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創業塾でシミュレーション

ゲーム体験）」
「会計の基
ムが経営成績を競い、
「資金調達（金
礎知識」
「自ら考え行動する人材」
融機関の職員が講師）」な
づくりへとつなげまし
どを学び、最後には各
た。
自「事業計画書」を作
今回の創業塾に参加し
成し発表。
た塾生たちは『起業に必
2016」が開かれました。
特に、参加者が楽し
要な知識、財務が学べて
11月13日から12月11日まで、毎
良かった』『人生を考え
週１回延べ５日、午前・午後２コ みながら、稼ぐ力を高
る良いきっかけをいただ
マでの講座に、定員を大幅に上回 め、組織と人材を成長
に導く社員研修プログ
けた』『色々な方と出会
る申込みがあり、結果36人が参加。
（management
game略称
えて楽しかった』
。
東海学園大学経営学部（同大学院経 ラム
ＭＧ）を使っての講座が
それぞれ成果を手にし
営学研究科） 准教授で中
小企業診断士でもある 大好評。36人が３グル 本格的かつ専門的なゲーム たようですね。さあ、後
藤木善夫さんが講師と ープに分かれ、参加者は二人一組 は行動を起こすだけ。
商工会では、2017年秋にも同様
講座全体をコーディネ で会社を設立。事業所名を決め、
職種を選択。経営戦略や会計知識 の講座を計画しています。
ート。
「創業・起業で大切 を学びながら、各グループ６チー 【問合せ】みよし商工会℡34-1234
なこと」
「経営戦略策定
約3年の活動を終え、惜しまれながら解散。
2013年6月に、みよし市の活性化を目指
の手順」
「ビジネスシミ
５人のメンバーから感謝のメッセージを頂き
して結成された地域応援アイドルユニット
ましたのでご紹介します。
「ピンクフォックス」。昨年12月20日、刈
ュレーション（マネジメント

目指せ独立！ 今こそ起業！
「創業に関心がある」
「創業を目
指している」
「創業したばかり」と
いった、自己実現、夢に向かって
歩み始めた挑戦者たちが、創業や
事業成功に必要な基礎知識、ノウ
ハウなどを学ぶ「みよし創業塾
講師の話に耳を傾ける受講者
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短い間でしたが、応援有難うございました。

うございまし のん…様々な人とたくさ
難
ん出会うことができ、
ステージに立つ楽
援有
応
しさを知ることがで

結羽（ゆう）…たくさんの人に
出会え、多くの人と気持ち
を共有・共感できました。
この活動を通じてみよ
しを知ってもらい、
多くの笑顔を見るこ
とができました。
メンバーそれぞ
れ別々の道に進み
ますが、その道も応
援していただけたら幸い
です。PR隊として、活動でき
たことを誇りに思い、これからも進
んでいきます。

みかん…みよし市内だけでなく、遠
くからも応援に来て下さって嬉しか
ったです。地域やファンの皆様のお
かげで成長できたと思います。
ステージに立って、ダンスや歌を
披露できることが大好きでした。
本当に有難うございました。

ピンクフォックスに感謝！
今後の活躍を期待！

た

ク
レ
ー
ム
処
理

谷市で行われたラストコンサートをもって、

お客様や消費者から信頼と
クレームは、
「期待感を裏切られ
笑顔を得られる上手なクレー た感情から始まる」と樋口さん。
ム対応術を学ぶ、
「クレーム サービスや商品が「期待以上→フ
「期待通り→リピーター」
対応講座」が１月27日、保田 ァン化」
ケ池センターで開かれまし 「期待とのギャップ→クレーム」。
た。商工会サービス業部会と この構造が基本的にあり、クレー
女性部会の共催。講師は、マ ムを受けても的確、迅速な対応を
ナーコンサルタントの樋口智 図れば、ファン化（逆転ＨＲ）につ
香子さん。樋口さんは資生堂 なげられるとアドバイス。
講座では、参加者が二人一組で
ビューティコンサルタントと
して接客の基礎を身につけ、 接客スタッフ役とお客様役に分か
その後、キッザニア東京のイ れ、レストランで注文していない
ンフォメーションデスクに転 料理のお金を支払ってしまったと
職。全てのクレームがここに きの対応についてロールプレイン
集約され『お客様って、こん グ。素直におわびする気持ちのあ
なにシビアなんだ』と、痛切 りかたや言葉遣いを学びました。
ところで、不満を抱いたお客様
に実感。
その樋口さんによると、ク 100人中、実際に苦情を言われるお
レームとは、損害賠償請求を 客様は何人ぐらいだと思いますか。
も伴った苦情で、
『クレーム たった４人だそうです。そして、
はインターネットの普及など 苦情を言わなかったお客様でも９
に伴い増えており、言いやす 割以上は二度と買わないそうです。
くなっている。団塊世代から あなたのお店なら、この結果をど
の割合が一番多いんですよ』
。 う受け止めますか？

