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会員事業所を支援し、地域の
活性化を目指す。三役再任〈任期は３年〉

役員承認後、鰐部会長あいさつ

第58回みよし商工会通常総
代会が５月22日、保田 ケ 池セン
ターで開催されました。新役員
や新年度事業計画などが承認
されました。
任期満了に伴う役員の選任
案件では、１期目を終えた鰐部

兼道会長 （㈱鰐部製作所 ・
代表取締役会長） 並びに佐
藤朝生副会長 （㈲みのり式
典設備・代表取締役） と水野
恭幸副会長（ミズノ建設工
業㈱・代表取締役）をそれ
ぞれ再任。代表理事には花田
昌宏氏（㈱花田鐵工所・代表取締
役） と原田浩 氏（㈲昭和工業・代表
取締役） が新しく選ばれました。
２期目となる鰐部会長は
『我々の役割は、市内の事業所
が元気になり、地域活性化に

つながるよう、行政、関係諸
団体と連携し、サポートして
いくこと。創業支援、開業を
バックアップし、みよし市が
制定した、「中小企業及び小規
模企業振興条例」に基づいて
既存会員の経営支援や財政基
盤の強化も図っていきたい。
10年続けてきたイルミネーシ
ョン事業に代わる新規事業も
今後検討していく』とあいさ
つ。
商工会会員の満足度向上と

ともに、地域住民に親しまれ、
頼られる事業所、組織を目指
していきます。
★Ｈ30年度役員ご紹介（敬称略）
【商業サービス部長】近藤純子（㈲愛豊）
【工業部長】中村勝満（㈱向陽技研）
【建設部長】原田直樹（㈲原田建築）
【青年部長】竹谷康祐（たけや塗装）
【女性部長】松原栄子（㈱カーショップ
ヨコイ）
【食品部長】原田晃男（㈱香雅）
【青申会支部長】山田昭（花茂）
【監事】猪飼悦夫（三好電気設備㈲）
【監事】三田晃嗣（㈱三晃）
【顧問】加藤正季（㈱三好製作所）
（各地区の理事は割愛）

ヴェルデロッソ

９
婚活プロジェクト in MIYOSHI

とき

Ｈ30年 9 月 29 日 （土）

15:30～20:00
豊田市豊田スタジアム内

見晴らしのいいレストラン

ところ レストラン「ヴェルデロッソ」
（集合…保田ケ池センター
受付15:00～15:20。自己紹介後、バス移動）

通算９回目となる婚活プロジェ
クトinMIYOSHI“赤い糸大作戦”。
昨年（2017.12開催）は男女合わせて31
人が参加し、成立したカップルは７組。商
募集人数 女性25名/2,000円
工会女性部が中心となって2011年から取り
参加費
男性25名/5,000円
組んでいます。女性部副部長で、プロジェ
クトリーダの加藤民子さんは『今までは、会
話のきっかけを作ろう バイキングスタイルの料理
申込み ８月31日（金）までに必着
とゲームに時間を割
問合せ 申込書（商工会に有ります）に必要事項を記入し
商工会へご提出下さい。ファックス、メール若しくは いていましたが、それ
直接持参も可。ＨＰからも申込書をダウンロードできます。 が逆に話せる時間を
参加決定者には後日、参加費振込のご案内を送付します。 減らしてしまったかも
参加資格…25～45歳までの独身の勤労者などで し れ な い の で 、 今 回
みよし市またはみよし近郊に在住するか在勤の方 は“回転トーク”など、

多くの人と話せるように工夫したい』。
会場は、見晴らしのいいお洒落なレ
ストランから、矢作川やその河川敷、豊
田大橋（黒川紀章さんデザイン。1999年築）を
眺めることができます。サッカーの祭
典、ワールドカップが行われた今年。
“会話のパス”を交換しあって最後には
“相手のハートへゴールを決める”という
戦略はいかがでしょうか。
今回、女性参加者全員には「フェイシ
ャルエステご招待券」を、カップル成立
者には、長島スパーランド入園券（ペア１
組）、名古屋港水族館入場券（ペア２組）、
映画券（ペア５組）がプレゼントされます。

