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創業・起業支援「創業塾」開催

23日・30日・10月７日・
14日の各土曜日と10月15
日（日）。午前、午後各一
コマ各２時間の講義で
す。「ビジョンと経営戦略
づくり」「ビジネスシミュレ
ーション」「会計・利益計
画」「資金調達」「事業計
画書作成」などについて
学びます。

したけれど、資金面、帳
簿作成、人材育成などで
お困りの方など、専門家
が親身に個別相談を承り
ます。遠慮なくお問合せ
の上、ご予約下さい。
●日程 10月28日、11
月11日・25日、12月19日
の各土曜日。時間は午前
９時～12時（１時間単位で

自己実現、夢に向かって歩み始 必要です。
『決断出来ない』
『迷っ
めたチャレンジャーが、創業や事 ている』
『どうしたらいいの…？』
。
業成功に必要な基礎知識、ノウハ そんな方たちに、東海学園大学で
ウなどを学ぶ「みよし創業塾2017」 経営学を教える山田裕昭先生（同大
学准教授・中小企業診断士）がコーデ
を開催します。
昨年開催した創業塾2016では、 ィネーターとなり、専門分野の先
11月から12月にかけて毎週１回延 生方が延べ６日間12回に渡って指
す。ご予約下さい。
）
べ５日（午前・午後２コマ）の講座に、 導して下さいます。
創業・個別相談会を開催
定員を上回る36人が参加。その中 【対象者】①創業に関心のある方
●会場 みよし商工会
本格的ビジ
◎商工会にもすぐ加入できます ネスゲーム １階相談室
でも特に好評を博したのが「ビジ ②創業を目指している方
ネスシミュレーション（マネジメン ③創業間もない方（概ね５年以内）
創業・起業を予定している方や 【申込み・問合せ】みよし商工会
トゲーム体験）」
。ゲーム感覚で、経 【定 員】30名（定員になり次第締め切り） （創業塾に参加、不参加関係なく）創業 ℡34-1234
営に必要な知識や基本を身に着け 【受講料】4,000円（６日間全講座のテキス
ハンドケアを体験できたパルセリージェ
ト代、税含む）開塾初日に支払い。
ることが出来ました。
技術や資格、専門的な分野を通
◎創業塾とは…創業・起業のた 【会 場】東海学園大学三好キャンパス じ、様々なサービスやアドバイスを
めには、多くの知識、ノウハウが 【日程・カリキュラムなど】９月16日・ 提供するサービス業部会のＰＲ活
動が、５月下旬アイモールセントラ
ルコートで開催されました。
出 展 （ 店 ） し た の は 次 の 11事 業
所。三好自動車学校（運転免許）、マ
ジオワークライセンススクールみよし
●株式会社サンライズロジコム
校 （フォークリフト資格講習） 、ヒロ・コー 三好モータース （車両販売） 。女性ス
●碧海信用金庫みよし支店
ポレーション（自社商品ＰＲ）、セレッソ タッフによるスキンチェックやカウン
●三鈴総業株式会社
委嘱期間
心～ＳＨＩＮ～ （新店舗ＰＲ）、メナード セリングコーナーもあれば、一級建
●有限会社水野運送 H30.3.31まで フェイシャルサロン・パルセリージェ 築大工技能士の渡邉貴志さんは、
●三好自動車学校
（ハンドケア） 、リフォーム職人ＷＩＬＬ
「槍鉋」という珍しい大工道具を使っ
●株式会社村上製作所
＝やりがんな＝
（槍鉋
実演と体験）
、ダ てのデモンストレーションを実施。
「志」
カネヨシのドライバーさん
６月にサンアートで開かれた ス キ ン 泉 和 仙 三 好 店 （ 商 品 Ｐ Ｒ ） 、
槍鉋の使い手として、日本の第
交通事故死全国ワースト１の返上 「みよし市安全なまちづくり推進大 BEADS BRIO（ビーズアクセサリーなど 一人者「やりかんな削り造形京弥
を目指し、豊田警察署と管内自治 会」での委嘱式では、豊田警察署 販売）、高根福男商店みよしお墓店 橘」の代表、大道敦二さん（おおみち
体とが協力。歩行者を守るための３ から代表して株式会社カネヨシ名 （相談）、ダスキン愛豊（商品販売・ＰＲ）、
あつじ・大阪市） を招いて匠の技を披
項目「①速度遵守」「②（夜間の）ハイ 誉会長の鈴木卓生（たくお）さんへ委
槍鉋体験に取り組む中学生
露。『将来、大工さんになりたい』と
ビーム活用」「③歩行者優先（横断歩 嘱状が手渡されました。貨物運送
いう中学生は、夢中になって１時間
道で歩行者や自転車を見たら必ず止まる）」 事業を行う同社は、大型トラック
近くも体験（写真）。槍鉋は、その名
を実践する「歩行者保護モデルカ 80台にステッカーを取り付け。同
のとおり、槍のように先端に“両刃”
ー活動」に取り組んでいます。
社社長の鈴木克尚さんは『プロの
が取り付けられた形状。神社仏閣な
みよし市内で協力事業所を募集 ドライバーとして、より高い安全
どの柱、床材などの仕上げに用い
したところ、17社（18事業所）約400 意識を持ち、歩行者優先を守る運
られる道具で、法隆寺などがその代
台が申込み。そのうち、商工会員 転に心がけたい』と話しています。
表的な建築物だそうです。
（50音順）
事業所は８社が協力。
一般ドライバーの皆さんも、歩
●愛知つばめ交通株式会社
行者保護の意識を持って運転に取
●株式会社カネヨシ
り組んで下さいね。

