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コロナ禍で大きく沈み込んでし

まった消費や景気を回復させよう

と、プレミアム付お食事券（来年１

月15日まで）やみよし市の市制施行

10周年を記念して発行されたプ

レミアム付商品券（来年２月28日ま

で）。プレミアム率の高かったお食

事券は、８月には３億円分完売

し、９月末現在の利用率（飲食店に

支払われた金額ベース）は１億6,000

万円と５割を超えています。

また、プレミアム率30％の市制

施行記念商品券も８月末の販売

開始と共に順調に完売。総額２

億６千万円分の商品券が、現在

使われ始めています。

みよし商工会では、使い忘れ

のないように市民の皆様に周知

を図り、お食事券や商品券を取り

扱う商工会員をさらに応援するた

めの追加事業を実施します。

★具体的内容

プレミアム付

お食事券又は

同商品券を取り

扱 う 登 録 店 舗
（133事業所）で、

お食事若しくはお買いもの

をされた場合、一会計に付

き１枚の応募券を配布しま

す。

お名前や連絡先など、必

要事項を記入し、投函箱へ

入れると抽選で豪華賞品が

当たります。（みよし市在住又は

在勤者に限ります。）

賞 品 は 特 賞 か ら ６ 等 ま

で、合計当選本数が75本。

特賞は10万円分の旅行券。

最新の高機能付き電化製

品や高級食材などが当たり

ます。

■応募期間 10月24日か

ら令和３年１月15日まで

■抽選 令和３年２月上旬

予定

例年 11 月開催予定の「産業
フェスタ」は、同フェスタ実行委
員会で『コロナ感染防止のため』
中止を決定しました。

また、商工会女性部主催によ
る「婚活プロジェクト・赤い糸大作
戦」も同様の理由により、やむを

得ず中止とさせていただきます。
なお、来年３月に開催延期を

予定している「花味大縁会（はな

みだいえんかい）」の開催可否は、年
内に結論を出す予定です。
■問合せ みよし商工会

℡〈0561〉34-1234

商工会独自支援策を実施。
登録店舗を利用すると、

豪華賞品が当たる！

「Ｇｏ Ｔｏ トラベルキャンペーン」は、新

型コロナウイルスの影響を受けた地域

（観光地など）の需要喚起と活性化を目

指した国の事業です。

国内旅行を対象に、宿泊・日帰り旅

行代金の２分の 1 相当額を国が支援し

ます（上限有り。期限は、来年１月中の出発

まで）。同キャンペーンについて、名鉄

観光系の旅行プランを多く提供する三

好旅行センター代表、岡本登さんに伺

いました。

Ｑ．支援はどのように…　

旅行費用の 35％分が値引いて販売

されます。残り 15％分は地域クーポンと

して、観光地のお土産物店などで使え

ます（ただし登録店に限る）。ただ、そのク

ーポンが紙媒体か電子クーポンか、事

前にお渡しできるか、現地になるのか

が流動的です。

Ｑ．この制度の上手な活用方法は…

国のキャンぺーンにプラスして、県単位

でさらに割引制度を導入しているところ

があります。例えば、お隣三重県では１

万円以上の宿泊に対して、５千円もの

割引があります。それを活用すれば、

実質負担ゼロで旅行出来る場合もあり

ます。

Ｑ．旅行取扱業者の活用策を…　

個人で手配されますと、割引対象は

宿泊費だけですが、私どもの旅行業者

をご活用いただければ、宿泊費だけで

なく交通機関や現地プランの費用も割

引となり、大きな差が付きます。一刻も

早く、地域の団体様などからの旅行依

頼などが頂けたらと切に願っています。

【問合せ】

★三好旅行センター（東蜂ケ池 31）

℡〈0561〉32‐1435

★㈱中央トラベル三好店（ベイシア三好　

店１階） ℡〈0561〉33‐0838

〈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〉
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9002-65-1
101山己辰町
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〉所業営形山／所業営台仙／／仙所業営
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4360-43-1650XAF／47
1-49子杓町田福市しよみ県