設備一般・重量物運搬・据え付け
企業をサポートする

技術と誠意で信頼にお応えします。

誠

有限会社

柘植工業

派遣元責任者番号
〒470-0206 みよし市莇生町山田54-7

001-091204231-050
℡３６‐０７７２ FAX３６‐０７９２

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）

総合建設

鉄骨工事

リフォーム

住宅建築

営繕・補修

■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
ご相談下さい。
■耐震補強、増改築など

ミズノ建設工業株式会社
℡〈0561〉34-5593（土日休業） 莇生町水洗32-2

小型移動式 クレーン

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
トヨタL&F様
向い側
●●●

■
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。

〈有限会社 鬼頭塗装店〉

外壁無料診断
実施中！
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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。

㈲建築のカシオ

加塩久信さん

三好下地区理事

“お祭り男”と呼ばれるのも、男冥利に尽きる

キャップの洗浄、乾燥まで行い、安城の企業へ搬入

『祭りは、お前
がおらんと、やれ
ん！』。三好八幡
社（三好中学校東隣）
で10月に行われる
秋祭り。三好上、
下両地区の高さ５
㍍以上もある豪壮な山車（だし）の組み立て、解
体の重責を担うのが大工の加塩久信さん。
「40
歳の時だったかな。山車のてっぺんに提灯を
100個以上円形に美しく差す責任者を任されて、
それがきっかけで、地元の人に認められたよう
な気がする」
。
大阪で大工をしていた叔父（母の弟）の元で３
年半修業後、1972年（S47）に三好へ。莇生（あざ
ぶ）の山村建築さんでさらに５年半ほどの経験
を積み、23歳で独立。40年以上に渡り、木造
コンサートのＭＣ
を務める三井さん

代表取締役

文化教室・イベント・カフェ・
ワンコインクラブなど

中心の大工仕事をこなしてきました。加塩さん
は「色々なジャンルの先輩方から教えを頂き、
可愛がってもらった。カラオケやゴルフ、ＰＴ
Ａ、地元や神社の役員、ボーイスカウト、商工
会など、人と人とがつながってつながって、仕
事の依頼があったり、今の充実した生活があっ
たりする。感謝の気持ちでいっぱいだよ」
。
子どものころは、目立たないおとなしい子だ
った（笑）、と振り返る加塩さん。「最初は、何も
分からないからやらされる。でも、やらされていて
も、責任を持って全力で取り組んでいると、周り
から頼られるようになる」。秋祭りのお囃子（篠笛）
も、習得するのに数年はかかるところを１年でクリ
ア。今では、子どもたちに指導する立場。
加塩さんの“生き様”は、本業の大工以外に
も、ペットボトルのキャップを集めて、医療の
遅れている国の子どもたちに、ポリオワクチン

●三好町西荒田36-91
●℡090-1410-3819
●不定休（ご相談ごとありました

ら、いつでもご連絡下さい。）

を贈る「エコキャップ活動」を独自に展開。
10年に渡って継続中。累計460万個以上、5400
人分近くのワクチンを提供。
「キャップ860個で
１本のワクチン（30円分）。大体１回240㎏（１袋６
㎏×40袋）、安城にある協力企業に運んでいるよ。
今はね、この活動をＮＰＯ法人化させたいんで、
その準備をしているところ」。 三好下の憩いの家で歌う
さらに、地元愛も熱い。み 音みすゞさん
よし在住の作詞家、出原敏
光さんが手がけた曲「山車」
や歌手、音みすゞさん（みよし
在住・写真） の歌うＣＤ「みよし
の里」の普及も応援中。『頼
まれたら断らない』。加塩さ
んの身体の中を貫く“大黒
柱”は、今日も地域をしっか
りと支えています。

