
THE MIYOSHI CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRYTHE MIYOSHI CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRYHE MIYOSH           ND INDUSTRYTHE MIYOSHI CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

20
21.４月号

Vol.44

発行計画

次号は、2021年７月18日（日）

●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）

ＭＩＹＯＳＨＩ ＳＯＣＩＥＴＹ

①『抗菌コーティング事業』…みよ

し商工会青年部（安田岳史部長・部員34

人）が、新型コロナウイルス感染対策

の一環として取り組んできた公共施

設などでの抗菌コーティング事業。

2020年12月から2021年１月にかけ

て、みよし市社会福祉協議会の福

祉車両２台と車いす36台、さんさん

バス７台、みよし市図書館サンライブ

で施工。同事業が「地域貢献活動」

として高く評価され、みよし市から

“特別賞詞”が２月15日に贈呈され

ました（写真上）。

青年部では、コロナ禍で中止とな

ってしまったイベントやみよし池の耐

震工事でみよし池まつりへの出店が

なかったことから、その予算を活用。

青年部の会員がコーティング事業の

ノウハウを持っていたため、同事業

を企画しました。

コーティング材の主成分は「自

己結着型・超微粒子二酸化チタン

分散液」。二酸化チタンは、食品に

吹き付けても安心な世界中で認め

られている食品添加物。菌やカビ、

ウイルスがコーティング面に付着

した瞬間、クリーン化。

特別賞詞を贈った小野田賢治市

長は『コーティングのおかげで、

市民や利用者が安心して使えるよ

うになって有難い』と感謝の言葉

を述べていました。

②『コロナに負けるな！みよし応援

プロジェクト』…医療・食品・畜産・公衆

衛生などの各方面で、有

害微生物などの消毒、

管理に活用されている

「二酸化塩素水の製造、

販売」を手がけている、

福谷町のパスタライズ株

式会社（代表取締役・水谷博良さん）が、新

型コロナウイルスの影響を受けている

方々を応援しようと、空間除菌やウイ

ルス除去ができる自社製品「二酸化

塩素発生ゲル“クリミナールゲル”」

をみよし市とみよし商工会加盟の飲

食店、理美容店に寄付しました。

みよし市へは２月26日、子育て健

康部部長の林晴義さんを通じて600個

を寄贈。みよし市から感謝の意を込め

て、特別賞詞が贈られました。市で

は、同製品を不特定多

数の市民が集まる公共

施設やトイレなどに設置

しています。

ま た 、 商 工 会 の 飲

食、サービス業事業者

約170店にも店の規模などに応じて

３個から５個、合計1,000個を配布。

同社代表取締役の水谷博良さんは

『ウイルスの不活化に効果的だと研

究所や社内試験で明らかになって

います。１個で大体８畳程の空間を

除菌できます。効果は２カ月ぐらい

継続。市内のドラッグストアでも販売

しています。ぜひコロナ対策として

ご活用いただければ』と話していま

す。（２頁目下段に商品紹介有り）

みよし商工会青年部の活動など
みよし市から「特別賞詞」を授与

℡（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
エコアクション21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 
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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
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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)

＊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

◎パスポート・ビザ・就活などの証明写真

◎お節句、お宮参り、成人式、七五三、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

0120-090557
フ ク ト イ イ ナ
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コロナ禍で、
２回連続（2020年

４月・2021年３月）中止となってしまっ
た「花味大縁会」。事業開催のため、
多くの企業、事業所から協賛金を
頂きました。
その協賛金を『福祉の充実など
にあてて欲しい』と申し出た事業
所からの寄付額が、総額114万円に
もなり、みよし市内の「みよし市
社会福祉協議会」「社会福祉法人あ
ゆみ会」「一般社団法人みよしはた
らく協議会」「うきぐも食堂（子ど
も食堂）」の４団体に寄付。３月19
日、保田ケ池センターで鰐部兼道
商工会会長及び鬼頭伸和実行委員
長から手渡されました。
寄付金を受け取った社会福祉協

議会の鈴木淳会長は『通常の募金
活動同様、自主事業の財源とさせ
ていただきたい』。あゆみ会の理事、
松平幸彦さんは『新しいグループ
ホームを８月に開所予定なので、
その備品購入に使いたい』。みよし
はたらく協議会の理事、山口雅之
さんは『就労希望者の訓練機器の
整備に活用予定』。うきぐも食堂代
表の高信美保さんは『食堂だけで
なく、子どもたちのために活用で
きれば』と、それぞれ抱負を述べ
ていました。