中集募フ

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。

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】

※ご利用期間は、2021年３月31日まで。

■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

商工会主催等イベント中止の

ご案内

Ｇｏ Ｔｏ トラベルキャンペーン 観光地や観光業、地域を応援しよう！

コース料理（2,500 円/3,000 円/3,500 円）、

ご用意できます。コース料理を予約されると

飲み放題 （90 分/1500 円） を付けることが

出来ます。〈料金は税別〉

当店は加盟店です。



ＭＩＹＯＳＨＩ　 ＳＯＣＩＥＴＹ　 ＯＦ　 ＣＯＭＭＥＲＣＥ　 ＡＮＤ　 ＩＮＤＵＳＴＲＹ 商工会報　いいじゃん通信 Vol.42 2020.10月号

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

「意外に思われるかもしれませんが、私は音
楽面でいえば、“挫折組”（苦笑）。小学生のとき
ヤマハ音楽教室に通わされていましたが、中
学生になった時にやめてしまった。あのころ
を思い出すと、ピアノやエレクトーンは、“女
の子の習い事”というイメージが強く、それ
が自分には嫌でした。でも“実は弾けるんで
す…”ていうのが格好いいなぁと、大人にな
って気が付きましたね（笑）」と伊藤さん。
今から30～40年前、教室に通う女の子と男の

子の比率は９対１か８対２。今は
６・４ぐらい。「年度によっても違
いはありますが、“男の子”ばか
り、というクラスもあります。音楽
が好きな子は、自分から進んで
やれますが、そうでない子がい
るのも現実。そんな子の気持ち
がよく分かるような気がします」

と話す伊藤さんは、兄と妹にはさまれた３人き
ょうだいの真ん中。
「最初、この仕事を受け継ぐ気は全く無く、
トヨタ系の企業に就職し、10年サラリーマン生
活。そこを辞めてまた10年程、定職に就かずア
ルバイト生活をしていました。兄も妹も、そ
れぞれ“自分の道”を選んで店から離れてし
まったので、残ったというか取り残された（笑）

ぼくが任されることになった。だから、最初
から“やるぞ～！”という意気込みがあった
わけではなく、徐々に関わるようになった。
ぼくが子どものころ学んでいた先生が、まだ現役
で教室の講師を務めていて、その先生が喜んで
下さったのは、励みになりますね。父（伊藤安信さ
ん・現会長）のように、作詞・作曲や幅広い音楽活
動みたいなことは真似できませんが、自分なりに
取り組んでみたい」。
ヤマハ特約店として、ピアノ・エレクトーンの販

売、そして音楽教室を本
店、黒笹、大府の３カ所
で運営。「この業界も、少
子化の影響が非常に大
きい。生徒は全盛期に比
べ半分。ピアノの販売台数も激減。でも、子ども
さんが上達してくると、エレクトーンの上位機種
やアップライトピアノ、グラウンドピアノへと発展
し、子どもさんが嬉しそうにしている顔を見ると、
やる気が湧いてきます。でも、ピアノやエレクトー
ンを学びたいと思ったとき、初期の費用負担は
大きい。『始めたい』と思ったときに、何かしら良
い支援策がないものかと模索中です」。　
音楽（音）を聴くことに関して、子どものころ鍛え

られたという伊藤さんは、大のハードロックファ
ン。音楽を通じて子どもの成長を願い、子どもの
声や心を感じ取る「聴力」を武器に、創業57年
（昭和38年）の楽器店を守り続けていきます。子どものころを思い出し

鍵盤に触る伊藤さん

「料理は値段
の高い安いより、お客様のお口に
合うかどうか。お口に合えば、お
いしく感じられる。付き出しひと
つにしても、お客様の好みに合わ
せてお出しできるよう、工夫して
います」と北川さん。
振り返れば“貧乏時代”“山あ
り谷あり”“ドン底”といったキ
ーワードの人生。夫が経営してい
た金型製作会社の倒産（ご主人とは
その後離婚、死別）。人材派遣会社を
起業したもののリーマンショック
で仕事が無くなり廃業。
路頭に迷う寸前、目にした『貸
店舗』の張り紙。「店をやろう！
それが私の生きる道！」と閃きの
ように決断。「今さらお嫁に行け
ないし（笑・本人曰く「貰い手がいない

し」）、就職も難しい。お店を借り
るにも保証人になってくれそうな
人もいない。でも、大家さんにお
願いし続けて、何とかスタート出
来ました」。
北海道出身。７人きょうだいの
末っ子。冬の厳しい寒さの中、シ
イタケの原木を伐り出しに駆り出
され、その原木をそりで滑らせな
がら運んだ経験も。18歳の時には
家出同然で友人頼りに愛知県へ。
「あのころは貧しかったんですよ」
と北川さん。
2007年にお店開き、13年経過。

