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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）
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500円券10枚綴りで5,000円分
の食事券が2,500円で購入でき
る、プレミアム率100％の超お
買い得な「みよし市プレミアム
付お食事券」が販売されました。
皆さんご購入いただけましたで
しょうか。

みよし市在住者
又は在勤者を対象に６万冊発
行。総額３億円。新型コロナウ
イルスの影響で、営業を自粛し
たり休業せざる得なかった飲食
店を応援しようと、みよし商工
会からみよし市へ緊急要望書を
提出、実現しました。
★利用期間…既に７月16日か
ら利用可能となっています。ご
利用期限は、来年2021年１月15
日までの半年間です。
ご利用いただける店舗は、み
よし商工会の会員で「お食事券
取扱店登録申請」をしている飲
食店など100店以上。取扱店に
は、ステッカーやポスター、の
ぼり旗（写真右上）などが掲示され

ています。
みよし商工会

のホームペー
ジ、「３４４navi」（み

よしナビ）には利用
可能店舗が一覧
で紹介されてい
ますので、ご確
認下さい。
また、ご利用

可能店舗の中に
は「テイクアウトＯＫ」のお店
も多くあります。この機会にぜ
ひご活用下さい。
★問合せ…みよし市プレミアム
付お食事券事務局
℡〈０５2〉232‐671４

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

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）
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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

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。）
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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

全長約12㍍、車高約
４㍍の大型トラック
に、ギネス記録の三好
稲荷閣満福寺の大提灯
や三好池まつりの提灯
船、花火をあしらった
ラッピングトラック
（アートトラック）を莇生
町に本社を置く、株式
会社カネヨシが制作。

４月下旬に完成し、小野田賢治
みよし市長ら関係者に披露され
ました。
同社代表取締役の鈴木克尚さ
んは『一市民として、みよしで
事業を行う会社として、みよし
市をもっとＰＲしていきたいと

思い、みよし市さんと相談しな
がら制作しました。デザインは
当社の社員が手掛け、写真など
の素材はみよし市さんからご提
供いただきました』。

また、車体後部には「交通安
全・安心キャラクターの“みよ獅
子ちゃん”」も盛り込まれ、交通安
全に一役買っています。

既に、みよし市内や近隣エリア
を走行しているラッピングトラッ
ク。将来的には関東・東北方面
へもこのトラックを走らせる予定。
さらに鈴木社長は『２台目も考え
ている。テーマは何がいいか、市
と相談していきたい』。
“走る広告塔”がみよしの魅力発

信に貢献してくれそうです。

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。
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〒470-0226 みよし市西一色町塚ノ下493-3

℡〈0561〉32-1922（代）

〈0561〉34-2356FAX

Ｓ

営業時間 〈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

お店の情報はインスタで。 パートさん、アルバイトさん募集中！

ご予約 ℡〈0561〉76-6911

福谷町清水道20-1

和食・寿司会席

カウンター席が６席、テーブル席は
８卓（40席）ございます。
車いすのまま、ご入店いただけます。
単品料理やサイドメニューも各種
取り揃えております。※ランチ有り

お食事券で経済回復、足掛りに！

みよし市は、市制10周年を記
念し、30％のプレミアム付（額面

13,000円分が10,000円で購入可）商品
券を発行します。発行部数は２万
冊。飲食店以外のお店でのお買
い物もできます。
★対象…市内在住、在勤、在学

の方
★購入限度…一人２冊まで。

※販売方法やご利用期間など、
詳しくは、広報みよし８月号または
みよし市のホームページをご覧くだ
さい。
★問合せ…みよし市役所産業課
℡〈０５６１〉32‐８０１５

【メール】

sangyo@city.aichi-miyoshi.lg. jp

小野田市長と
㈱カネヨシの鈴木社長写真提供：みよし市広報課

プレミアム付お食事券ご利用いただけます。

プレミアム付お食事券

ご利用いただけます。
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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