きました。
私は、今後も名
古屋でアイドル活
動を続けていきま
す。そちらでも一生
懸命頑張ります。
皆さん本当に有難うご
ざいました。
ゆい…多くの人にみよし市やピンクフォックスの
ことを知ってもらい、ピンクフォックスと出会えてよ
かったと言ってもらえたことが嬉しい。
ファンの方がいてこその私たち。応援してくださ
ったみなさんのことが大好きです。また、これから
も色々なことに挑戦していきたいです。
のえ…普通に生活を過ごしていたら、出会うこ
とのなかった方々と出会えたり、頑張っている
姿を見てもらえ、応援してもらったことが嬉しか
った。
この先も、音楽に係わる活動を続けていくの
で、応援してください。

「石の都 岡崎」で
石の伝統技術・文化を守り続ける

碧 亭
中国料理
みどりてい

●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

墓石
記念碑

●営業時間 11時30分～2時/夜5時～9時

神社仏閣石工事
庭園の燈籠
石塔・水鉢など

三好店
みよし市東山台

FAX〈0561〉

三好森下
●●●

〈有限会社 鬼頭塗装店〉

０１２０‐１４８５１５

フリ ー
ダイヤル

●

●●●
三好弁財天

34-6070 www.bochi.net

碧亭

広告掲載者、読者プレゼント提供スポンサー募集中！
自薦、他薦問いませんので“取材希望”商工会員をご紹介下さい。

★

至
● 刈
ピザハット 谷
→

■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
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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。）
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バッテリーの延命と再生専門店

ハミングバードプレゼント 代表 野々村省吾さん

自分に出来ることは何か？たどりついた答えがこの仕事
●三好丘あおば1-9-1 ℡080-6924-3188 ●営業時間午前：10時～午後６時
定休日：土日、祝日 ●ITE三河バッテリーサポートセンター地方支部代表

今から６年前、東日本大震災をきっかけに、そ
れまであまり関心のなかった原発問題や環境問
題に目を向けるようになったという野々村さん。
ボランティアでガレキ撤去にも参加。そんなとき
環境活動家、田中優さんが日進市で2013年に
開いた講演会に足を運び、太陽光パネルなどの
自然エネルギーの活用や独立電源システム「オ
フグリッド（電力会社の送電網とつながっていない）」を提
唱、実践する田中さんが『誰か、バッテリー再生
をやってくれればいいのに～』の
発言。その一言が野々村さんの
運命を大きく転換。
講演会をきっかけに「自分に
できることは何だろう」と問いかけ
ながら22年間勤めてきた前職を
退職。新たに選択、創業した事
バッテリーを放電させ 業が、バッテリー （鉛蓄電池） の延
るオリジナルユニット

命と再生並びにエクステバッテリーの販売。2015
年７月に創業。
『社名が長くて、ぱっと聞いただけでは分かり
にくいかもしれませんが（笑）、ぼくの思いや願い
が込められているんですよ』。同社のロゴとなっ
ているハミングバードは「ハチドリ」のこと。南アメ
リカの先住民に伝わる昔話として、森が火事にな
り、ハチドリ以外の動物たちは我先にと逃げてし
まったのに、ハチドリだけは小さな口ばしで水を
運び、一生懸命火を消そうとしていたというストー
リー。そして、プレゼントには、贈り物という意味
の他にも、「現在（今）」という意味あいも。
それらの言葉を組み合わせ、野々村さんが取
り組んでいきたいことは『今、この縁を大切に、自
分の出来る限りのことをしながら、地域・企業へ
の貢献、さらには環境保全、循環型社会へとつ
なげていきたいのです』。