「花味大縁会」は、一旦リセットさ
れましたが、みよし商工会では、令
和３年度の事業として、来年春開催

に向けて準備を進めていきます。
同事業実行委員長の鬼頭さんは

『魅力あるまちを創るためにも、コロ
ナの収束状況などを見極めながら、
なんとしてでも実現にこぎつけ、春
の賑わいとまちの経済活性化を図り
たい』としています。

水谷さんに手渡された特別賞詞

寄付を受け取った
４団体の代表

後列：鰐部会長と
鬼頭実行委員長

特別賞詞を手にする安田部長（右から二人目）
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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

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。
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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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℡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

“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

990円（税込）

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！

キ
リ
ト
リ
セ
ン

代表社員
（マネージャ）
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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

一般家庭から企業（事業所）まで、ハウスク

リーニングやエアコン、水回り、床ワックスな

ど“様々なキレイ”に取り組むＵａ  ｋｏｋｏ（ウアコ
コ）。ハワイ語で「虹」を表す言葉。同社創業の岩
城さんご夫妻は、大のハワイ好き。「お掃除すれ
ば、気持ちよくなりますよね。雨上がりの虹のよう
に、晴れやかな気持ちになって欲しい。キレイに
することで人生そのものも楽しくして過ごして欲し
い。そんな願いを込めています」。
大手清掃業で20年以上の経験を積んできた

岩城さんご夫婦や今井さん。現在の受注割合
は、企業や病院などの事業所系が４割、一般家
庭が６割。特に病院関係からは、今まで積み重
ねてきた信頼と実績とが次の仕事へとつながる
“信頼の輪”が生まれています。　

Ｕａ  ｋｏｋｏの強みは、大手在職時には対応が
難しかったお客様からの小さな要望にも、柔軟・

迅速に対応できること。さらに、クリーニング後
のメンテナンスや依頼主の手間がラクになるコ
ツなどを惜しみなく提供する、お客様のことを
思えばこそのアフターサービス。多忙を極める
中「愛知県内なら、お声がかかれば、どこでも
出陣します！」（笑）。汚れ撲滅、キレイ達成に向
けて、いつでもスタンバイ。
ところで“掃除ぐらいは自分で”と思っても、時

間がなかったり、思うように出来なかったりするの
が現実。そんな出来ないことをマイナスに思って
しまう気持ちをプラスに変えるため、今井さんは
「“時間をお金で買う”という選択も有りだと思いま
す。ぜひ、その空いた時間を、家族のためや自
分のために有効活用して欲しいですね」。
キレイを生み出す仕事を通じて見えてくる内

面の世界。キレイになったという結果は目に見え
ますが、結果に至るまでの心構えやモチベーシ

ョンは見えにくいもの。お掃
除の世界も手順（こつ）と気付
きのセンスが必要。　
今井さんは「“掃除という

基本”をおろそかにしない企
業は伸びています。その考
えは社員教育や仕事の効
率アップにもつながっている
と思います。会社が整うと社員の気持ちも整いま
す。お掃除の優先順位を、企業も家庭も大事に
して欲しいですね」。
キレイで快適な空間づくりを任せる。そこには、
虹のかかった空のように、気持ち良さがいっぱい
広がっていることでしょうね。

●打越町山伏30-7 ●℡〈0561〉33-5055  ●土日・祝日定休
●営業8:30～17:00 ●メール uakoko‐5055@basil.ocn.ne. jp