「アイデアを思いついたら、大げさだなぁと
か、ほら話だと言われても、口にしたほうが
いいと思うよ」と野澤さん。今から22年前の夏、
商工会青年部長のときに、町制40周年記念事業
で『シャ乱Ｑライブツアー ’98夏の乱in三好』
を東海学園大学で開催。“シャ乱Ｑが大好き”
という理由で、“コンサートをやろう！”と口
走ってしまったのがきっかけ。
概算事業費は５千万円（１万人動員見込み×チケット

１枚5,000円）。その予算規模もさることながら『やれ
るわけがない』と疑問視、否定する意見も多く、

当時の商工会内でも、
喧々囂々（けんけんごうごう）

だったと振り返ります。
それでも、５千人を集
客。何とか収支をトント
ンに収めることができ
て、ほっとしたという野
澤さん。

そのころはまだ“西加茂郡時代”。三好・藤
岡・小原３市町の商工会青年部代表として愛
知県商工会青年部連合会の役員に選ばれた
ことから、それまで、ほとんど付き合いの無か
った他市町の会員とも積極的に交流。当時の
仲間とは今でも付き合いがあると嬉しそう。「あ
の経験は、お金では買えない、本当に大きな
財産になりましたから」。
その行動力や調整能力は、地元中学校の

PTA会長という役職でもいかんなく発揮。「前
任のPTA会長さんが、テレビ局の関係者だっ
たので、そのつてで産業フェスタのステージイ
ベントの企画に吉本の芸人さんを呼んだり、ア
ンパンマンショーを開いたりした。一番人気が
あったのはアンパンマンショー。子どもから大
人まで幅広い年齢層に人気だった。うちの２
歳になる孫も大好きだからね』（笑）。
高校で土木の課程を専攻。入学時には、既

に“この仕事をやる”と決めていたという野

澤さん。「父親（野澤良一さん・

故人）が開拓でこの地（高嶺）

に入植し、愛知用水を敷設
する仕事を請け負ったのが
きっかけで昭和38年（1963年）

に野沢工務店を立ち上げた。
法人化して46年。兄（和雄さん）

と協力しながらやってるよ」。　
三好ヶ丘地区の土地区画整理事業関連の仕

事も多く引き受ける中、豊田ダンプ協会や豊
田安全防災協議会にも加盟。交通安全の啓発、
非常災害時の連絡網（無線・写真上）を整備。み
よし地区のリーダーとして、内外の厚い信頼
を得ています。
野澤さんは今、新型コロナで経済全般が沈

んでいる状況を憂慮。「今だからこそ、元気の
出る、夢のある企画を打ち上げたいよね」。商
工会青年部当時と同様の情熱が、今も脈々と
心の裡(うち)に燃え盛っているようです。

●三好丘緑3丁目-1-1（アールビル４F） ●℡〈0561〉36-0010
●日曜定休　 ●営業 9:00～17:00　 ●HP www.kkr.co.jp

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。

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。

マシーン
を使うのに筋肉を付けたり鍛えた
りしないジムって、一体どういう
こと？！。
日常生活の歩行改善や腰痛、

五十肩症状の緩和など、身体のメ
ンテナンスや健康づくりに取り組む
ビーファイン。『リアクション・レジス
タンス（ＲＲ）』と呼ばれる国際特許を
持つ最先端の運動器具（12種類）を
使い、その人の身体状況に合わせ
て適度な負荷を与えながら、コン
ディションを整えます。豊田みよし
地区では初の導入。
代表の鈴木優子さんは「私の母

親は10年間寝たきりだった。今振
り返ると、もっと何か出来なかっ
ただろうかと後悔ばかり。誰かの
お世話になるような寝たきりには
なりたくないし、高齢化社会だか
らこそ、シニアの方には“健康寿
命”を延ばし、元気でいて欲しい」。
「誰もが健康のために何かした

いと思っていますが、ハードなこ
とや面倒なことはしたくないとい
う方が多いのでは」と鈴木さん。
やらされるのではなく、自ら進ん
でやりたくなる健康法はないだろ
うかと模索していたとき、運命的
に出会ったのが“正しくやるため
のトレーニング”を全国に推奨し
ているＲＲの開発者、大岡明尋さ
ん。大岡代表は『地球上の生き物
は重力の中で生きている。その重
力を上手くいかしながら、重力を