三井アーツ・三井アーツ文化教室 代表 三井敬子さん

自分が楽しい♪と思ったことを“共有 ”したい♪
●みよし市三好丘あおば1-22-12
●“木曜カフェ”営業 午前10時～午後２時
●℡〈0561〉36-6323 ◎文化教室やイベントト日程はＨＰ「三井アーツ」で検索を。

「商工会と言えば、商
業とか工業関係の方しか会員になれないと思っ
ていて、私のような“音楽や文化系”に携わっ
（笑）
ている者がなれるとは知らなかった」
。
愛知県鳴海町（現緑区）に出生。犬山から三好
丘へ24年前に転居。その三好丘６丁目から席数
60席ほどのコンサートホールを備えた『三井ア
ーツ』を現在地の三好丘あおばに構えて14年。
「来年が15周年。節目なので、第九の合唱をみよ
し市の市民吹奏楽団、シンフォニックウインズみ
よしさんと協力して2019年９月に行います」。
みよしに来て出会った人たちと、ピアノをは
じめ色々な楽器、様々なジャンルのコンサート
や講演会、研修旅行を企画。外部講師による文
化教室（楽器演奏など13種類の技術習得）の運営、１
回500円という格安の参加費で歌や楽器、健康、
（8
趣味の活動を楽しめる「ワンコインクラブ」
種類）
。小さい子どもさんから大人まで楽しめる
おはなし会の実施。マルチな才能を多方面に発
揮中！
そんな三井さんに少女時代を振り返ってもら
うと、伏し目がちになり声もトーンダウン。
「宝塚を夢見て、ダンスも歌も練習を積みまし
たが、身長であきらめました。中学の先生の薦
めで、音楽科のある高校、そして音大に進みま
した。周りには、私より上手な方がいっぱいい
て、演奏家ではなく、学校の先生になろうと、

高校の音楽科の教師になりました。でも、夫の
転勤で東京へ行かなければならなくなり、教師
を辞めました」
。
そして「東京での生活が三井アーツの原点だ
ったかも」と三井さん。いかにして“お金を使わ
ずに友達を作るか！” （笑） 。合唱と習字のクラ
ブを立ち上げ、そこでは“交換保育”という、合
唱のときは習字のママが、習字のときは合唱
のママが面倒を 見るという、母親同士の協力
態勢も作りあげました。子どもたちも自然に、
その集まりが楽しくなり“遊ぼう会”まで出来て
しまったとか。知らない人どうしが、同じ体験、
同じ趣味を通じて友達になる。自分が楽しいと
思ったことを、みんなと共有。“良かったよ！”
“楽しかったよ”の言葉がこのうえない喜び。
そんな集大成の三井アーツ。しかし、
『あそ
こ何やってるんだろう？分からないから入りに
くいよね』の声を聞き、誰でも入り易いように
と、今年１月、カフェを
開設。コンサートの集客に
は、いつも苦悩しているという
三井さん。三井アーツのホ
ールが埋まり“こんなにも音
楽は楽しいんだ”の思い
は、きっと「第九 （歓喜の歌）」
の参加者らが歌声で証明し
てくれることでしょう。

会員向け情報です

感謝状贈呈、委嘱書交付
平成30年度「みよし市安全なまちづくり推進大
会」が６月９日、サンアートで開催されました。
同大会で、みよし運輸分科会に所属する運送事業
者やみよし商工会会員ら28社が「みよし市歩行者
保護モデルカー活動協力事業所」として、交通安全
に寄与したことが評
価され、豊田警察署
から感謝状が贈呈さ
れました。
また、平成30年
度も引き続き協力事
業所としての活動を
豊田警察署長から感謝状を
受け取る代表者
豊田警察署から依頼
する、委嘱書も交付されました。
みよし運輸分科会の鈴木卓生会長は『我々が率先
して行わなければならない。ステッカー以外にも、
交差点での立哨活動や防災訓練への参加などを進め
ていきたい』と話していました。
←木曜ランチ…日進市の岩崎町で収穫された無農
薬、朝採れ野菜をメインにした“身体にやさしい”ラン
チ。調理スタッフは、長久手でアロマサロン「ミューカ」
を主宰する紀平佐緒里さん（写真右）と産後ケアリストの
近藤美季さん （写真左、豊明市） 。食後のドリンク付きで
1,000円（税込）。メニューは週替わりです。