業商
所工
が会
協員
力８
事

見て、聞いて、体験して

サービス

各種宴会承ります。カラオケ３時間付き〈要予約〉
珈琲屋
らんぷ

川
境

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

ブルーベリーの里みよし 検 索
総合建設 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～

鉄骨

新築・増改築
鉄骨階段等

工場・倉庫
住宅・車庫

設備

架台・作業台
等設備製作

検索

クリーニング
工場設備
公共施設
一般住宅

三好
井ノ口

三好ベニヤ

●

N

専門店
イヤーアルバム
PhotoZINEブック

シャッフルプリント
各種デザインプリント

施工事例多数掲載

設計・施工
建築確認申請
から施工まで
自社対応

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。

HP/
有限会社 伊藤組

● サークル
K
●

●●●

有限会社

伊藤組

事務所・工場 みよし市明知町豊16-2

◎パスポート・ビザ・就活などの証明写真
◎成人式 、入園・入学、七五三などの記念写真
◎ネガ・デジタルプリント、スマホプリントなど
■みよし市三好町上１番地１ ■営業９時～夜６時 ■木曜定休

早朝から営業しております。

℡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

〈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

２
商工会報
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有限会社 昭和工業 代表取締役社長 原田浩 さん

2017.７月号
検査の完了した部品を
確認する原田さん

三好下地区理事

お客様のニーズを先取りする提案力を発揮
●三好町荒畑57 ℡〈0561〉-32-1365 ●第二工場：三好町原前4-2 ●定休日：土、日曜日
●操業時間：午前8:00～午後5:00 ●メール h.harada@showakogyo.com

「自動車関連部品の板バネやコイルスプリン
グなどの製品を目視検査や“ゲージ”に通して
変形があるかないかをチェックする、検査専門
の会社です」
。顧客から外部委託で検査を任さ
れる同社の社長に就任してまだ３年。それまで、
愛知県内に本社を置く電子部品を扱う企業で電
子ユニットを作ったり機能検査をしたりするサ
ラリーマンだった原田さん。先代の父、原田政
「子
好さんが昭和45年に創業（法人化、平成11年）。
どものころから工作でハンダ付けしたり、ブザ
ーやラジオのキットを組み立てたりするのが好
きだった。いずれは父の会社を継がなければと
いう意識はありまし
。
たね」
しかし、業務は未
知の領域。最初のう
ちは何をやっている
のか全然分からず
一つずつ目視でチェック
仕事の連絡を確認する竹谷さん