ベーカリークグロフ

店主

実 際 の 業 務 バッテリーの再生作業を行う野々村さん
は、トラックやフォークリフトなどのバッテリーを延
命させるために、「鉛電池活性剤」を投入。通常
２～３年で劣化し、交換を強いられるバッテリー
の寿命を、５～１０年と延命化。『専門用語になっ
てしまいますが、バッテリー劣化の主原因となる
“サルフェーション現象”を解消させることができ
るんですね』。まだまだ使えるバッテリーがどんど
ん捨てられてしまう現状に、環境への負荷も心
配する野々村さん。『バッテリーは人間の健康と
一緒だと思うんです。病気 （性能低下） になる前
に、日ごろから食事や運動などに留意するのと
同じで、メンテナンスに気をつければ、長持ち（人
間なら長生き）できますよ』。
この技術で、将来的には開発途上国を支えた
いと、たぎる情熱は健全なバッテリーの電流のよ
うに流れ続けています。
美味しそうなパンが並ぶ陳列棚

岩堀文紀さん究めるのは

ファミリーマートのある
信号のない交差点から
西へ２本目の道を左折

クグロフ

難しいが、おいしいパン作りを探求するのは好き
『高校生の
ころ、朝食は
いつもパン。
ごはんだと喉
を通らなかっ
たので、パン
ばかり食べて
いたが、そのころ“パンを作る”とい
う興味は全然なかったですね』。
昨年２月、自宅兼店舗の一角で
「みよし市商工業活性化補助制度」
も活用し創業。製造・販売を始めて
ちょうど１年。『パン作りを２年ほど学
び、大手パンメーカーがみよし市内
のスーパー内で製造、販売してい
たパン屋さんで６年勤めましたが、
そのお店が閉店してしまったので、
周りの友人や知人の後押し、応援
をいただき思い切って開業しました』。
意外にも、パン職人を選んだの
には事情があり、やりたかった夢を
実現したり、念願がかなったりした

華
舞

への活力を生みだ
す
明日

営℡み
業０よ
し
５市
10 ６ 福
時１谷
～ 〈 町
18 36 （
福
〉 谷
時８
公
（
土 ７ 民
日 ６ 館
定 ０ 北

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。
営業時間
※日曜日

定休日

17:30ー24:00〈 LO / Drinkラストは24:30〉
17:30ー23:00〈 L O / Drinkラストは23:30〉

休
）

隣
）

振袖レンタル予約受付中

なし（年中無休）

℡（0561）34‐7997

●三好町東山90-2 ℡〈0561〉34-4365

わけではないと岩堀さん。元々、乾
物などの食材を販売する会社の営
業担当で走り回っていたころ、運悪
く交通事故に遭い、足の骨を粉砕
骨折。『ぼくが、働きに出られなくな
ったので、女房が外へ働きに出て、
ぼくが“主夫業” （笑）。でも、家に居
ながらやれる仕事がないかなぁと考
えていたときに、通信教育でパン作
りが学べると知って、それでやり始
めたのがきっかけなんですよ』。
こじんまりとした店舗ながらも、30
種類ほどのパンが並ぶ店舗には、
常連さんやご近所さんが途絶える
ことなく来店。感想をお聞きすると
『特に食パンとフランスパンが大好
き。これもいい、あれも食べたいと、
迷ってしまうわよ』と嬉しそう。
自分の職人レベルはまだまだこ
れからだと、材料の組み合わせ、季
節（温度）の違いによる工夫など、試
行錯誤中。例えば、調理パン。惣

「クグロフ」の型と
出来上がったパン

ろの疲れをいや
し
日ご

●定休日：日曜、月曜

〈早期予約割引有ります〉

みよし市三好町上146

●

ファミリー
マート
東山台店

㈱鳥居発条製作所

ＩＳＯ ９００１取得
＜社訓＞ ＩＳＯ１４０００取得

勇気・元気・挑戦
◆本社・第一工場 みよし市福谷町清水道24
℡ 0561‐36‐2085
F AX 0561‐36‐2193
◆第二工場 みよし市福谷町西道上32
℡ 0561‐36‐3350
F AX 0561‐36‐3649
◆第三工場 みよし市福谷町清水道22
℡ 0561‐36‐2085
F AX 0561‐36‐3241