各種宴会、承ります。カラオケ３時間付き 〈要予約〉
♪昼間は♪

早朝から営業しております。

カラオケ喫茶
★営業時間 18:00～23:00 （日曜定休）
★℡〈0561〉76-3228 ★西一色町猿投松58-1
愛する人への感謝 そして 絆を感じ深める場

10:00－16:00
（モーニングサービス12時まで）

℡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

㈱鳥居発条製作所

〈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

ろの疲れをいや
し
日ご

ブルーベリーの里みよし 検 索

への活力を生みだ
す
明日

Order Shoes/Original Shoes
〈 Mens・Ladies〉

パートナー

靴

と
最良の
踏み出す一歩

【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

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 OPEN 17:30ーCLOSE 25:00
(ラストオーダー、Foodは24:00、Drinkは24:30)
定休日

第２・第４の日曜、月曜

℡（0561）34‐7997

みよし市三好町上146

ねこのて内 STUDIO NEXT
℡36-0280／月・火定休／11時～18時／黒笹町

雑貨・喫茶

店内に見本有ります。
相談は原則、土・日対応となります。
事前にお申込み下さい。

３
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毎日食べても飽きない！
手作りの素晴らしさが味わえる
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【鈴木沙知さん（悠司さんの奥
様）】どのメニューも手間ひま