事業所・ハウスクリーニング業「ウアココ」・2020年４月創業

今井久美子さん

オープン１周年記念

コロナに負けるなキャンペーン
家庭用エアコン １台12,100円 → 8,000円

業務用（四方向） １台27,500円 → 20，000円 （税込）

エアコンクリーニングに
取り組む今井さん

みよし商工会運輸分科会は、春の全国交通

安全運動期間中（４月６日～15日）、分科会加盟11

社が、交通安全啓発の横断幕『交通安全運動実

施中・みんなで守ろう交通ルール』を、大型トラッ

クの前面に取り付け（写真）、交通安全をアピー

ル。保田ケ池公園駐車場で株式会社ＮＴサービ

ス（福田町）、三鈴総業株式会社（福谷町）、株式会

社カネヨシ（莇生町）の大型トラック３台が集まり、

出発式を行いました。出発式には、分科会のメン

バー８人と豊田警察署、みよし市役所の担当職

員ら合わせて15人が参加。

昨年12月、同分科会とみよし市と

は「みよし市安全・安心なまちづくり

に関する協定」を締結。交通安全や

防犯、防火、防災などについて相互

に連携することを約束。その一環と

して、市の制作した横断幕が11社に

それぞれ提供されました。

豊田署管内では、交通死亡事故の発生件数

が愛知県内ワーストの16件。分科会の会長、鈴

木卓生会長は『運送事業者として交通安全に取

り組み、市と協力し交通死亡事故をゼロにした

い。啓発活動を通じて市民の皆さんを守ってい

きたい』とあいさつしていました。

「ルーチェは、光とか輝きと
かの意味で、日常の中の“キ
ラキラ”したものだとか、制作

するときの“ウキウキ”した気持ちや教室の“キュ
ン♡ とときめく瞬間”を皆さんに感じてもらいた
い。“カワイイ～！”を皆さんと共感したいんです」。
まるで、少女マンガの主人公が、目の中に星

をきらめかせるように話すこだまさん。可愛らしい
ものに対して、素直に『カワイイ！』と声を出せれ
ば、見ず知らず、初対面どうしの人たちが、あっ
という間に“知人、友人感覚”へと変わっていくの
が、このうえない喜び。
“仕事”として、教室経営に取り組み始めてま

だ２年ほど。「子育てしながら20年以上、遮二無
二（しゃにむに）働き続けてきましたが、上の子も社
会人となり、ようやく自分のことを考えたり、主人
の応援もあって、自分の好きなことに没頭する時
間が出来ました。最初は自分だけの趣味の延長
でしたが、この楽しさを“もっと分かち合いたい”
“みんなにも伝えたい”と強く思うようになりました」。
意を決して、資格を得るために、2018年から学び
直し。「先生との出会い、人と人との縁の大切さが
改めて感じられました。作り方だけでなく、教え方、
接し方、生き方など、とことん吸収しようと思いまし
た」とこだまさん。そして手にしたスキルは『リボンア
クセサリー』『ファブリックデコレ』『レザーの小物
づくり』『おうちパン作り』の４種類。
「周りからすれば、少し欲張りにみえるかもしれ

ませんが（笑）、自分が好きなことをやってきたら、
この４本になりました。一見違うジャンルに見えて
も、カワイイと思える視点が一緒だったり、面白さ
や達成感など共通点があったりして、良かったな
と思っています」。
子どものころから細かい作業が好きで、ティッ

シュケースやペンケースを作ったり、小学生のと
きには手芸クラブに入っていた、とこだまさん。母
親がスカートを手作りしてくれたことも記憶に残っ
ているとか。「でも、青春時代は体育会系で、中
高とコンタクト系のハンドボールをやっていたん
ですよ」（笑）。筋の通った生き方、弱音を吐かな
いメンタルはそこで鍛えられたかのよう。
教室を仕事としてやる以上は腹をくくろうと、

商工会主催の創業塾にも参加。「創業塾で一緒
だった同期の方も間もなくお店をスタートされると
聞いていて、すごく啓発されている。でも私のと
ころは、“集客面・経営面”ではまだまだ素人。こ
れからですね」。
教室名、ルーチェプラスに込められたふたつ

の“++”。ひとつはお客様（生徒様）、もうひとつはこ
だまさん自身。お客様からの嬉しい
声が『レッスンが楽しかったので、お
友達誘ってまた来ちゃいました♪』。
ルーチェプラス発信の“大人可愛
い”は、プラス＋プラスの足し算から
掛け算へ、さらには大きな“笑顔の
輪”を広げていくことでしょうね。

●みよし市根浦町 　 ●メール　 luceplus7779@yahoo.co. jp
※問合せ、受講日程の調整などはメールで対応致しております。ご了承ください。

Handmade salon

ファブリックデコレ
の教室で

同じ価値観を共有。カワイイ！から始まる笑顔の輪

リボン選びも楽しめます。 ルーチェ・プラス（講師・こだまりえこ）
M-Style Luxe認定講師/ファブリックデコレ認定校

おうちパンマスター

４月８日、出発式に集まった関係者と３台の大型トラック
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●タイ料理のお店を開いた経緯を…
〈オーナー・稲生さん〉タイ人の女性と結婚したから
（笑）。うちのお店の隣でスナックのママを務めて
いたメムのおば（タイに帰国）が『隣の店舗が空いて
いるからやってみないか』のアドバイスがきっかけ
かな。
ぼく自身は、辛いのが苦手な