使えるからだになろう』と。目か
らウロコの教え。
鈴木さんは早速ＲＲを導入して

いる西尾の先進店を視察。そのと
き、85歳の女性の方が『自分の身
体がこんなにも変わるなんてびっ
くりした。段差も苦にならなくな
ったし、５㎞は普通に歩けるよう
になった』との声を聞き、感銘。
そして、ＲＲマシーンの講習会

に参加するため、大岡代表が経営
する滋賀県の本社『鍛錬』を息子
の裕貴さんと訪問。現在、店長を
務める鈴木裕貴さんも体験を重ね
るうちに「少年野球で傷めたひじ
が、普通に投げられるまでに回復
しました」と効能を実感。大リー
グで活躍中の野球選手が、手術を
せずに腰痛を回復させたという、
驚きの実例もあるそうです。
利用者は口々に『身体（歩行）が

ラクになった』『疲れがスッキリ
した』『ゴルフの飛距離まで伸び
た（笑）』と高評価。「１週間に２～３
回、10分間程仲間とおしゃべりしな
がらでいいので、継続すれば“未
来のあなたの姿”は大きく変わりま
すから」と鈴木さん。

みよしの健康情
報発信局として、
市民の健康づくり
に大きく貢献し、
その拠点になって
いく姿が目に浮か
ぶようです。

「20歳から46年間、この道一筋
で今日まできたからねぇ～」と振
り返る劔持さん。新潟県新潟市出
身。父親が新幹線の線路補修工事
の仕事をしていた関係で中学生の
ときに岐阜県大垣市へと転居。地
元工業高校で電気科を学び、社会
人スタートは電気工事士。「高校
時代の友人が大垣には何人もいる
ので、時々遊びに行くよ」。
５人きょうだいの３男。「長男

が愛知県で土木工事を始めて、あ
のころ耕地整理（農地の区画整理）が盛
んだった。兄から“人手がいるの
で助けてくれんか”と言われ、電
気から土木へと替わった」。
まったくの素人として土木の世

界へと足を踏み入れ、先輩から教
えられたことは『まず見とけ！』。
「仕事が終わったら重機の足回り
の泥を落としたり、大したことは
何もやらせてもらえなかった。今
の子は、そんなふうには扱えない
ので、こちらが気を遣ってしまう
けどね」（笑）。

土木の仕事は“体力勝負の世
界”。経験を重ね、充実感も生ま
れる反面、物足りなさなどから、

転職を迷い始
めた40代。
『自分でやっ
てみたら』と
後押ししてく
れたのが妻の

「やよさん」。

建設会社で事務
職員として働いてい
たやよさん。同業者
の先輩に紹介され
結婚。「会社を起ち
上げて18年。会社設立
に必要な法務局での手
続きなども、家内が全て
やってくれた。会社の
事務、経理は全て家内
まかせだった。でも昨年３月、自宅
の駐車場で倒れ、そのまま亡くなっ
てしまった(仕事の無理がたたったのかなぁ
～、と劔持さん)」。その存在の大きさ、
大切さを改めて思い知らされたと、
ひどく落胆。
家族や社員らとのイベントも大

好きだったやよさん。やよさんの
実家、三重県にあったという木の
臼（写真上）を使っての恒例のもちつ
き大会も、やよさんを偲びながら
昨年末も続けました。
海釣りや乗馬、クレー射撃と多

趣味。三好の体育協会にも加盟し
ていた射撃部。大会参加や入賞の
経験もある腕前。「撃ち落としたとき
はそりゃ爽快。でも、非常にメンタ
ルが重要なスポーツなので、終わ
った後、意外と疲れる（笑）。今も時々
下山の射撃場へ行くよ」。
仕事で手がけた道路や橋を見る

たびに当時をよく思い出すという
劔持さん。後世に残すべき“大切
な財産”は何か？。照準はしっか
りと定まっているようです。

造った橋や道路は、後世に残っていく
●三好町湯ノ前103 ●℡〈0561〉76-3755 ●日曜、祝日定休
●営業時間 〈月～金〉9:00～11:30/13:00～20:00 〈土〉10:00～15:00