1950年創業 自動車部品・アルミダイカスト製品加工

Ｓ

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

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)

お
車
の
こ
と
な
ら
何
で
も

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

愛する人への感謝 そして 絆を感じ深める場

ＴＲＳ

作業工賃、廃油処理費用を含みます。

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

Plumeria

【スプリング製造業】

５００円でオイル交換！ クーポン
取全
の街のくるまやさ
りて
た
ん
な
扱の
っメ あ
てー
おカ
りー
まを
GOO
す
に
D FA
。
ITH（信頼）で 笑 顔
東名高速道路

N

菜にあうパン生地をどう作り上げる クグロフさんから読者プレゼント
があります。４頁をご覧下さい。
か？。『原料を変えれば作り方も変
三好丘桜４丁目の住宅街の中…
“ホッ”とする隠れ
わる。やっているうちに訳が分から
作り
家的サロン
ィー
デ
なくなってくることもある （苦笑） 。で
ボ
な
力的
女性専用プライベートサロン
と魅
！
し
イを応援
も、どうすればいいのか、探ったり、
Aroma Salon
癒 のキレ
女
研究したりするのは好きですね』。
セラピスト Ｔsｕｔａｅ Ｈａｙａｎｏ
店名のクグロフは、型の名前 （写
真上） 。『この形が好きなんです。富
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
士山形でスパイラル状にへこんで
の原因に。温かいラジオ波やキャビ
いる何本もの筋。これが、頂上を目
テーション痩身がおすすめ！
指す曲がりくねった道で、自分が歩
早野 090 -1830-6505 アロマサロンプルメリア みよし 検索
約
予
もうとしている姿に重なる気がする
んですよ。でも、まだ２、３合目ぐら
歓送迎会・各種宴会ご予約受付中！
いですけどね』（笑）。
仕出し・寿司・弁当 炉ばた焼き
甘味よりコクを大事にしたいと、
おまかせ
工夫を重ねた生地づくりの一つが
コース料理
無糖練乳を使ったミルキィ食パン。
2,500 円/3,000 円/3,500 円コース有り
『小さなお店ですから、特別に変わ
品数豊富。幹事さんラ～クラク。
ったことは出来ないのですが、ご近
◎コース料理ご注文のお客様に
所さんに、普通にご利用いただけ
限り、飲み放題２時間 1,600 円
る、息の長～い店を目指したいで
■明知町団子山 ■℡32-4143■営業…火曜～日曜日
すね』。
の午後５:30～午後 11:00 ■月曜定休 ■Ｐ12台
貴

●営業：午前10時～午後５時

★

１
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３
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コメダ バ
珈琲
イ
●
●●●パ
ス

㈱鰐部製作所
代表取締役社長

鰐部三郎

ＷＡＮＩＢＥ ＩＳＭ

お
客
様
満
足
、
第
一

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。
地 妥協を許さない徹底したこだわり。
域
に
社員一人ひとりの個性を尊重する。

も
貢
献

〒470-0226 みよし市西一色町塚ノ下493-3

℡ 〈0561〉32-1922（代） FAX 〈0561〉34-2356

３
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夜のコース料理、「豆乳しゃぶしゃぶ（信州オレイン豚
を使用）」、ねぎを巻いて食べると絶品のあじわい。