んですけど（笑）、できるだけ本場
の味を提供しようと、タイからシェ
フを招きました。
タイに赴任された自動車関連

企業の方が日本に戻られて、食

事に来てくださり『タイの味だ

ねっ』て言ってくださるのがとても嬉しい。

逆にタイから日本へ研修や働きに来ているタ

イ人の方も来てくださいますよ。

食材は、日本で手に入らないものは、タイの

専門商社から仕入れています。

●タイ料理の魅力、特徴を…〈店長・メムさん〉香
辛料（スパイス、ハーブ）や食材の食感が食欲を引き
出してくれるのがタイ料理の魅力だと思
います。日本だと、お醤油、ソース、
塩あたりが普通ですが、タイでは家
庭でもお店でも「ナンプラー（魚醤＝
液状調味料）・砂糖・こな唐辛子・酢」
の４点セットが必ず置いてあって、少
しずつそれらの調味料を足して、各人
が“自分の好みで味付けする”というのが大き
な特徴かもしれません。
タイも日本と同じように南北に長く、海も山も（山

は国境沿い。平地が多い)ある国です。魚介類や野菜
類、肉など種類が豊富です。

〈稲生さん〉ぼくがお店で大好きなのは、タイの
おかゆ「カウ・トン・クン」や豚肉のスープヌードル
「クイッティオ・ムー」。絶妙な味が素晴らしい！ナ
ンプラーを足すと、さらに自分好みになる。

お米（ごはん）と一緒に食べる料理
が多いですけど、タイの方は“もち
米”が好きですね。

●メムさんやシェフの出身都市は
… 〈 メ ム さ ん 〉シェフの 「 Kasem
Somnuch（カセム・ソンヌ）」さんは首都
バンコクのすぐ近く「Ayuttaya（アユタ

ヤ）」、私はタイ北部の都市「Roi-Et（ローイエット）」。
両親と大学生の妹がいます。
●ご夫婦のコミュニケーションは何語ですか

…〈稲生さん〉日本語です。家内の話すタイ語が
少し分かる程度。向こうのレストランへ行っても「メ
ニューの注文が出来ればいいかな」っていうレベ
ル。（笑）

〈メムさん〉タイで大学を卒業後、日本に
来て日本語学校で１年間学びまし
た。日本でいえば“公務員”に就職
しようと思っていたので、まさか自
分が飲食店をやるとは思ってもみま
せんでした。（笑）

●お好きな日本食はありますか。
普段の食生活は…〈メムさん〉タイにも日本食

のレストランが多くありますが、お寿司やすき焼き
が大好きです。最近『スシローがオープンした』

と、ネットのニュースでも言っていまし
た。
普段、お魚を生で食べることはな

く、お刺身を初めて食べたときは、タ
イの感覚でワサビをたっぷり入れ過
ぎて、涙が出ました（笑）。自宅（豊田市）

では、“日本のカレー”やパパイヤの
サラダ「ソム・タム・タイ」が好きで、よく
作って二人で食べていますよ。

●タイ料理が“初めて”という方に、
オススメの定番メニューは
…〈メムさん〉そうですね。皆
さんよく耳にされたことのあ
るトム・ヤム・クンとか豚肉
のバジル炒めとご飯、エビ
とタイバジルの春巻きはい
かがでしょうか。
シェフおすすめなのが、

カニの殻まで食べられる、ソフトシェルクラブのカ
レー風味卵ソース炒め（写真下・編集部感想…ふわふ

わの食感でした）、私の大好きなソム・タム・タイもぜ
ひ召し上がって下さい。

●お店の名前「ぺっぽい」の
意味は？タイ語のあいさつ
を何か教えて下さい…
〈メムさん〉タイ語で、
「宝石」という意味です。
おばが付けてくれました。ひらがなが覚えやすい
かな、と思って。
日本語の「おはよう、こんにちは、こんばんは」

は全て同じで女性なら「サワディーカー」、男性な
ら「サワディークラップ」（語尾が男女で違う）。ありがと

う（食後のごちそうさまも）が
「コープクンカー」「コー
プンクラップ」。そんなあ
いさつがお店で交わせ
たらうれしいですね。

自薦・他薦OK。“個性的な”お店お待ちしております。

本場シェフが作るタイ料理。自分

の好みで“味の変化”を楽しめる

タイ料理ぺっぽい 〈2010年10月創業〉

オーナー稲生由紀穂さん・店長 稲生sudaratさん（愛称・メムさん）

■福谷町花立70-1（福谷公民館北、約100㍍。共同店舗の右端）

■℡〈0561〉76-3443　 ■席　 数 テーブル６席(４人掛け)