「料理は居酒屋でのアルバイト経
験で覚えました。人とのふれあい
や会話が大好きで、徐々にお客様

も増えてきた。三好に私を知らな
い人はいないんじゃないかな
（笑）、というぐらい皆さんに応援
していただきました」と感謝。
その明るさ、たくましさの秘訣
はバレーボール。三好に来て、バ
レーボールを始めたきっかけは、
子どもの保育園時代のお母さんか
らの誘い。中学・高校時代の部活
を思い出し再開。「３度の食事よ
り好きだった（笑）。当時三好には
10チームぐらいあって、私のお世
話になった莇生地区のチームは非
常に強かった。三好の選抜チーム
の一員にも選ばれて、愛知県内あ
ちらこちらの体育館で強豪との試
合も経験した。今、健康でいられ
るのはバレーボールのおかげだと
思う」。
あれから30年。お店経営を冷静

に分析すると「“いい時代”は終わ
ってしまったのかも（泣）。でも、生き
ていくためには仕事を辞めるわけ
にも、負けるわけにもいかない！。
（コロナ禍もあるが）今やれることをやろう
とモーニングやランチも始めまし
た」。
「お店をやって良かった。お客

様や昔の友達、知り合いに出会え
ることが財産」と北川さん。北川さん
の話術で味付けされたサーブやア
タックを受け止
めてくれる“お
客様”の来店
を心待ちにし
ています。

「健康の“健”の字は“人（にん
べん）が建つ”と書きます。それ
を、いわゆる逆さ言葉にして、
“建人（ケント）”にしました。私の
名前も漢字は“健太（けんた）”な
ので、掛け言葉的なイメージもあ
りますけどね」（笑）と岩城さん。
自身が“腰椎分離すべり症”で
腰痛を慢性的に抱えていた岩城さ
ん。手術を回避しながら、不安な
思いで長年生活。そんな岩城さん
は、少年たちへ空手を指導してい
たことから、道着を手配するため、
豊田市のスポーツ施設へ定期的に
足を運んでいました。
そこでは、接骨院やスポーツジ
ムを併設し、身体のケアやケガ予
防、スポーツトレーナー養成など、
多面的な経営に取り組んでいまし
た。そこで岩城さんは昼間働きな
がら夜学で２年間、トレーナーに
なるべく『行動体力学士』と『日
本ジュニアストレッチ協会認定ト
レーナー』の民間資格を得ました。
「これからの超高齢化社会。自
分の足で歩けて、自立して元気に
生活できる“健康寿命”（男性72～73
歳、女性75～76歳）をいかに延ばすこ
とができるかが大切」だと強調。
さらに「介護の仕事に携わる専門
職の方たちも、腰痛や肩こりなど
を防ぐ、身体ケアの
ニーズが高まってい
ますから」。
岩城さんの取り組

みは「パーソナル
ストレッチ・トレーニ
ング」と称し、お
客様とマンツーマンで接するも
の。ストレッチベンチや高さ15㌢
ほどの昇降台、エアロバイクを活
用。「歩くために必要な筋肉は、太
ももの前面、大腿四頭筋（だいたいし
とうきん）。そこを中心に、太ももの後
ろ側やふくらはぎ、足の裏の筋肉
を動かせるようにします。使わない
筋肉は段々動き方を忘れますし、
使い方を間違っている筋肉は固く
なってしまいます。パーソナルスト
レッチで、筋肉を正しく動かせるよ
うに手助けします」と岩城さん。
その手順は、カウンセリングと機

能テストで身体の現状を把握。状
態に合わせたプログラムを作成し、
その人が望む状態にまで引き上げ
る（回復させる）のが目標。自宅の一
室を活用してのアットホームな環境
で、若年層から年配の方まで幅広
く対応。年配の方は立ったり座った
りや難しい態勢を要求したりせず
に、基本“寝たまま”でストレッチを
施し、歩ける体を作ります。
数カ月の準備期間をかけて、い