趣味のクレイ射撃は今も継続

株式会社ファイン代表取締役 鈴木優子さん

鍛えない筋トレで楽に動ける
カラダをつくる“逆転の発想”

利用法の手本を見せ
る店長の鈴木裕貴さん

●莇生町小根71-1  ●℡〈0561〉36-3336   ●営業 午前８時～

午後５時 ●毎週日曜日定休　 ● HP

有限会社東名建設 取締役 劔持 学さん

野沢建設株式会社 代表取締役 野澤雄二さん

今だからこそ、元気が出る企画を
三好丘地区理事

１級土木施工管理技士総合建設業（土木・建
築・上下水道・舗装等）

豊田安全防災協議会の緊急時
連絡網として活用する「無線機」

今から30年前(H２年)、住宅・都市整備公
団が撮影した三好ヶ丘地区の航空写真

代表の鈴木さんと店長の裕貴さん

2019年９月開業

利用料などはＨＰで
b-finemiyoshi.com/
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一般土木・舗装工事・外溝工事・家庭排水設備工事

みよし東名建設 検索
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●みよしに「焼肉店」を出店
された経緯を…【鈴木紋稔さ
ん＝以下・鈴木店長】岐阜で10
年、みよしで３年目です。
岐阜（恵那市）では、やはり
高齢化や過疎の影響もあって、お客様が段々減
ってきてしまい、名古屋でお店を開こうと、知
人に『どこかいい店舗があったら紹介して』と
頼んでありました。
紹介された複数の候補先の中に「みよしの物
件」もあって、生活されている住民の皆さんや
まちとしての“幸福度（裕福度）”にと
ても可能性を感じました。
焼肉店を経営する前は、経営コ
ンサルタントやゴルフ場経営を任
された経験もありましたが、流行
るお店とそうでないお店、お客様の満
足度や評価のポイントがどこにあるかなどは、
よく分かっていました。
ただ、分かってはいても現場経験がなく、料
理や家事なども一切してこなかった素人のぼく

が、焼肉店を開くのを女房（紀子さん）

は猛反対（笑）。
女房を押し切って始めましたが、

飲食店で成功、生き残るためには
“接客”しかない！と、そのときから
自覚していました。
●その接客方針は…【（ホール責任者）鈴木紀

子さん】お客様が居心地良く、楽しく過ごせる
場所でありたいと思います。ご家族やご友人様
との団らん、お食事の様子を拝見させてもらい
ながら、スムーズなオーダーやメニュー選びの
アドバイスなどが出来るよう、お客様とのコミ
ュニケーションを大切にしていきたいです。
【鈴木店長】指示を待つのではなく、予測し、

“サービスする理由”を見つけて欲し
い。バイト教育にも取り組んでい
ますが、辞めていく子もいます。
面接のときにも『他の仕事のほう
がラクだよ～』ってはっきり言い

ます（笑）。でも、うちのお店で続いて
いる子は、もうどこへ行っても通用します。そ
んな彼らの頑張りをねぎらおうと『来年の社員
旅行は泊まりがけで行こうな！』って言ってる
んですよ。(コロナの影響が心配なんですが…・笑)

●「一頭買い・黒毛牛」も
アピールポイントですね…
【鈴木店長】良い肉をリーズナ
ブルに提供したいと思ってい
ました。そんなとき、食肉業
界でも有名な「肉のスギモト」
の杉本さんに出会って、肉の
分け方やレシピ作りを指南し
て頂きました。

「一頭買い」によって、希
少部位も含めて、あらゆる部
分のお肉をリーズナブルに
提供できるようになりました。

サシ（霜降り）の入ったＡ４～
５等級を味わえるのも魅力で
すが、ヘルシーさを考えると

脂の少ないＡ３のほうがベターという選択もありま
す。お客様の好みも遠慮なくお聞かせ下さい。

●お店の将来像を…【鈴木店長】開店して３年、
たくさんのお客様にお越しいただき、お店を育てて
いただきました。『おいしかったよ』の一言やアドバイ
スなど、全てに感謝したいです。この先も５年、10年
と可愛がっていただけるよう、お客様を笑顔にでき
るお店を目指していきます。