に、社員のほうが、
“先輩”で教えてもらう立 いる。当社もここ
場。それなのに、自分が以前勤めていた会社の １～２年前から、
やり方と比較してしまい、社員とぎくしゃくし 自動化を進めはじめ、安定した量をこなせるよ
てしまったと原田さん。
「そのときは素直に謝 うになってきた。お客様の要望に対応できるこ
りましたよ。今じゃ、言いすぎないよう、聞き とはもちろん、我々からお客様が何を求めてい
（笑）
。
役に回るように務めていますから」
らっしゃるのか感じ取り提案する。ニーズを先
同社が検査を終えた部品は箱詰めされ、その 取りすることが生き延びる策じゃないかな」
。
部品を必要とする会社に届けられます。万一、
同社が借りている駐車場の一角に、直径１㍍
不適合品などがあった場合、検査を委託してく 以上高さ10㍍以上はあろうかという大木「かや
れている顧客の面目をつぶしてしまうこと 木の大きさからして の木」
。
「ぼくが子どものころからそ
に。
「お客様（検査を委託する）が積み上げて 推定樹齢200年以上？ びえ立っている。この辺りはちょっ
きている“品質保証”の一端を我々が担っ
とした丘で、周りは田んぼや草っ原
ているわけですから、その責任は非常に重
だった。この木の下で遊んだり昼寝
（笑）
。厳しい視線の原田さん。
。
いんですよ」
したりしてましたよ」
社内に掲げてあるスローガン『先手必勝』
繊維団地の栄枯盛衰など、まちの
『100％良品出荷』
。原田さんは「コスト低
移り変わりを見届けてきた大木は、
減は、今の時代取り組んで当たり前。製造
昭和工業の発展、変化を見守ってく
業の人手不足は機械化導入の流れになって
れているのでしょうね。

商工会青年部部長

こうすけ

たけや塗装
失敗を恐れず挑戦できるチャンス
代表

竹谷康祐さん

読者プレゼント２件

●三好町赤羽根14 ●営業時間 午前８時～午後５時30分
●日曜定休
●℡〈0561〉32-9004

29年度から任期２年で
青年部部長に就任した
竹谷さん。
「本当は40歳
で“卒業”でしたが、部員不足で45歳まで
延長になった。豊田のJC（青年会議所）も卒業し
たし、そろそろ本腰入れて仕事に専念した
いと思っていたので、かなり迷いましたね」
と、就任を決心するまでの苦しい胸の内を
明かします。
青年部ＯＢや事務局スタッフらの後押し、
熱意に打たれて青年部部長を受諾。今年度
の事業のうち「三好池まつり」と「産業フ
ェスタ」に実行委員会組織を設置。若手メ
ンバーを委員長に据え、この委員長経験者
が近い将来、青年部の副部長や部長へと段
階的に続いていく道筋を切り拓きたいと竹
谷さん。
「次につながっていくのであれば意
義がある。引き受けた以上は、自分の役割、
責任を果たしたい」
。
学生時代、みよし市内（当時三好町）の塗装
店でアルバイト、そして社員に。14年ほど
勤務し、塗装業の経験を積み、結婚を機に
独立。一般住宅、アパート、マンションな
ど建築物の外壁、屋根（カラーベスト素材）塗
装や室内塗装がメイン。
作業の標準的な流れは、例えば屋外の壁
や屋根。足場設置→洗浄（下地処理）→ひび割
れやコーキング補修→下地塗布→中塗り→

碧 亭

①

上塗り。作業工程が何段階もあり、その間
の、塗料乾燥や屋根材の通気性を確保する
タスペーサーのはめ込みなど、仕事上の安
全性はもちろんのこと、塗装品質を保証す
るための念入り、ていねいな作業が顧客サ
ービスの基本。
独立後の大変さ。
「雇われていたころは、
与えられたことだけやっていた。それが今
じゃ、仕事の確保や技術のスキルアップ、
新技術の勉強、ずぶの素人だった経理など、
自分でやらなけりゃいけないことばかり。
全てに人と人との関わりやつながりがあっ
てこそだと痛感します」
。
青年部の未来について「自分の仕事に関
しては、とにかくがむしゃらに、無我夢中
になってやっていくしかない。でも、青年
部の活動に関わってくれる若い子たちには、
失敗を恐れずに挑戦してもらいたい。一人
ひとりが成長できる場として青年部を活用
して欲しい。そして成功や
失敗のプロセスをしっかり
“検証”することが重要。
その経験が、きっと自分の
会社や職場でも活かされる
はずですから」
。
“熱や光、風雨などに耐え
られる下地作り”のスタートで
すね。

パレットプラザ アイモール店（１Ｆ）
■営業10:00～21:00 ■℡〈0561〉34-7007
パレットプラザは、「フォト＆モア」を
コンセプトに、写真をもっともっと楽しむ
お店として、スマートフォンやデジカメの写真
からフォトグッズの作成・イベント開催を通して、生活を彩るお手伝
いをさせていただきます。今回「フォトスノードーム作成キット」を
10名様にプレゼントいたします。