かけて作っているので、み
なさんが『おいしい』って言
店主 鈴木 潔 さん
ってくださるのが励みになり
〈創業40年〉
手打ち釜揚げうどん
店長 鈴木悠司さん
ます。私自身も、子どものこ
■打越町新池63-4 ■℡〈0561〉34-4795
ろ両親とここへ食事に来
■〈お座敷〉10席（６人席が３、４人席が７）〈テーブル〉６席（６人席が５、10人掛け大テーブル１席）
て、釜揚げうどんが大好き
■営業時間 〈平日〉11:00～14:00／17:00～20:00 〈土日、祝日〉11:00～20:00
でした。（笑） 家族で楽しい
保冷庫の厳選日本酒もオススメ
■定休日 毎週木曜日 ■駐車場 お店の前約25台
（左・兄嫁の和代さん、右・沙知さん） お食事のできるお店にして
見た目もさわやか
●店名に込められた思 か組み合わせて整えている。最初
いきたいですね。
茶そば。天ぷら付き
いは。店内をリニューア の一口、中盤の味わい、そして最
●お酒や焼酎の銘柄も多種揃ってい
ルされましたね。…
後のひとすすりまで、飽きのこない
ますね…【店長・悠司さん】日本酒で約20
【店主・潔さん （悠司さんの 味付け、バランスを追求している。
銘柄、焼酎で15銘柄ぐらい置いています。
うどんを打つ店長の鈴木悠司さん 父） 】お客さんに喜んでも
昔は、太麺でしたが、今は当時より
“頑張っている酒蔵”を応援したいんで
らうために一生懸命、一心不乱にうどん作りに やや細目。ベース （店の伝統） 部分
すよ。このあたりには置いていない、
取り組むという心構えかな。猿投の鞍馬山別院 は崩さずに、でも、お客様のニー
希少酒が多いですよ。うどん屋なので、
ズも取り入れたい。最近の食への健康志向を考
弘恵寺の住職に名付けてもらった。
居酒屋にするつもりはありませんが、「３種飲
【店長・悠司さん】５～６月とほぼ２カ月休業して、 えると、メニューにもう少し野菜を取り込めない
み比べ（利き酒セット）」ができる、お酒好きな方
主にトイレ改修（車いすでも入れる）や喫煙ルームの か、と考えている。
にはもってこいのメニューもあります。ぜひ味
設置、客席の畳、テーブル、壁のクロスなどを新
●お店を継ごうと、いつごろから考えていまし
わってみて下さい。
しくしました。客席のレイアウトは、お客様からの たか。どんなお店にしていきたいですか…【店
両親、兄夫婦、嫁さん、そして長年一緒に働
『今までの雰囲気こわさないで』という要望もあっ 長・悠司さん】子どものころから父親のうどんを
いてくれているスタッフとやってきた店なので、家
打っている姿や両親の接客を見
て、変えていません。
族には感謝したい。嫁さんにも「ありがとう」って言
●人気メニューやその特徴などを…【店長・悠 てきたので、やはり“や
ってるし、子どもたちと
●日替わりランチ 750円
司さん】人気メニューはカレー南蛮うどんや釜揚 りたかった”んだと思う。 夏
も、一緒に遊ぶ時間を
●カレー南蛮うどん 800円
場の
人気
げうどんですね。カレー南蛮のルーは一から作る
父は、昔からの職人気
●ざるうどん
850円 作って、父親としての責
メニュ
ー
、
質なので、
『見て覚えろ！』
ざるう
●味噌煮込みうどん
950円 任も果したいですね。
大人気！カレー南蛮うどん し、添加物は使わない。う
どん
●天ぷら釜揚げうどん 1450円
どんやそばは私が毎日打 でしょ。最初のころ、麺打ちは、
●●●
N
●お子様うどん
670円
東
（笑）
っていますが、小麦粉、 上手くいきませんでしたよ。
名
高
●ざるそば
850円
速
子どものときに親に連れられて来ていたお客
塩、水と使う材料は同じな
物流
Ｇ
道
●五目そば
960円
センター
Ｓ
路
のに、その日の天気や湿 様や学生の方が大人になり、家族を持たれて、 ●山菜そば
●●●
850円
県道豊田東郷線
●
また来て下さるのが嬉しい。３世代、４世代と
気などで、毎日違う。
【一品料理】唐揚げ680円・コロッ
★
コンビニ
一心亭
ケ430円・枝豆380円・どて500円
つゆは、だしを何種類 続いて来てくれる、そんなお店でありたい。
自薦・他薦OK。“個性的な”お店お待ちしております。

一心亭

す。遠慮なくお問合せ下さい。
●日程 10月20日、11月10日・
17日、12月1日の各土曜日。時間は
午前９時～12時 ◎相談は１時間単

創業・個別相談会を開催
◎商工会にもすぐ加入できます
自己実現、夢に向かって歩み始 導して下さいます。
めたチャレンジャーが、創業や事 【対象者】①創業に関心のある方
業成功に必要な基礎知識、ノウハ ②創業を目指している方
ウなどを学ぶ「みよし創業塾2018」 ③創業間もない方（概ね５年以内）
【定 員】30名（定員になり次第締め切り）
を開催します。
毎年受講者から好評を博してい 【受講料】4,000円（６日間全講座のテキ
るのが「ビジネスシミュレーショ スト代、税含む）。申込み時にお支払い
ン（マネジメントゲーム体験）」。ゲー 下さい。
ム感覚で、経営に必要な知識や基 【会 場】東海学園大学三好キャン
パス
本を身に着けることが出来ます。
◎創業塾とは…創業・起業のた 【日程・カリキュラムなど】
９月16日（日）・22日（土）・29日（土）・
めには、多くの知識、ノウハウが
必要です。
『決断出来ない』
『迷っ 30日（日）、10月6日（土）・13日（土）。そ
ている』
『どうしたらいいの…？』
。 れぞれ午前、午後各一コマ２時間
そんな方たちに、東海学園大学で の講義。「ビジョンと経営戦略づくり」
経営学を教える山田裕昭先生（同大 「ビジネスシミュレーション」「会計・
学准教授・中小企業診断士）がコーデ
利益計画」「資金調達」「事業計画
ィネーターとなり、専門分野の先 書作成」などについて学びます。
(８月１日の新聞折込チラシをご覧下さい。)
生方が延べ６日間12回に渡って指