■営業時間  〈昼〉11:00～15:00  〈夜〉17:00～23:00　 ※LOは昼夜とも各30分前

■定休日　 毎週水曜日 ■駐車スペース 約15台（共同店舗共用）

●●● ●●●

N

●●

●

福谷落合

農業屋

コンビニ福谷公民館

竹ケ花

スダライノウ　ユキオ

主なメニュー  (料金は税含む)

●トム・ヤム・クン（海老のスパイシー

サワースープ）　 　 　 　 1,200円

●エビとタイバジルの春巻き 850円

●豚肉のバジル炒めとご飯     980円

●平日ランチＡセット（サラダ・あんかけ米麺など
３種）980円/Ｂセット（サラダ・豚肉ごはんなど

３種）1,080円/Ｃセット（トム・ヤム・クン、タイ
香り米、デザートなど6種）　 　 　 　 1,280円

●ソム・タム・タイ 950円

●カウ・ソイ（カレーラーメン） 950円

●タイ・ビール（シュハー、チャーン、リオ）   600円

辛さ、やみつきトム・ヤム・クン辛さ、やみつきトム・ヤム・クン
シェフのカセムさん

エビとタイバジルの春巻き

●●●

当店

↑至黒笹駅

いつも笑顔がステキなメムさん

「逆境に負けない、強い中小企業
の在り方」をテーマに、みよし商工
会青年部・女性部合同講演会が、１
月下旬、保田ケ池センターで開催さ
れました。
講師は、京都で１日 100 食限定

（ランチのみ）のお店「佰食屋（ひゃくしょ

くや）」を経営する中村朱美さん（株
式会社minitts 代表取締役）。27 歳で結
婚。２児の母親で、料理上手の夫が
作ってくれる晩ごはんをこよなく愛
する専業主婦だった中村さん。飲食
店経営の勉強や経験も無しに『人
生最後のときに食べたい“最後飯”
は何か』をテーマに考えた結果、国
産牛と国産のお米を使った、百食
限定、ランチ限定のステーキ専門店
を 2015 年にオープン。中村さんは
『限定という希少価値で集客効果が

上がる。100 食限定な
ので、フードロスがほ
ぼゼロ。店では冷凍庫
を持たない。冷蔵庫す
ら、営業が終われば空
っぽ。さらに、仕事が

終わったら早く帰れますから』（笑）。
また、社員教育にも工夫が。『社

員教育の柱は、社員の皆さんに
“自己決定権”を持ってもらうこと。
出勤、勤務時間を 15 分単位で選
ぶことが出来るし、働き方によって
基本給さえも選択できる。休暇に
上司の許可は不要。申請書を出
すだけ。会社が従業員に愛情を
注げば、おのずから愛社精神が
備わり、この会社は“私の会社”と

考えるようになって、自ら頑張って
くれます』。
しかし、このコロナ禍。繁華街に

２店舗、住宅街に２店舗の４店舗
体制から“半分だけなら助けられ
る”と、泣く泣く２店舗を閉鎖。テイ
クアウト営業へと切り替え。生き残
りをかけて、ピンチをチャンスに。
コロナ後、２店舗の利益率は３％

から 12％へとアップ。中村さんは
『経営者の責務は、未来へのベクト
ルを示すこと。自分の人生をていね
いに生きること。敗北を恐れずに、
失敗する自分を受け止めること』。
にんべんに百＝佰。その店名に

は人を大切にする思いがしっかりと
込められていました。

“逆転の発想”で生き延びる

〈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
●

●

★

●●●

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

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。

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。）

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲

豚肉のバジル炒めとごはん
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商工会・新会員ご紹介 〈令和3年１月～３月理事会加入承認分〉

今回新たに５社が加わりました。

令和３年３月17日現在、928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。）

企業名（事業所名） 業種（事業内容） 所 在 地

柴田建築 大工 莇生町川岸当

㈱結絆ＨＯＭＥ 建築業 三好町新屋

㈲ユーツー 小売業（薬局） 三好町木之本

㈱大昌組 鳶・土工 莇生町藤塚

㈱ジョイプランニング 人材派遣 日進市栄３丁目

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

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。

みよし商工会では、商工会員の皆さ

んをはじめ、従業員の方々の健康と生

活を守るため、健康診断などへの独自

の補助制度を設けています。

この機会にぜひ受診下さい。

■日時 ６月19日（金）8:00～11:30

13:00～15:30（受付15:00まで）

■場所 保田ケ池センター

■内容 一般健康診断(血液検査含む)