■三好町東一ノ沢1-2 ℡〈0561〉33-5050
■営業時間 10:00～20:00 ■火曜定休

ジェームス三好店

カーメンテナンス（法定点検、タイヤ・オイル・バッテリー交換など）予約受付中！

②

三好で創業20年を迎える、「ジェームス三好
店」から、 「エコリサイクルセット」を20名様に
プレゼントいたします。
セット内容は「ダンボールカッター 」
「紙パックハサミ」「ガス抜き用穴あけ器」
「前記３点を収納できる壁掛けホルダー」
の４点セットです。

【応募方法】ハガキに「ご住所・お名前・電話番号・いいじゃん通信
の感想や要望、①又は②の別」を記入し、８月８日（火）までにご応
募ください（消印有効）。応募多数の場合は抽選。
【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。
※当選者には「当選通知」を８月中旬ごろまでに送付しますの
で、当選ハガキに記載された期日（９月中旬予定）までに、それぞれの
現場で指示する竹谷さん お店でプレゼントをお受け取り下さい。

髪とお肌をキレイにするサロン

中国料理

「石の都 岡崎」で
石の伝統技術・文化を守り続ける

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
●営業時間 11時30分～2時/夜5時～9時
三好森下
●●●

●

N

（幕の内弁当は２日前までに
ご予約願います。）

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！
びがみ

美 髪
ストレート
現状よりダメージが深まる
ことはありませんので、
ご心配はいりません。

施術後
驚サ
きラ
のピ
持カ
続＆
性 し
をな
保 や
ちか
ま な
す髪
が

墓石
記念碑
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

０１２０‐１４８５１５

フリ ー
ダイヤル

34-6070 www.bochi.net

髪のお悩み、30分無料相談受付中！

FAX〈0561〉

☆みよし市西陣取山82-2 ℡34-3477

● 刈

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）

→

マ
ナク
●●●
ルド
三好弁財天
ド

切
朝れ
の毛
手や
入も
れつ
がれ
大で
変

…

フィール
三好店

豊
田
知
立
線

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。

施術前

◎キャンペーンは、９月末までです。

☆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

■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

碧亭

★

至

ピザハット 谷

0120-55-3477

☆営業時間 9:00～18:00 定休日／毎週月曜・火曜

３
商工会報

『ここに来ると幸せな
気持ちになれる…』

いいじゃん通信 Vol.29

自薦・他薦OK。“個性的な”お店お待ちしております。

〈2016年２月創業〉 オーナー 大宮司晴子さん
■三好町上222-1 ■℡〈0561〉56-1080
■〈テーブル〉４人掛け６席、８人掛け１席、〈カウンター〉５席
■営業時間 11:00 ～19:00 〈ランチタイム〉 11:30～14:00(LO)
〈ドリンク&スイートタイム〉 13:30 ～18:00 ■定休日 毎週日曜日、隔週月曜日

●お店の歴史や店名の
由来などを教えて下さい…
【オーナー・大宮司さん】
2016年の２月にオープ
まるで本物？！
ンしました。始めた
精緻なアロマ
ソープ
ころは『どうして
ここで開いたの～？ おもて（路面店のよ
うに）に出ないの～？』と言われた。で
も、私はお店を出すなら自分の地元で
（三好）と決めていました。以前、天白
や三好にあった花屋さんに20年以上勤め
ていて、カフェのプロデュースやカフェ
メニューの提案なども担当していたので、その
ときの経験が活きています。
お店の名前と私の名前は全然関係がなく、
“ハレルゥ（ハレルヤ）”はアメリカの流行語みたい
な言葉で、喜びをあらわす時に叫んだり“幸せ”
とか“楽園”というようなイメージを表現した
りする言葉らしいです。
●お店の特徴、個性を…【大宮司さん】色とりど
りのアーティシャルフラワー（造花）、プリザー
ブドフラワー、完全オリジナルのアロマ（ソープ）