よいよ11月に本格スタート。岩城さ
んは「パーソナルトレーナーはお客
様との“二人三脚”。ＡＤＬ（日常生活動

作）を高めるにはどうし
たらいいのか？、一緒
に考え、一緒に取り組
んでいきませんか」。

“生涯歩ける”からだづくりのお手伝い
●三好町上254 ●℡〈0561〉34-1192 ●定休日：月曜日 ●営業時間

〈モーニング〉7:00～10:30 〈ランチ〉11:30～14:30〈夜〉17:00～23:00
●席数・料金など 〈カウンター〉10席〈お座敷〉４人席×４卓

〈モーニング〉400円 〈ランチ各種〉800円 〈夜定食〉1,000円

和み処 きた川 店主 北川りえさん

サーブ＆レシーブ・笑顔でアタック No.1

●福谷町善ケ山15-3   ●℡090-4253-8501  ●予約制（出張有）  9:00～20:00

●〈料金〉30分コース4,000円／60分6,000円
●〈事業所オープン価格〉　 80分 3,000円 （価格は全て税込）

※オープン価格は、11月１日から2021年１月末まで。

ケントストレッチ　 　 　 岩城ケンタさん

楽器晴海堂株式会社代表取締役社長 伊藤勝春さん

音楽を始めたいと思う子を支援したい

ヤマハ音楽教室

なごみどころ
ストレッチ
トレーナー

柔軟性は
大切な要素

完全防音教室
（グループレッスン会場）

三好上地区理事

●三好町湯ノ前10-3 ●℡〈0561〉32-1278  ●木曜定休
●営業10:00～18:30（日・祝日は15:00まで）●HP www.seikaido.info/

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

ボリューム感たっぷりのモーニング
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●お客様から「祝50周年」のお花も飾られてい
ますね…【店主・深谷直正さん】本当に有難いこと
です。９月16日が創業記念日。昭和45年に豊信
さんや原文さん（現・セブンイレブン）のある交差点角
地で店舗を借りてスタートしました。このあたりで
は珍しい（導入が早くて）「自動ドア」だったので、近
所の子どもたちが近寄ってきては、開けたり閉め
たりを面白がっていましたね。（笑）

そこから昭和54年（1979年）１月に、現在地へ
新築、移転しました。寿司職人を
選んだのは、中学（地元、三好中学校）

卒業時に、“何かを作れる人間にな
りたい”と思い、担任の薦めもあ
って、名古屋円頓寺の寿司屋へ修
業に行きました。
猿投の四郷近くに「やっこ寿司

本店」があったのですが、そこか
ら屋号を頂きました。
●改めて50年を振り返ってみて、

いかがですか…【深谷さん】とにかくみんなが助け
てくれた。身内にも応援してもらった。そんな感
謝の気持ちでいっぱい。女房と結婚して、三好
で店を始めたけれど、出前やマイクロバスでの

お客さんの送迎など、女房なしでは成り立たな
かった。女房にも感謝している。

【礼子さん】出前が特に忙しかった！
１日に70件、80件っていう日もあり
ましたから。

【深谷さん】『こんな小ぶりな寿
司じゃ、腹がふくれへんわ！』っ
て言われて、まるで“おにぎりのよう
な寿司”を握っていた時代もあったね。（笑）

●お店の人気メニュー、特徴は…
【深谷さん】朝５時起きで市場に行き、
新鮮な魚介類を自分の目で確かめて
仕入れてくる。うちのお店で皆さん
がよく注文して下さるのは、「カワハ
ギの薄造り」や「アナゴ寿司」かな
（写真左）。
カワハギは、“カワハギの肝を溶い
たポン酢だれ”で召し上がっていた
だきます。アナゴ寿司は、煮付けた

アナゴを、注文を頂いてからこんがり焼き目を
付けて出しますので、ふんわりした食感を皆さ
ん喜んで下さいます。
旬の魚介類を、お刺身、焼く、煮るなどのレ

パートリーで味わって
欲しいですね。

【礼子さん】以前、お
正月の準備で忙しいと
きに、主人は夢の中で
までも仕事やネタのこ
とを考えていたのか、
寝言で『イカ良し、エ
ビ良し、タコ良し』と
つぶやいてましたから
ね。（笑）

●寿司業界の将来、最近の状況は？…
【深谷さん】私がお店を始めた当時、三好だけ

でも15、6軒はお寿司屋さんがありま
した。今では５軒ぐらいでしょ。
寿司組合に加盟しているのも、う
ちともう１軒だけ。それでも、
「プレミアム付お食事券」の発行は
有難かった。そのお食事券効果もあっ

て、ご新規のお客様が来てくださるようになり
ましたから。【礼子さん】お席だけご予約いただ
き、食べたいものを選んでご注文いただくスタ
イルも増えましたね。【深谷さん】週１日の休みで
すが、からだをいたわりながら、女房と弟（斉田