■費用 中小企業共済加入者4,800円  

（商工会扱い加入者は2,800円）

同共済未加入者　6,300円

■オプション 一般健康診断項目以外

の「胃炎・十二指腸潰瘍」

「大腸がん」「前立腺がん」

「子宮頚部がん」なども

検査出来ます。（別途検査料要）

■申込み締切り ４月26日（月）

■日時 ６月18日（金）8:00～11:30

■場所 保田ケ池センター

■内容（一般定期健診との違い）

一般定期健診８項目に加えて、胃部

分Ｘ線検査と大腸がん検査が組み込ま

れています。また、オプション検査項

目もあります。(別途有料)

■費用（合計７千円の補助）

検査費用は通常18,842円かかります

が、商工会を通じて中小企業共済に加

入している方は、同共済からの補助が

５千円、またみよし商工会からは２千

円、合計７千円の補助が受けられるた

め、検査費用が11,842円で済みます。

（協会けんぽ加入者の方はさらに割引有）

■申込み締切り ４月26日（月）

■健診機関 両健診とも中京サテライ

トクリニック(豊明市)

■問合せ みよし商工会

℡〈0561〉34-1234

商工会員限定
事業主さん・従業員さん対象

一般定期健康診断／生活習慣病予防健診

同じ日〔6/18〕同じ会場で便利！

一般定期健康診断

３頁目の「お店発見」でご紹介

したタイ料理店「ぺっぽい」さん

から、お食事時（昼、夜ともに）に南

国フルーツのドリンクを５名の方

にプレゼントします。（お一人で４名

様のグループまでご提供）。

希望者は、ハガキに「お名前・

ご住所・お電話番号・いいじゃん

通信への感想など」をご記入いただき、

右記あて４月30日(金・消印有効)までに

ご応募下さい。

■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」　

当選者へは、５月中旬ごろに

当選通知を送付します。当選通

知に記載された“ご案内”に従っ

てご利用下さい。　 ■問合せ

みよし商工会　℡〈0561〉34-1234

ぺっぽいさんから読者プレゼント

みよし市では、みよし商工会・工業経

済会加入または加入予定である市内の

中小企業者に対し、商工業の活性化を

目的として行う事業に要する経費につ

いて一部助成しています。

感染症対策のための設備整備や販

路拡大を図るための取組など、各種助

成制度がありますので、今後新たな事

業計画・予定がある方は、事業を実施

する前に、みよし市役所産業課または

みよし商工会へお問い合わ

せください。
■問合せ みよし市役所

産業課℡〈0561〉34-8015

又はみよし商工会℡〈0561〉34-1234

みよし市 商工業活性化

補助金をご活用下さい。

生活習慣病予防健診

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

健康はかけがえのない財産です

健康診断・人間ドックのご利用、
ご相談は当クリニックまで！
お問合せ ℡〈0562〉93‐8222

◆〒470-1101 豊明市沓掛町石畑180-1

（受付時間：月～土 8:00～17:00／日曜・祝日休診）

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】

■明知町団子山 ■℡32-4143■営業…火曜～日曜日　

午後５:30～午後11:00 ■日・月定休 ■Ｐ12台

仕出し・寿司・弁当・炉ばた焼き　 ひろけん

コース料理（2,800 円/3,500 円/4,000 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/1,700 円）

付けることが出来ます。  (金額は全て税込)

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》

◎新型コロナ対応資金繰り、融資相談

◎持続化補助金申請相談

◎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。

◎金曜日限定 大エビフライ定食

なんと1,280円→1,080円
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

準備と後片付けはおまかせ下さい。

今年のGWはこれで決まり！

コロナ対応のため、１家族５人
程度までで、お越し下さい。

もちつき体験空間

●一臼２升6,500円（税込）

●要予約（平日対応可）

●申込み・問合せ

木もちＥ（ねこのて）

℡36-0280
子どもさん用杵
大小有ります。

ライチ、マンゴー、
グァバなど

お店のサービスや商品を、読者プレ

ゼントで提供し、ＰＲしてみませんか。

来客、集客につながる金券、割引券な

ども大歓迎です。応募ハガキのご意見

なども取りまとめて、ご提示します。

■問合せ みよし商工会広報委員会

℡〈0561〉34-1234

“読者プレゼント”で
お店をＰＲしてみませんか

●３臼以上出張可