ラ リ

輝

2017.７月号

Active Woman

商工会女性部

スタッフの皆さんと（左端が大宮司さん）

フラワー（写真左）、などのお花をメインに、ネッ
クレス、ピアス、イアリングなど、作家さん手
作りのアクセサリー、それからカフェやランチ。
ランチはチキンや生野菜、カレーなど、素材を
活かした料理をワンプレートで提供。
“大人
の女性”の方に人気ですね。
アロマフラワーは、石けんの生地に顔
料を混ぜて色生地を作り、１枚１枚花
びらを作ってそれらを貼りあわせ、１
日かけて乾燥。本物のように作りあげ
ます（写真）。お花としての雰囲気と香り
を楽しむものです。お店の仕事が休みのと
きを使って制作しています。
●人気のランチは予約待ちだそうですね…
【大宮司さん】お店を始めたころは、
“お客さん来
（笑）と愚痴こぼしていたんで
てくれるかな～”
すけど、昨年の秋ごろからでしょうか、
急に忙しくなったような気がします。
最初のころは、小中学校時代の友達
が来てくれたり、その友達の先輩や
後輩が口コミで来てくれたりして本当
に嬉しかった。
『みよしの人はあったかい
パン教室ワニべっち 講師

なぁ！』と。友達にす
ごく感謝しています。
●男性のお客様はい
らっしゃいますか…【大宮司さん】カフェをご利用
なさったり『プロポーズ用のお花が欲しい』
『結婚式でサプライズを』
『どのようにお花を頼
んだらいいのか』など、相談やアドバイスを求
“何本
められたりすることが結構ありますよ。
バラを贈るか？”のバラの本数にも色々意味が
ありますから。幸せなカップルが増えると嬉し
いですね。
●店舗外観の庭園管理は…【大宮司さん】夫が
庭園のデザインや植物、植栽、生花の生産者や
産地のことにすごく詳しくて（いわゆる庭師）、庭造り
やメンテナンスを任せています。最近では、お年
N
寄りのご家庭で「庭の手入れ
●●●
●●●
が出来ない方」とか、庭に関
ハレルゥ 金物店
することならどんなことでも相 ガーデン
サン
●
ライブ
談に乗っていますよ。
Ｐ９台
★
郵
便
局

●●●
●●●
◎ランチはご予約願います。
●Ａランチ（写真。ハレルゥチキン・１日限定30食） 1,850円
●Ｂランチ（生野菜たっぷりとパン、ソーセージ） 1,580円
●Ｃランチ（カレー。日替わり） 1,500円
料金は
税別です。
●コーヒー（アイスコーヒー）550円
●クラッシュゼリーソフトクリーム850円

※お願い ５歳以下のお子様はカフェをご利用いただけません。

です。研究されつくした様々なレシピ、そして
時には新しいメニューの提案もあったりして、
安心しておいしいレベルのパンを作りあげる
ことが出来ます。現在、12～3人の生徒さんが
それぞれ月１回習いに来ています。

鰐部英子さん

℡〈0561〉34‐0075 / 西一色町塚の下31-2

★パン教室を始め 年の１月から教室をスタートしました。
られたきっかけを ★鰐部さんお得意の（好きな）パンは
…孫（現在中学生）が …私は、最初「天然酵母」を使ったパン
（編集部…６月30日の教室参加者に感想を伺いました）
生まれて、その孫 づくりから始めたので、天然酵母を使っ
◎昔、少しだけ体験したことがあって、もう一度ちゃん
がアレルギー体質 たパンにこだわりがあります。イースト菌 発酵を待つ間に手順を と学んでみようかなと。今日で５回目。やはりおいしい。
説明する鰐部さん
で し た 。 そ の と き だと３時間弱で手軽に発酵させることが
◎種類も豊富だし家族に食べさせたい。家族からも
今日は食パンづくり。パンこね器を活用 に、“中身のはっき
できますが、焼きたてはおいしいけれど、劣化が早 『おいしかった。また作ってね』と言われると嬉しい。
り分かるものを食べさせてやりたい”と思い、ちゃんと い。天然酵母だと、生地を焼き上げるまでに６～８時
★パンを手作りしたいという方へアドバイスを…
パン教室
N
したパンを作りたいなぁ～と思い始めました。10年ぐ 間かかりますが、やはり香りがよく、もちがいい。それ 発酵機やこね機が無くても、家 ★ ワニべっち
らい前ですね。パン作りを学び始めたときは、教室 に弾力性がある。数日経ってもおいしいですよ。
庭のオーブンを活用したり、も
●
県
をやろうとまでは思っていなかったのですが、でも、
ただ、天然酵母を作るのには１週間かかる。でも、 ちつき機で生地をこねたりと、
道
●
豊
田
やるかもしれないから、卒業証書だけは
あわがプクプクたってくると、“酵母が 『自分の食べたいパンをお台所 なかよし
知
立
ちゃんともらっておこうと。（笑）
生きてるなぁ”と愛着もわくし、とても可 で作りましょう！』というのが、わ 保育園
線
（笑）
★いつ教室をスタートさせたのですか…
愛いんですよ。
たしのおすすめスタイル。
★原材料はどこから仕入れを…私
65歳で会社勤めを退職したので、ちょう
和菓子コースも学べますし、
物由
東荒田
が学んだ教室が供給する指定の「小 一緒に作ったり食べたりを楽し
どきりがいいかなぁと思い、教室を開くた 先生の作ったパンを試食でき
●●●
●●●
名古屋岡崎線
麦粉」「バター」です。とてもいい材料 みませんか。
めに自宅を昨年リフォームしました。2017 るのも“おいしい楽しみ”
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）