あなたの街の
てのごお
おメ相車
りー談の
まカくこ
すーだと
。をさな
取いら
り。何
扱全で
っても
東名高速道路

北部小

★
豊信

くるまやさん
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

換は
※オイル交 さい。
ご予約下

℡〈0561〉35-5551 かつさとさん隣
10:00～19:00(水曜日・祝日定休)

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。

創業・起業を予定している方や
（創業塾に参加、不参加関係なく）創業

位です。ご予約下さい。

したけれど、資金面、帳簿作成、
●会場 みよし商工会１階相談室
人材育成などでお困りの方など、 【申込み・問合せ】 みよし商工会
専門家が親身に個別相談を承りま ℡34-1234

みよし市中小企業及び小規模企業振興基本条例が
制定されました。 「地域が一体となって、中小企業・
小規模企業を応援します！」

みよし市からのご案内

みよし市には、製造業やサービス業
など約2,000の事業所があり、そこで約
37,000人の方たちが働いています。そ
して、市内の事業所のうち、約９割が中
小企業・小規模企業です。
中小企業や小規模企業は、市の地
域経済を引っ張っていくとともに、地域
社会の担い手として、まちづくりに貢献
してきました。しかし、企業間競争の激
化や人口減少社会の到来などで、その
環境は大きく変化しています。

市内の中小企業と小規模企業がさら
に発展していくためには、事業者自ら
が新たな取り組みに挑戦するとともに、
地域全体が連携・協力し、支援すること
が重要であり、みよし市がさらに発展し
ていくためにこの条例を制定しました。
詳しくは「みよし市中小企業及び小
規模企業振興基本条例」でネット検索
下さい。
■問合せ みよし市役所環境経済部
産業課 ℡32‐8015、FAX34‐4189

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

ＣＭ
ＣＭで
話題の
スポンジ
で話題
のスポンジ
小売り
小売りいたします。
いたします。

ランキング

１位

各種デザインプリント

が誇る
ダスキン ト商品！
ッ
ヒ
ト
ス
ベ

℡ ３４‐３５１８ FAX３４‐３５１７
◎パスポート・ビザ・就活などの証明写真
◎成人 、入園・入学、七五三、お宮参り、記念写真
◎ネガ・デジタルプリント、スマホプリントなど
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～夜６時 ■木曜定休

住まいのことなら何でもご相談ください！

N
ＧＳ・コンビニ

●

関西ペイント

■

●●●
莇生原（新屋辻）

★

●●●
莇生郷

莇生町曽和265-1

￥550（税込）

ダスキン愛豊
フ ク ト イ イ ナ

0 12 0- 0 90 55 7

溶接製缶・機械加工・省力化装置

新築〔木造・鉄筋・鉄骨〕、リフォーム 建築工事一式

〒470-0206

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。
■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

台所用 スポンジ ３色セット

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

４
商工会報

ＴＨＥ ＭＩＹＯＳＨＩ ＣＨＡＭＢＥＲ ＯＦ ＣＯＭＭＥＲＣＥ ＡＮＤ ＩＮＤＵＳＴＲＹ

します。所得税申告、消費税申告の際
（申告時は、別途申告手数料
に役立ちます。

商工会・新会員ご紹介 〈30年2月～30年6月理事会加入承認分〉
みよし商工会の会員数は、Ｈ30年６
月12日現在897社です。今回新たに27

社が加わりました。よろしくご利用、
ごひいき賜りますようお願いします。

3,240円が必要です。
）

《労働保険の事務も代行します》
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
入しなければなりません。その事務を
委託し、事務量を軽減しませんか。
《商工会、８月以降の主要事業》
◎技能講習会（工業部会、９月）
◎パソコン簿記講習会（10月）
◎産業フェスタ（11月４日）
◎年末調整相談（31年１月）
◎いいじゃん通信発行（10月・31年２月）
■問合せ みよし商工会℡34-1234