ぜひ、ご家族やご友人との“記念日”とか“ちょ
っと特別な日”、そん
な場面でご利用、ご活
用いただければ、私た
ちの励みになります。

主なメニュー  (料金は税別)

●カルビ680円 ●牛タン塩880円

●ハラミ680円  ●ロース780円

【希少部位】 ●イチボ1,280円

●ラムシン1,280円●トモサンカク
1,280円

【逸品】●サーロイン1,880円●ヒレ
1,980円●シャトーブリアン2,480円

●チョレギサラダ580円

●ご飯もの・スープ・麺類各種
●コース料理 2,000円～5,000円

自薦・他薦OK。“個性的な”お店お待ちしております。

“記念日”を祝いながら

希少部位をおいしくいただける

〈2017年４月創業〉 代表取締役 鈴木紋稔
あやとし

さん
■三好丘１丁目8-4（三好ケ丘駅西交差点北側）　 ■℡〈0561〉76-9929
■席　 数 100席（ソファー席・堀こたつ席・お座敷席 ／個室席／喫煙席有り）

■営業時間 17:00～23:00（LO22：30）

■定休日　 毎週火曜 ■駐車場約20台（共用駐車場含む）

℡（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 

希少部位を食べられる

魅力も、大きな特徴

スタッフとのやりとりも楽しい！

花火付き？

お腹すいたセット3,980円（肉８種類・
野菜付き）。希少部位には「名札」が。

当店

★鮨職人の道を

志したきっかけは

…〈原田勇太さん〉

父の顔なじみの

お鮨屋さんに、

家 族 そ ろ っ て

時々食事に行っ

ていました。小学

１年生のころだと思うので、何を食べたのかまで

はよく覚えていないのですが、とにかく、そこのお

鮨がおいしかった！という記憶が鮮烈でした。そ

のころから“お寿司屋さんになりたい！”と思って

いましたが、そのお店に就職できるなんて、自分

自身、正直びっくりでした。

★その想いは、中学、高校生になった時も揺らが

なかった？…〈原田さん〉中学卒業したら「いつでも

行ける！すぐにでも働きたい！」と思っていまし

た。でも、大将に『高校だけは卒業しておけよ』と

諭されて、高校には行きました。自動車の運転免

許も必要でしたし。

（修業は大変でしたか？）お寿司を握ったり巻いた

り、魚を調理したりするのは、職人として

出来て当たり前。それプラス「自分の店

を持ちたい」「いつかは独立する」という

目標（前提）で働かせてもらっていたので、特に経

営面での指導、ノウハウを教え込んで頂いたのは

大きかった。

些細なミスや大したことないと思われたことで

も、おかみさんから厳しく言われたことは、お店を

経営する立場だからこそ、とても重要なことなんだ

と気づかされました。今、思い返すと、親身に指

導して下さった大将やおかみさん、先輩方には

感謝してもしきれません。

★３月15日に開店、数カ月経ちましたが、いかが

ですか…〈原田さん〉コロナ騒動で、我々飲食業界

に限らず、様々な業種、企業が大変な状況に追

い込まれました。“経営ってこんなにも苦しいもの

なの？”とくじけそうになりましたが、そんな中でも

お越しいただいたお客様から『これ以下になるこ

とはないはずだから、あとは昇るだけだよ』と、温

かい言葉をかけていただき、前向きになれまし

た。地元で働ける喜びを感じています。

コロナの暗い話題だ

けでなく、明るい、素敵

なこともありました。カウ

ンター席に座られたお

客様どうしが、会話の

中からたまたま“同年”