溶接製缶・機械加工・省力化装置

小型移動式 クレーン

〒470-0206
ISO 9001
認証取得

ISO 14001
認証取得

玉掛け

☆未経験の方
業ス
績キ
31,644円（３日間:20時間） ア
ル
ッア
★他資格有りの方
プッ
27,540円（３日間:16時間） ！ プ

愛知県みよし市莇生町土郎谷27番地12

！

トヨタL&F様
向い側

℡〈0561〉32‐2425 FAX〈0561〉32‐3456
Eメール miyoshi.seisakusyo@lime.ocn.ne. jp

■
豊田知立線沿い
当スクール ◎

☆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）

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。

●●●

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

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］

〈有限会社 鬼頭塗装店〉
手 術

■■■■

■■■■

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

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）

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

４
商工会報
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社員の健康、ストレスチェックに
「マインドフルネス」講座
社が加わりました。よろしくご利用、

商工会・新会員ご紹介 〈29年2月～29年4月理事会加入承認分〉
みよし商工会の会員数は、Ｈ29年４
月27日現在875社です。今回新たに６

★一般の方も聴講出来ます。

ごひいき賜りますようお願いします。

みよし市西一色町で「診療内科・精
神科・神経科」を開業する、はしたに
杉浦精工
金属機械加工業
莇生町後田
クリニックの端谷毅院長が「マインド
山下清徳
建築業
三好丘桜３丁目
フルネスとこころと体の病気」と題し
て講演会を開催します。
ヒロ・コーポレーション
サービス業
三好町下畷
昨年あたりから、マスコミなどに注
野田設備
ガス配管
黒笹いずみ２丁目
目され、いくつもの番組で紹介されて
松浦保険事務所
保険代理業
福田町中屋敷
いる「マインドフルネス」
。瞑想やヨ
福ちゃん
飲食業
三好町半野木
ガ発祥といわれる呼吸法。この呼吸法
に取り組むと、脳内ホルモン「オキシ
「みよし商工会」は法律（商工会法） 見直し」
「商品価格の検討」
「販路拡大」
トシン」が分泌されます。オキシトシ
で定められたみよし市唯一の総合経済 など、遠慮なくご相談下さい。
■参加費 大人1,000円、小中学生500
団体です。入会金は１千円。会員加入 ■問合せ みよし商工会℡34-1234
（当日集金）
円
は常時受付けておりますので、遠慮な
みよし市からのお知らせ
■持ち物
弁当・水筒・敷物・間伐作
くお問い合わせ、お申込み下さい。
友好の森ふれあいツアー参加者募集
業の出来る服装・長靴・ヘルメット・
《記帳・確定申告のお手伝いをします》
友好都市、長野県木曽町（三岳地区） 軍手・雨具
月々、3,240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 の「みよし友好の森」で、環境保全や ■申込み ８月１日 （火） から15日 （火） ま
森林の大切さを知る体験ツアーに参加 でに「住所・氏名・年齢・学年（小中学生の
理）します。所得税申告、消費税申告
み）・電話番号を市役所産業課あて、電
しませんか。
（申告時は、別途申告
の際に役立ちます。
（土）
話、ファックス、メールまたは窓口へ直
■と き ９月16日
午前７時20分
手数料3,240円が必要です。
）
接、でお申込み下さい。
市役所集合（午後７時15分までに帰庁予定）
《労働保険の事務も代行します》
■問合せ
みよし市役所産業課
従業員を一人でも雇用する事業主さ ■体験内容 森林散策・間伐作業・御
℡〈0561〉32-8015
/ FAX 34-4189
んは、全て労災保険及び雇用保険に加 岳ロープウェィ乗車
メール
sangyo@city.
aichi-miyoshi.
lg. jp
入しなければなりません。その事務を ■対象・定員 市内在住・在勤・在学
（ただし、介助なし
の小学生以上対象。40人
委託し、事務量を軽減しませんか。
〈いいじゃん通信「折込日」の変更〉
で行動できる人に限ります 。 小学生は保護者同
《お困りごと、ご相談下さい》
新聞購読者は金曜日から日曜日に変更
「資金繰り」
「経営計画書の作成や 伴のこと。応募多数の場合は抽選）。
企業名（事業所名）