企業名（事業所名）

業種（事業内容）

所 在 地

㈱レストラン東郷

レストラン

東郷町

光岡真紀

フィットネスインストラクター

打越町

㈲石川サービス

自動車修理業

三好町上

今井シーリング

防水工

明知上

あいかむ

喫茶店

打越町

溝上電気

電気工事業

打越町

まる高

産業機械（アフターサービス）

東山４丁目

ＫＳ

設備工事業（給排水配管）

三好町上

（農）夢の実ファームみよし

農業物販売

三好町下

㈱久野製作所

農業物販売

福田町

hairroomAaaaachi

美容院

打越

なのはな農園㈱

農業

三好丘

番屋㈱

ネット物販

打越町

ＭＹＣ

飲食業（売店販売）

東山６丁目

232ＮＡＩＬ salon&school

ネイルサロン

黒笹町

la ＣＵＣＩＮＡ

イタリアン料理店

三好町上

リグニス

バイク販売、修理

福田町

司法書士みつおか法務事務所

司法書士・行政書士

三好町上

友好都市、長野県木曽町（三岳地区）
にある「みよし友好の森」で、環境保
全や森林の大切さを知る体験ツアーに
参加しませんか。
■と き ９月15日（土）午前７時30分
市役所出発。午後７時15分帰庁予定。
■体験内容 森林散策・間伐作業・御
岳ロープウェイ乗車(天候により、木工品

三好食糧

小売業（お米、酒類販売）

福谷町

作りに変更の場合あり)

■対象・定員 市内在住・
在勤・在学の小学生以上
対象。先着40人（ただし、介助
なしで行動できる人に限ります 。

Ｐｌｕｍｂｅｒ

北部店

伊藤金型工業㈱

製造業

莇生町

カノン珈琲

喫茶店

福谷町

居酒屋やすべゑ

飲食業

三好町上

ダイテック

建設業（大工）

福谷町

Ｋｉｒａｎ

Ｋｉｒａｎ㈱

みよし市からのお知らせ

友好の森ふれあいツアー参加者募集

サービス業（コーティング加工）

東山６丁目

飲食業（韓国料理）

打越町

西村ライン

運送業

三好丘あおば

お魚ダイニングゆうじんみよし店

飲食業

三好町上

貴

Plumeria
セラピスト Ｔsｕｔａｅ

〒470-0225

みよし市福田町樋場15-2

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。

貴女のボディーラインは大丈夫
ですか？ キャビテーションと
ラジオ波痩身はお任せ下さい！
予約 早野 090 -1830-6505 アロマサロンプルメリア みよし 検索

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

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 5,000円
黒笹交差点から 80分 6,000円
【定休日】
東方向約100㍍
毎週木曜日

★ 至三好ケ丘

整体＋カイロ
＆メンタルリフレッシュ
〈完全予約制〉

090-5850-8201

新築・増改築
鉄骨階段等

工場・倉庫
住宅・車庫

）

黒笹駅

）

ピアゴ

鉄骨

キ
リ
ト
リ
セ
ン

設備

架台・作業台
等設備製作

現場を拝見し、ご要
望に沿ったプランを
ご提案します。

↑
施
工
例

650円→325円 〈税別〉
380円→190円

仕出し・寿司・弁当・炉ばた焼き

有限会社 伊藤組

Ｓ

検索

㈱鰐部製作所
代表取締役社長

施工事例多数掲載

クリーニング
有限会社

も
貢
献

伊藤組

〒470-0226 みよし市西一色町塚ノ下493-3

℡ 〈0561〉32-1922（代） FAX 〈0561〉34-2356

事務所・工場 みよし市明知町豊16-2

碧 亭
中国料理

経営 者医 療共済

社員同時募集
★パート （週３～５日、1日5h程度。時給871円）
☆正社員（191,000円～。試用期間3カ月。経験考慮）
シーピーセンター株式会社総務部・担当松林