食の原点と、素材の良さを感じられ
る、まるで“ふるさと”のような 自薦・他薦OK。“個性的な”お店お待ちしております。

「㈱ 三 好 食 糧 」 に
「おむすび＋CAFE
ＯＭＵ」を併設して
豆腐料理と美味しいお米のお店
店主、野々山さん（右）と
もう11年以上経ちま
店長の岩島龍太郎さん
〈2016年9月創業〉 店主 野々山靖晃さん
す。ぼくの経験上、
■みよし市三好町小坂18-5 ■℡〈0561〉42-7755 ■日曜・祝日の月曜
長野のお米が一番。
定休■テーブル席３席（14人まで可）、カウンター席８席
作り手であるお米農
■営業時間 〈ランチ〉11:00 ～15:00 （L.O.14:00） 〈夜〉17:00 ～22:00 （L.O.21:00）
家さんと、もうかれ
●家業のお米屋さんに 米のアピール」が主なので、今まで自分が取り これ15年ぐらいお付き合いさせてもらい、安心、
「米 安全、品質の高いお米を、直接買い付けている。
併設した「おむすび専 組んできた、お米の食文化を守るために、
（みよし市役所真向
食味鑑定士」や「利き酒師」の認定を得たり、 長野県飯山地方で収穫できる、幻の米といわれ
門店」
い）に続いて、豆腐専門
お米を炊くことに全身全霊を傾ける自称「米炊 ている「木島平村産のコシヒカリ」ですね。
「地域性」
店を開こうと思ったのは…
き職人」であることを活かした上で、
お米はとても繊細。夏場、ご飯を炊くときは、
【店主・野々山靖晃さん】実は25～6歳のころ、 「顧客目線（おむすび＋カフェ・ＯＭＵの女
氷を入れて10℃ぐらいに水温を下げて
性客の反応）
を考えた時に日本の伝統
家業を継ぐ前に豆腐屋さんで働いていたことが
から、スイッチを入れる。そうすると、
ありました。製造や配達の仕事を経験しました 的な食文化でもあるし、ヘルシーさ
ふっくらと、お米のもつ甘みが引き立
が、当時「豆腐専門店をやろう」とは、全く思 もあり喜ばれるかなと。
つごはんになる。
お店の名前どおり、すべてが豆腐
いもしませんでした。
ぼくはとにかく「信州」が大好き。
（大豆）
料理。北海道産のユキホマレ
数年前、この店舗は知人が「焼き鳥屋さん」
お酒好きな方には、ぼく自身が利き酒
を経営していたのですが、お店をやめられて、 という品種は、香りと甘みがある。
師として飲んでおいしかった長野産の
他業種の方が暫く借りていました。その方もお ランチやコース料理の最初に出てく
」を、豆腐料理
上品な味わい、ゆば 日本酒「北光（ほっこう）
店を移転されて、再び空き店舗になっていたの る「寄せ豆腐」は、このお店で作っ と豆腐こんにゃくの刺身 とともに味わって欲しいですね。
で、その知人に『あの店舗どうなるんですか？』 ています。国産のにがりを使い、沖縄産の「雪
〈ランチ〉●豆腐田楽御膳1,080円●厚揚げ豆腐御
塩（塩辛くなく、ふわっととける感じ）」をかけて味
と伺ったら、借りられる話となったのです。
膳1,180円●豆腐ハンバーグ御膳1,280円●豆乳湯
豆腐御膳1,380円など６種類。全てに寄せ豆腐と豆乳
実は、この店舗「空き店舗の活用（厨房施設や客 わってみて下さい。
ソフトクリーム付き。
アイモ
席をそのまま使う）」で、みよし市の商工業活性化
ご家庭で豆腐といえば、冷奴かお鍋に豆腐を
〈夜のコース〉3,000円～（税別）
ール
整形外科
そのまま入れる場合が多いと思いますが、 ●手作り寄せ豆腐のサラダ
補助金を利用できたり、
「経
パチン
●
コ店
Ｐ２台
（中小企業新事業
マメコメでは田楽やお豆サラダ、湯葉、厚 ●豆腐田楽ともちふ田楽
営革新事業」
●●●
●●●
Ｐ３台 ★ ●
●
ゆばと豆腐こんにゃくの刺身
１
活動促進法に基づく事業）とし
揚げ、揚げ出し豆腐、豆腐ハンバーグ、大
５
●豆乳豚しゃぶしゃぶ
マ 時イ Ｐ5台
３
バ
メ 計ト
て、愛知県より承認も得た
豆の唐揚げなど、その多様さを楽しんで味 ●エビと山芋のゆば包み揚げと
イ
コ 宝ウ
石
パ
メ
りしました。
わってもらいたいですね。
大豆の唐揚げ ●ゆば菜めし
ス
●
※他にも単品メニューが各種あります。
豆乳ソフトクリーム
●お店と料理の特徴を…
●マメコメの「コメ」については…
【野々山さん】元々は、
「お ランチ「厚揚げ豆腐御膳」1,180円 【野々山さん】祖父が創業したお米販売店 コース料理はご予約下さい。（ご予算に応じて対応）