だということが分かって

話が弾んだり、ぼく自身、地元の友人と20年ぶり

に再会したりして、お店がきっかけでコミュニケー

ションの場にもなったり、縁をつなげたりできるん

だと思いました。そういうお店、場所にしていきた

いですね。

★青年部活動への意気込みを…〈原田さん〉高

校卒業後、13年間住み込みで働いてきたので、

みよしには馴染みやつながりが、ほとんどありま

せん。そんな状況なので、商工会の青年部を通

じて、自分の出来ることから取り組み「交流・親

交」を深めていきたいと思っています。

青年部諸先輩方の、青年部ならではの活力あ

る姿勢や地元の発展に対する想い、行動力など

はとても参考になりますし、いい刺激になります。

ぼくも飲食を通じて、みよし市の発展に携われる 

よう努めていこうと思います。

和食・寿司会席 鮨 原田

店主 原田勇太さん

●福谷町清水道20-1／℡〈0561〉76-6911
●営業 昼11:00～14:00／夜17:00～22:00
●毎週火曜日定休

人気のランチＡｃｔｉｖｅ Ｙｏｕｎｇ Ｂｕｓｉｎｅｓｓｍａｎ 商工会青年部

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】

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。 〈税別〉

みよし市プ
レミアム付

ランチ（火曜～土曜11:30～14:00）も
通常どおり営業しております。

■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
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商工会・新会員ご紹介 〈令和２年４月～６月理事会加入承認分〉

今回新たに10社が加わりました。

令和２年６月30日現在、933社です。

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。

お
車
の
こ
と
な
ら
何
で
も

ご
相
談
く
だ
さ
い
。
全
て

の
メ
ー
カ
ー
を
取
り
扱
っ

て
お
り
ま
す
。

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。

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

●
コ
ン
ビ
ニ

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

ここがダスキンモップのすごいところ

パイルが細かな

ホコリもキャッチ！
花粉などのアレル物質を

取り除いて健康生活を！

0120-090557
フ ク ト イ イ ナ

ホ
コ
リを舞い上げず

、しっかりキャッチ！

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」

〈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

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。

℡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

企業名（事業所名） 業種（事業内容） 所 在 地

町田憲司 ハウスクリーニング業 三好丘旭３

㈱木村技建 建設業 福田町一本松

ＯＺＩＢＡＲ 美容業 三好丘緑４

㈱ＴＲＲシステム エネルギーシステム設計
ソフトウェア制作・開発・販売 三好丘緑２

㈱エキスパート サービス業 打越町苗座

ライフサポート カイロプラクティック 三好町大坪

たけうち接骨院 柔道整復 福田町山畑

㈲柄山工業 設備業 莇生町鳥居前

㈱和合 製造業 莇生町水洗
(同)RIWAZ INTERNATIONAL COMPANY

INDIAN NEPALESE RESARANT
“DEURALI”

飲食業 打越町新池浦

トヨタ自動車㈱が提供する電気自動

車を活用して“デリバリーやテイクア

ウト、在宅でのお買い物”サービスの

拡充を図るため、「お客様」「飲食店」

「デリバリー事業者」の三者をつなげ

『注文→受け取り（飲食店からデリバリー事

業者へ）→配達→精算』が行えるシステ

ム（アプリ）を開発し、新しい物販サ

ービスに取り組みます。

秋ごろには試験スタートする予定で

す。

■問合せ みよし商工会

℡〈0561〉34-1234
＊mobility(モビリティ)＝動き

易さ、移動性

ウェットスーツの生地を

使い、繰り返し使用が可能な

マスク型製品「ラバフィット（４,１８０

円）」を３名様にプレゼント。マスクの内

側はニット。通気孔がいくつも開いて

おり、息苦しさはありません。

■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」　
感想などをご記入いただき、７月31日（金）

までにハガキでお申込みください。

モビリティサービス向上
委員会を設置しました

トライアーティストさん
から「ラバフィット」

上記価格は、全て税別です。

《製品名》スカッと

爽快クールで

大容量500ml １本
1600円→特価1200円

携帯用100ｍｌ １本
780円→特価600円

工場や建設現場、クールビズ

など、衣類にスプレーする

だけで冷涼感が持続。
事業所様にオススメ！
一般の方も購入可。

製造発売元：パスタライズ株式会社（福谷町)　 　 　  ℡〈0561〉36-0011

◎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