業種（サービス内容）

2017.７月号
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所 在 地

ンは別名「幸せ（いやし、愛情）ホルモン」と
も呼ばれ、肉体的にも心理的にも健康
改善に役立つと報告されています。
健康を「身体的、精神的、社会的に
バランスの取れた状態」でとらえ、
様々な角度から健康を研究、診療する
専門医がお話して下さいます。職場の
健康診断担当、産業医、経営者の方を
はじめ、どなたでも聴講できます。
■と き ８月９日（水）
午後６時30分～８時30分
■ところ 保田ケ池センター２Ｆ
■問合せ みよし商工会（担当・柘植）
℡〈0561〉34-1234 ◎定員50名
（一般の方は事前にお申込み下さい。）

しました。次回30号は10月22日です。
（未読の方は、従来どおり金曜日折り込みです。
折込日は、10月27日となります。
）
仕出し・寿司・弁当
炉ばた焼き
ただし、生中・ハイボール・

チューハイに限ります。

キャンペーン
夏休みだ！
7 月 25 日〈火〉から 30 日〈日〉までの 6 日間
コース料理（2,500 円/3,000 円/3,500 円）もご予約いただけます。

■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
※お昼のランチや夜の定食（要予約）もございます。

三好丘桜４丁目の住宅街の中…

“ホッ”とする隠れ
り
家的サロン
ー作
ィ
力的なボデ
魅
女性専用プライベートサロン
と
！
し
イを応援
Aroma Salon
癒 のキレ
女

貴

Plumeria
セラピスト Ｔsｕｔａｅ

設備一般・重量物運搬・据え付け
企業をサポートする

有限会社

誠

Ｈａｙａｎｏ

お腹痩せ、足痩せしたい方
まだ間に合います。夏人気の
キャビテーション＆ラジオ波
痩身コースでまずはお試しを！
予約 早野 090 -1830-6505 アロマサロンプルメリア みよし 検索

architecture/wear/accessories/antique
Brand list
Atelier el / evam eva / Christian Peau/ susuri / ゴーシュ

柘植工業

派遣元責任者番号

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

001-091204231-050

〒470-0206 みよし市莇生町山田54-7

11:00～16:00（月,水,金のみ営業、不定休）

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

℡３６‐０７７２ FAX３６‐０７９２

1950年創業 自動車部品・アルミダイカスト製品加工
千こ
円の
Ｏク
Ｆー
Ｆポ
ン
で

身体の不調には理由が
あります。 こころ

からだ

整体・カイロ

黒笹

■公民館
●●●
至日進
セブン
イレブン 至
福
■ 谷

【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

住宅建築

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

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。
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。

への活力を生みだ
す
明日

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25:00〈LO24:00、Drinkは24:30〉
17:30ー24:00〈LO23:00、Drinkは23:30〉
なし（年中無休）

℡（0561）34‐7997

みよし市三好町上146

〒470-0226 みよし市西一色町塚ノ下493-3

℡ 〈0561〉32-1922（代） FAX 〈0561〉34-2356

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。

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
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Sinyou ホーム ㈲信友建設

℡32-0818
みよし市打越町畦違167-1
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作業工賃、廃油処理費用を含みます。

ミズノ建設工業株式会社
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〈完全予約制〉

技術と誠意で信頼にお応えする
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鰐部三郎
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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。

整体＋カイロ
＆メンタルリフレッシュ

090-5850-8201

㈱鰐部製作所
代表取締役社長
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疑問にお答えします。
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治療方法を
ご提案します。
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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)
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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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経済的

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

㈱鳥居発条製作所
【スプリング製造業】

ＴＲＳ
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
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台所用スポンジ３色セット

￥550（税込）
フ ク ト イ イ ナ

0120-090557
愛する人への感謝 そして 絆を感じ深める場