マメコメ

N

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
マッチングカードを提出

2011年から継続している婚活プロジェクト
inMIYOSHI“赤い糸大作戦”。今まで６回開催
し、成立したカップルは合計33組。そのうち結
婚というゴールまでたどり着いたカップルは５
組（商工会事務局確認分）。
昨年、12月10日フォレスタヒルズ（豊田市岩倉
町）で開かれた７回目の婚活プロジェクト。参
加者は女性が13人、男性23人と、ややバランス
を欠いたものの、逆に『これぐらいの男女割合
のほうがうまくいくと思いますよ』と、当日の
司会者（ラジオ・ラヴィートのパーソナリティ）。
婚活委員会の委員長を務める松原栄子さんは
『今までのアンケートなどから“もっと話をし
たかった”という声が多くあったので、
“恋す
るホテルランチ作戦”では、参加者全員が話す
機会がもてるよう工夫しました』
。

そのひとつが「名前ビンゴ」
。参加者はネーム
プレートを付けておらず（番号札だけ）、知り合う
には、まず名前を聞くことからスタート。そこ
で、参加人数分の空白欄があるビンゴカードに、
相手（異性）の姓名の名前のほうを記入し、埋め
る作業が「会話チャンス」
。ドリンクやスィー
ツを味わいながらのフリータイムにアプロー
チ。そして、名前の記入されたカードを司会者
が読みあげて、ビンゴ達成者には「賞品」が。
そんな工夫を通じて、お互い気に入った相手
の名前を書くマッチングカード（第１希望と第２
希望）を投票箱に入れ、運命のときを待ちます。
そして、結果発表。どよめきと歓声の中、５組
のカップルが誕生！賞品のユニバーサルチケッ
トやなばなの里チケット、ｍｏｖｉｘ三好映画
チケットをそれぞれペアで獲得。
この出会いをきっかけに、さらにお互いの理

解を深め、
女性部がんばりました
ゴールへと
つなげて下さいね。

みよしの姉妹都市、木曽町の「開田高原マイアスキ
ー場」で、素敵なパートナー見つけてみませんか。
「女性」（年齢・住所問いません。10名）参加者募集中。
スキー場で、スノーシューハイキングやゲレンデディナ
ーを楽しみます。参加費1,000円です。
と き ３月11日（土）現地12:00集合、18:00終了予定
申込み ３月２日（木）までに、右ＱＲコードを携帯電話
で読み込み、必要事項を記入してエントリーして下さい。
メール mitakeyumekikaku@town-kiso.net
問合せ 木曽町役場三岳支所
「みたけ夢企画」（担当・川島）
℡0264-46-2001

愛知県内の中小企業経営者の皆様へ

髪と頭皮を健康、キレイにするお店

たよられるあなたに、たよれる安心を
施術前

経 営 者医 療共済

加入年齢
１年契約
自動更新型

２０,０００円

共済掛金 月掛

傷 害死 亡

［１日目から60日目を限度］

１５万円・１０万円・５万円
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。

中小企業共済
愛知県中小企業協同組合

ケガによる

ギプス固定見舞

7,700 円

１,０００万円
１０万円
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］

●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。

FC ０１２０‐００‐９９６７
http: // www.ack-kyosai.or.jp
（受付時間）
平日9:00～17:00

…

手 術

加入資格
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

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

満15歳以上70歳未満の方
（満80歳まで継続可）

朝髪
のが
手切
入れ
れ毛
がや
大も
変つ
なれ
ので

ストモデル３名
募集中！

施術後

写真をブログや広告等として
使います。詳しくはミックまで。

美髪
縮毛矯正
ストレート
特殊トリートメントローションで、髪の外部・
内部を正常に戻し、縮毛矯正を施します。
ダメージもなく臭いもありません！

ベース料金￥22,000～（税別・カット別）が
初回に限り￥18,000～（税別・カットサービス）
※髪の長さ、くせの強弱で料金は変わります
ので、ご了承下さい。