さん＝礼子さんの弟）と身体が動く限り続けていこ
う、がんばろうかなと思ってるよ。

主なメニュー  (料金は税別)

●握り寿司 〈並〉 1,000円

〈中〉 1,500円

〈上〉 1,800円

●アナゴ寿司    1,800円

●キンキの煮付け 1,800円

●カワハギ薄造り 時価
●お刺身、焼きもの、煮付けなど

の一品料理 800円～

自薦・他薦OK。“個性的な”お店お待ちしております。

創業50年の老舗

魚介類の“逸品”を味わえる

㈲ やっこ寿司三好 〈昭和45年（1970年）創業〉

店主 深谷直正さん・同夫人 礼子さん
■三好町中島17（三好市役所北側）　 ■℡〈0561〉32-3354
■席　 数 カウンター６席・お座敷４人席×５卓 ／２階宴会場25人程度）
■営業時間 　 11:00～22:00 ◎ワゴン車での送迎可（10人まで）

■定休日　 毎週水曜・第２火曜 ■駐車場８台（店舗前とその隣）
大人気・カワハギの

薄造り（菊盛り） あうんの呼吸で接客。

大人気！
ふんわり

アナゴ寿司

当店

★社名の意味を…〈水

野祐紀さん〉「ビハイン

ド・ザ・シーン」の頭文

字をつなげたものです

が、「陰ながら支える」

「縁の下の力持ち」とい

うような意味合いで、

お客様を手助けした

い、支えたいという思

いから名付けました。

対外的には「緊急駆け付け事業」と呼んでいま

すが、住まいの暮らしのトラブル、例えば破損し

たガラスの交換や『カギを失くした。落とした。家

に入れない』場合などの開錠作業、カギの修理・

交換、便器の詰まり解消などですね。それに蜂の

巣の駆除なども行っています。

★この夏、蜂駆除の依頼はどうでしたか…〈水野
さん〉昨年に比べて、随分多かったですね。主にアシ

ナガバチやスズメバチの巣が軒下、屋根裏、カーポ

ートなどに掛けられていて、防護服で作業

を行うのですが（写真左）、息苦しいし、暑い

し、蒸れて視界も悪くなる。もう汗だくです。

依頼主がその様子を見かねて、冷たいドリンクを差

し入れして下さったときは嬉しかったですね。（笑）

★仕事上のスキルや経験はどのように積まれた

のですか…〈水野さん〉昨年の７月に起業してまだ１

年３カ月程ですが、同様のサービスを提供する会社

の社員として、研修期間を含め６年勤めました。で

も、上司同士の意見の違いで、ぼくの立場も“残る

か、移るか、辞めるか”の三択になってしまいました。

その６年間で、仕事のノウハウは吸収できたかなと

感じていたので、思い切って“辞める”決断をしまし

た。もちろん、家族や友人、先輩にも相談しました。

奥さんや子どもがいれば、難しい選択かもしれませ

んが“独身”という気軽な身分だし「挑戦しよう！」と

いう気持ちが強かった。

★サラリーマン時代と独立された今と比べて、そ

の違いは…〈水野さん〉社員として働いているときは、

ノルマもあったし、料金も割高で

した。困り事は解決したいけれ

ど、それが高額なので、申し訳

ないなぁと“板挟み”のような気持

ちでした。それが、今ならお客様

から『良心的な料金で安心でき

る』とのお声を頂き、自分が予想

していたとおりの反応でした。

お客様からの『有難ね』『早く対応してくれて助か

った』という、感謝の言葉を聞くと、次の仕事のモチ

ベーションにつながりますね。

★青年部に入られていかがですか。将来の目標

は…〈水野さん〉青年部に幼馴染がいて、その友人

に声を掛けられて仲間入りしました。まだ、右も左も

分からない状況ですが、地元の色々な業種の方た

ちと交流したり、学ばせてもらえたら。

昨年、産業フェスタに初めて参加させてもらった

のですが、その人出の多さに驚かされましたね。

今は一人なので、お手伝い出来ることも限られて

しまうし、仕事で対応できる範囲も愛知県内ぐらい

になってしまいます。人を雇って、東海３県ぐらいは

カバーできるように事業展開できればと思い描いて

います。

Ｂ．Ｔ．Ｓ

代表 水野祐紀さん

●三好町下畷／℡090-3422-9293
●営業 9:00～20:00 ●不定休

駆除作業は完全防備で

Ａｃｔｉｖｅ Ｙｏｕｎｇ Ｂｕｓｉｎｅｓｓｍａｎ 商工会青年部

握り寿司〈上〉

●●● ●●●

N
みよし市役所

●

●

●

豊信

コンビニ

UFJ

キンキの煮付け。煮魚の旨味が凝縮

Behind The Scenes
ゆうき

ガラスの裁断は正確に。緊張の瞬間

◎パスポート・ビザ・就活などの証明写真

◎七五三、お宮参り、お節句、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

℡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

雑貨・喫茶

℡36-0280／月・火定休／11時～18時／黒笹町

猫グッズ専門店手
作
り
マ
ス
ク
有
り
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
人
間
用
で
す
。

“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）

全国のウエルシア薬局で販売中！

0120-090557
フ ク ト イ イ ナ

みよし市莇生町曽和265-1

標準価格
1,210円（税込）

年末の大掃除の強い味方！
くらしキレイＢＯＸと便利なお掃除グッズ

④台所用
抗菌スポンジ①お風呂・化粧室用洗剤

②油汚れ用洗剤③カビ・ぬめり取り剤

⑤
ステンレス
クリーナー

店頭販売中
