビング（素潜り）。
内海に時々行きます。能登や福岡の海
がきれいでした。ラーメン好きなので
おいしいラーメン屋さん紹介して下さい。

★若月拓弥（新入職員）

① 担当業務は「記帳指導」「源泉徴収・決算・
申告指導」「小規模企業共済」「商業部会」

「イルミネーション特別実行委員会」などです。
② 商工業者の方々と一緒に、地域活性化や地域

振興事業に取り組みたいです。
③ 邦画から洋画まで、映画全般が好きです。

ジブリ映画もよく見ます。
みよしの地は初めてなので、みよしの隠れた　
名所やおすすめの店を知りたいです。

スタッフ紹介

①経歴・担当業務
②仕事の目標など

③得意（好き）な
話題、趣味など

㈱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 

振袖レンタル予約受付中
〈早期予約割引有ります〉
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℡（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　17:30ー24:00〈 LO / Dr inkラストは24:30〉

※日曜日 17:30ー23:00〈 LO / Dr inkラストは23:30〉

定 休 日 なし（年中無休）

 

愛する人への感謝 そして　絆を感じ深める場

〈有限会社 鬼頭塗装店〉

0120-090557
フ ク ト イ イ ナ

台所用スポンジ３色セット

ダスキンが誇る

ベストヒット商品！

丈夫で長持ち

経済的

￥550（税込）

網目気泡スポ

ンジ  研磨材

入り不織布の

３層構造

人事（秘書・総務）担当者の方へ

求人募集ルールの説明会

サービス業部会 
５月27日〈土〉にアイモールでＰＲ

あ
な
たの街のくるまやさん

全
て
の
メ
ー
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ー
を

取
り
扱
っ
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り
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す
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GOOD FAITH（信頼）で笑顔
に

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。

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

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)

作業工賃、廃油処理費用を含みます。

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。
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髪と頭皮を健康、キレイにするお店

☆みよし市西陣取山82-2 ℡34-3477　  0120-55-3477

☆営業時間 9:00～18:00 定休日／毎週月曜・火曜

☆詳しくは、左のＱＲコードからHPへアクセス☆髪のお医者さん ミック鈴木

髪のお悩み、30分無料相談受付中！

美髪

縮毛矯正

ストレート

施術後

ベース料金￥22,000～50,000（税別・カット別）

が初回に限り　 ￥18,000～（税別・

カットサービス・セミロングまで）　

◎キャンペーンは、９月末までです。

施術前

切
れ

毛
や
も
つ
れ
で

朝
の

手
入
れ
が

大
変…

こんなストレートがあった
のか…？！　匠のアイロン
テクニックで驚きの変身！

ストモデル募集中！
〈限定３人…施術料無料〉

ただし、写真をブログや
広告等として使います。

お悩み
解決

し
な
や
か
な
、

さ
ら
ピ
カ
髪
に
な
り
ま
す
！
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