張 髪
り が
・
こ し
し な
が や
出 か
、
て ツ
び ル
っ ピ
く カ
り 、
！

髪のお悩み、30分無料相談受付中（個室有・要予約）
☆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

４
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従業員を一人でも雇用する事業主さ
んは、全て労災保険及び雇用保険に加
みよし商工会の会員数は、Ｈ29年２ 社が加わりました。よろしくご利用、 入しなければなりません。その事務を
月10日現在882社です。今回新たに16 ごひいき賜りますようお願いします。 委託し、事務量を軽減しませんか。
《お困りごと、ご相談下さい》
企業名（事業所名）
業種（サービス内容）
所 在 地
「経営計画書の作成や
「資金繰り」
松下整備
重機修理業
福谷町西道上
「販路拡大」
「商品価格の検討」
見直し」
太田昌宏事務所
司法書士・行政書士
三好町弥栄
など、遠慮なくご相談下さい。
明星
建設業
三好町赤羽根
■問合せ みよし商工会℡34-1234

商工会・新会員ご紹介 〈28年9月～29年2月理事会加入承認分〉

豊通ニューパック㈱
ＲＡＣＣＯＯＮ
㈱ arc alex reco
Ｒｉｓｅ．∞
マメコメ
㈲ 立木製作所
㈱ 未来工務店
暁
ＢＥＡＤＳ ＢＲＩＯ
Ｆｅｅ ｄｅ ｐｉｅｄ
㈲東名建設
大吉 みよし店
Ｈａｌｌｅｌｏｏ Ｇａｒｄｅｎ

製造業
新築・既存建物総合クリーニング
美容業
電気通信業
飲食業
製造業 （パイプ加工）
リフォーム・建築業
飲食業
ビーズ販売・スクール講師
エステティック・リラクゼーション
土木工事業・建設用ミニ建機修理業
飲食業
飲食・小売・ガーデニング業

打越町石坂
三好町弥栄
福谷町最中
三好町植松
三好町小坂
莇生町原
莇生町南池ノ上
明知町宝栄
莇生町鳥居前
福谷町大日
莇生町小根
三好町片原山
三好町上

みよし市からのお知らせ

2017.2.24（FRI）

動機付自転車標識の返納など
■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。

アンテナショップ閉店のお知らせ
2013年11月にリニューアルオープン
した「カリヨンハウス」の一画、元ク
リーニング店跡地の有効活用策として
あげられた「みよし市ビジターセンタ
。広さ150㎡のうち、30㎡をみよし
ー」
商工会が借り受け、みよしや友好提携
市町村の特産品などを販売してきまし
たが、思うように売上を伸ばすことが
できず、３月末をもって撤退すること
になりました。ここにそのご報告とこれ
までのご利用へのお礼を申し上げます。

年度末 休日臨時窓口の開設
３月から４月にかけて、住民異動な
どで市役所の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
読者プレゼント
種届出業務について、土日の「休日臨
クグロフさんのパンいかが？
時窓口」を４日間開設します。
■日時 ①３月25日（土）
２頁目の「あっ知こっ知」でご紹介
※４日間とも
②３月26日（日）
しました、ベーカリークグロフさんか
午前９時から
③４月１日（土）
ら読者プレゼントの提供です。
正午まで
④４月２日（日）
クグロフさんのパンをまだ味わった
■場所 みよし市役所
ことのない方、どうぞご応募下さい。
お問い合わせ、お申込み下さい。
創業・起業したら商工会員に
本庁舎１階及び２階
【応募方法】ハガキに、ご住所・お名前・電
《記帳・確定申告のお手伝いをします》
〈常時加入できます 〉
■主な取扱業務及び担当課
話番号、パンを食べたい（パンが好きな）理
月々、3,240円の手数料で、経営に
「みよし商工会」は法律（商工会法） 必要な各種資料を作成（パソコン会計処理） 【市民課／℡32-8012】住民異動、印鑑 由やいいじゃん通信の感想などを記入
し、３月11日（土）までにご応募下さい。
で定められたみよし市唯一の総合経済 します。所得税申告、消費税申告の際 登録申請、住民票発行など。
【プレゼント内容】５人の方に、店名となっ
（申告時は、別途申告手数料 【保険年金課／℡32-8011】国民健康保
団体です。入会金は１千円で、大変加 に役立ちます。
険の資格取得、喪失、変更など。
ている「クグロフ１個」をプレゼント。商工
入しやすくなりました。会員加入は、 3,240円が必要です。）
【福祉課／℡32-8010】障がい者手帳、 会から、当選通知を発送しますので、３
《労働保険の事務も代行します》
常時受付けておりますので、遠慮なく
同手当、自立支援医療の手続きなど。
月中に当選通知とお引き換え下さい。
【長寿介護課／℡32-8009】介護保険の
【あて先】〒470-0224 みよし市三好町大慈
設備一般・重量物運搬・据え付け
資格取得、喪失、変更。高齢者サービ 山2-11 みよし商工会「いいじゃん通信
企業をサポートする
スの変更、廃止など。
読者プレゼント係」あて
32℡
／
課
援
支
て
育
【子
誠
8034】児童手当、児童扶
養手当、愛知県遺児手当、
派遣元責任者番号 001-091204231-050
みよし市遺児手当の手続
カラオケ
３時間付き
きなど。
〒470-0206 みよし市莇生町山田54-7 ℡３６‐０７７２ FAX３６‐０７９２
【税務課／℡32-8003】原
移動不要、便利なカラオケ 〈要予約〉
各種宴会、
付き宴会。御料理3,200円（税込・ドリンク別）。
承ります。