みどりてい

入院 日額

２０,０００円
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

共済掛金 月掛

傷害 死 亡

［１日目から60日目を限度］

手 術

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

●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
●●●

フィール
三好店

豊
田
知
立
線

●

●●●
三好弁財天

碧亭

★

至
● 刈
ピザハット 谷
→

℡〈0561〉33-0850 FAX〈0561〉33-0860
みよし市莇生町小坂35-1（辰巳山企業団地内）

自動更新型

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！

。
ＯＡ機器“回収引取”の場合、費用は別途ご負担願います。
（パソコン本体以外のプリンターやブラウン管モニターは、有料処分となります。）

徹底したセキュリティで、安心感と透明性を保証！

加入年齢
１年契約

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。

たよられるあなたに、たよれる安心を

｝

鰐部三郎

ＷＡＮＩＢＥ ＩＳＭ

シーピーセンター株式会社

古いパソコン、動か
なくなったパソコンの
処分に困っていませんか？ 商工会員様、事業所様限定
ご
お持ち込みの場合
相
データ消去と
談
無料 いさ下
リサイクル処理

ひろけん

1950年創業 自動車部品・アルミダイカスト製品加工

愛知県内の中小企業経営者の皆様へ

産業廃棄物処分業/産業廃棄物収集運搬業/
古物商/一般貨物自動車運送事業/許認可事業所

とりの唐揚げ
＆ハイボール

■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

設計・施工
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

〈土〉

キャンペーン

HP/

まずはお電話を。
TEL (0561) ３２-１７６１

〈日〉

コース料理（2,500 円/3,000 円/3,500 円）も有り。
※コース料理を予約すると飲み放題を
（1500 円/90 分）付けることが出来ます。

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～

千こ
円の
Ｏク
Ｆー
Ｆポ
ン
で

℡32-0818
みよし市打越町畦違167-1

22うれしいな！
日 ～28 日

7月

℡〈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

まだ間に合う！

読者プレゼント
一心亭さんから、お食事券（500円割
引き）を５人の方にプレゼントします。
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
の感想や要望」をご記入いただき、
下記あて７月31日 (消印有効)までにお
送り下さい。
■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」あて。
当選者には、事務局からお食事券を
８月上旬に発送します。
ご利用期限は
８月31日まで
となっており
ます。

＊注文住宅＊新築＊リフォーム

株式会社名古屋ビニックス

Ｈａｙａｎｏ

３頁目のお店紹介、一心亭さんから

■参加費 大人1,000円、
小中学生500円（当日集金）
■持ち物 弁当・水筒・
敷物・間伐作業の出来る
服装・長靴・ヘルメッ
ト・軍手・雨具
■申込み ８月10日 （金） ま
でに「住所・氏名・年齢・学 Sinyou ホーム ㈲信友建設

「みよし商工会」は法律（商工会法） くお問い合わせ、お申込み下さい。
で定められたみよし市唯一の総合経済 《記帳・確定申告のお手伝いをします》
月々、3,240円の手数料で、経営に
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 必要な各種資料を作成（パソコン会計処理）

施
工
例

年（小学生のみ）・電話番号を市役所産業
課あて、電話、ファックス、メールまたは
窓口へ直接、でお申込み下さい。
■問合せ みよし市役所産業課
℡〈0561〉32-8015 / FAX 34-4189
メール sangyo@city. aichi-miyoshi. lg. jp

小学生は保護者同伴のこと。）

㈱アクティヴレスト

三好丘桜４丁目の住宅街の中…
“ホッ”とする隠れ
作り
家的サロン
ィー
デ
ボ
な
的
力
女性専用プライベートサロン
と魅
！
し
イを応援
Aroma Salon
癒 のキレ
女

2018.７月号

いいじゃん通信 Vol.33

N
マ
ナク
ルド
ド

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。）