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商工会・新会員ご紹介 〈令和２年７月～９月理事会加入承認分〉

今回新たに２社が加わりました。

令和２年９月16日現在、933社です。

「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、3,300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。）

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　  ℡〈0561〉32-0818
みよし市打越町畦違167-1

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
ク
ー
ポ
ン
で

千
円
Ｏ
Ｆ
Ｆ

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》

◎持続化給付金申請相談

◎新型コロナ対応資金繰り、融資相談

◎持続化補助金（コロナ特別対応型）

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。

企業名（事業所名） 業種（事業内容） 所 在 地

タイ料理　 ぺっぽい 飲食業 福谷町花立

焼肉　 まっさん 飲食業 三好町半野木
いいじゃん通信７月号３頁目のお店

紹介で『黒毛牛一頭買いで牛肉の希少

部位をおいしくいただくことができるお

店』としてご紹介しました「焼肉のすゞき

さん」から、「上カルビ（１人前980円・税別）」

を５人の方にプレゼントします。

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（７月号のお店紹介、

焼肉のすゞきさんへ

の感想でも構いま

せん）などをご記

入いただき、10月

30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、ご利用下さい。

■問合せ みよし商工会

℡〈0561〉34-1234

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。）

●

●

★

●●●

三好弁財天

マ
ク
ド

ナ
ル
ド

ピザハット

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

プレミアム付お食事券

ご利用いただけます。
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。

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

ス
キ
ル
ア
ッ
プ
！

業
績
ア
ッ
プ
！

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

1950年創業 自動車部品・

アルミダイカスト製品加工

㈱鰐部製作所
代表取締役社長　 鰐部三郎

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

〒470-0226 みよし市西一色町塚ノ下493-3

℡〈0561〉32-1922（代）

〈0561〉34-2356FAX

Ｓ

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。

℡（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 24:00

(土曜日は25:00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
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 

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

「焼肉のすゞ き」さんから読者プレゼント

写真はイメージです。
画像提供：焼肉のすゞき

いいじゃん通信は、従来「２月発行」だったも

のを、今年度から１月発行（2021年１月17日）へと

前倒しします。ご承知おき下さい。

〈昼〉 11:00～14:00

〈夜〉 17:00～22:00

定 休 日 毎週火曜日　 Ｐ10台

鳥 居

発条さん農業屋さん

・・・・

・・
・・

コメダさん

東名高速道路

コンビニ

★

北部小

加納石油さん

黒笹駅方面→落合交差点から北へ約200㍍

←ココ

パートさん、アルバ

イトさん募集中！

お店の情報は
インスタで

福谷町清水道20-1

プレミアム付お食事券ご利用いただけ
ます。また、店内でのコロナ対策も講じ
ております。ご来店時の手指消毒など、
ご協力願います。

◎ランチございます。

1,000円/1,500円 （握り寿司・前菜・サ

ラダ・茶碗蒸し・デザート・珈琲付き）

ご予約 ℡〈0561〉76-6911

さんさんバス「福谷」バス停から徒歩５分

和食・寿司会席

目・鼻・舌でご堪能下さい。

お
車
の
こ
と
な
ら
何
で

も
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

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
て
お
り
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)