有限会社

柘植工業

20名様まで ◎お昼（11:00～）も予約可

早朝から営業しております。

〈学生専門店〉

℡32-3206
ブルーベリーの里みよし 検 索

通学シューズ・学生服・
◆年中無休 セーラー服・ランドセルなど
◆営業時間/AM7:30～PM8:00 《事業所向けワークユニフォーム》
◆153号バイパス福田橋南交差点南200㍍ 長シャツ・パンツ・ブルゾンなど
技術と誠意で信頼にお応えする

川
境

architecture/wear/accessories/antique
Brand list

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。

リフォーム

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。

鉄骨工事

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。

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

営

繕

●●●

金額は税込

ン商品小売りします
キ
。
ダス レンタル、定期補充品は除きます。
台所用洗剤

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。

総合建設

● サークル
K
【ご案内】豊田方面（みよし市役所方面）から来る
●
三好
とサークルKさんのある「井之口交差点」を左折。
井ノ口
N
約１００㍍先、三好ベニヤさんの看板が見えたら
三好ベニヤ
●
右折。そのすぐ先です。

★かつら

ミズノ建設工業株式会社
住宅建築

★営業時間 17:00～23:00 （日曜定休）
★℡〈0561〉76-3228 ★西一色町猿投松58-1

珈琲屋
らんぷ

ベスト ヒ
ット
丈夫で長商品！
持ち

楽インパック
ラク

パック
￥302

￥550

台所用スポンジ
３色セット

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。

かかとを
ガサガサ ベスベに
ス
り
定
しっと
冬季限

ボトル
￥356

手肌にやさしく油汚れもよく
落ちる。詰め替え要らず

￥756

ソフト＆モイス
チャークリーム
フット＆ヒール

フ ク ト イ イ ナ

0120-090557

℡〈0561〉34-5593（8:00～17:00/日曜定休） 莇生町水洗32-2

溶接製缶・機械加工・省力化装置

〒470-0206
ISO 9001
認証取得

ISO 14001
認証取得

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

未来へ向けた生活空間を技術と信用で提供します
＊注文住宅＊新築＊リフォーム

～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〉

代表取締役 伊藤隆守

整体・カイロ

ピアゴ
黒笹駅
黒笹

■公民館

事務所・工場

Sinyou ホーム ㈲信友建設

℡32-0818
みよし市打越町畦違167-1

URL

みよし市明知町豊16-2
TEL (0561) ３２-１７６１

http://i togumi.com

●●●
至日進
セブン
イレブン 至
福
■ 谷

疑問にお答えします。
セラピー
治療方法を
ご提案します。

【施療時間】
AM10:00～PM7:00
【施療費】
ココ
60分 4,000円
黒笹交差点から 【 定 休 日 】
東方向約100㍍
毎週木曜日

★ 至三好ケ丘

キ
リ
ト
リ
セ
ン

）

伊藤組

身体の不調には理由が
あります。 こころ
からだ

）

有限会社

千こ
円の
Ｏク
Ｆー
Ｆポ
ン
で

整体＋カイロ
＆メンタルリフレッシュ
〈完全予約制〉

090-5850-8201

