THE
HE MIYOSH
MIYOSHI CHAMBER OF COMMERCE AND
ND INDUSTRY

π㜘ൔ

㜘

20

18.２月号
発行計画

（日）
次号は、2018年4月22日

●発 行／みよし商工会
みよし市三好町大慈山2-11

೯ߞ
ߞ

℡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

Vol.31
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）

よる席決めや席替え」。２つ目は
。そし
「ジェスチャーゲーム」
て３つ目が「名前ビ
ンゴゲーム」。2017
年12月10日、男女合
わせ31人が参加。まず
保田ケ池センターで
自己紹介。女性部木
村典子さんが『第一
印象は笑顔でね！』
とアドバイス。その
後、バスに乗り込み
（お菓子くじで席決め）フォ

相手方に『何を飲まれますか』
『お
先にどうぞ』
『この料理おいしかっ
たですよ。いかがですか』と、自
然な会話のやりとりが出来たり、
さりげなく接したり徐々にいい雰
囲気。初対面の硬さがほぐれ、
ゲーム、食事などを通じて
話しやすくなって
きたとこ

い？！』と高らかに声を挙げた男
性参加者のおかげで、さらに盛り
上がった名前交換会。
ビンゴゲームの番号ボールの代
わりに、参加者全員の名前が書か
れた紙の入った抽選箱から名前が
読みあげられ始めると、いつもの
ビンゴ大会同様盛り上がり、景品
をかけてのジャンケンも。
そして、いよいよ「本命カード」
の提出タイム。ところが、せっか
くの名前ビンゴゲームを実施した
にもかかわらず、意外にも『本命
おいしい料理も
の相手の名前が分からない？？』
。
一役買ってくれ
司会や女性部スタッフが助け舟を
ました。
出しながら、本命カードを回収し、
2011年から継続開催し今回で８ レスタヒルズへ移動。
ろでいよいよ「名前ビンゴゲーム」 マッチング結果を発表。
回目。過年度の婚活参加者からの
参加者の緊張感をほぐすため、 を実施。男性は女性の、女性は男
期待感と不安感がゆれる中、７
要望、
『もっと話をしたかった！』 ４つに分かれたテーブルごとに、 性参加者の名前（下の名前）を聞き取 組のカップルが誕生。
『もっとお話
に応えようと商工会女性部が考え ジェスチャーゲーム。お題「サン り、カードに記入。
“名前を聞く” ししたいと思ったから』
『君の名前
に考え抜いて工夫した「婚活プロ タクロース」や「ふなっしー」を というアクションのたどりつく先 を書くからぼくの名前を書いてと
ジェクトin MIYOSHI“赤い糸大作 懸命に身体で表現。
“笑いの力”は は？。料理よりカード作りに積極 言われたから』とカップル成立者
戦”Ⅷ」
。
やはり効果絶大。和やかな雰囲気 的。
（いい感じ！と女性部スタッフ）
『ぼ のコメント。今日生まれた「縁」
作戦のひとつは「お菓子くじに となったところで、お食事タイム。 くの名前を聞いていない人はいな を大切に育んでいって下さいね。

カップル７組成立

職員らが、それぞれ専門分野につ できて良かった。
いて指導。同大学の講義室を使い、 ●難しくてついていけないところ
８人の参加者は「ビジョンと経営 もあったが、大変為になったし、
戦略」
「会計の基礎知識」
「資金計 面白かった。
画」
「事業計画書の作成」など、創 ●いますぐの創業を考えていなか
業に必要な手順を学びました。
ったが、非常に勉強になった。創
特に、専門家からの説明中心の 業に興味を持てた。
座学になりがちな講座の中、カリ
同創業塾を修了後、５人がみよ
（10月～12
キュラムの半分近くを占めたビジ し商工会で「個別相談会」
月にかけて４回開催）
に足を運び、そ
ネスシミュレーション「マネジメ
ントゲーム」が参加者らには好評。 のうち２人が昨年11月下旬に開業。
同ゲームでは、参加者が二人一組 商工会では、創業支援を継続的に
になり、会社を設立。事業所名を 行っています。どんなことでも気
決め、職種を選択。経営戦略や会 軽にご相談下さい。
計知識を学びながら、各グループ 【問合せ】みよし商工会℡34-1234
が経営成績を競っていました。
歓送迎会、各種宴会ご予約受付中！
机上ながら自分が経営者になっ
仕出し・寿司・弁当 炉ばた焼き
たつもりで、稼ぐ力を高め、組織
おまかせ
「創業に関心がある」
「創業を目 延べ６日間（講座数12コマ）行われま と人材を成長に導く創業疑似体験
コース料理
に受講者は、
指している」
「創業したばかり」と した。昨年度に続いて２回目。
2,500 円/3,000 円/3,500 円コース有り
●経営戦略、会社経営全般につい
品数豊富。幹事さんラ～クラク。
いった、自己実現、夢に向かって
同創業塾は、みよし市と東海学
◎コース料理ご注文のお客様に
歩み始めた人たちに必要なノウハ 園大学、みよし商工会とが連携。 て理解を深めることが出来た。
限り飲み放題２時間 1,600 円
ウを提供する「みよし創業塾2017」 同大学で経営や経済を教える教授 ●マネジメントゲームで、仕入れ ■明知町団子山 ■℡32-4143■営業…火曜～日曜日
が、昨年９月から10月にかけて、 や中小企業診断士、地元金融機関 から販売までの一連の流れを体験
の午後５:30～午後 11:00 ■月曜定休 ■Ｐ12台

創業

（人

生）をシミュレー

愛する人への感謝 そして 絆を感じ深める場

ン
ョ
シ

㈱鳥居発条製作所

ろの疲れをいや
し
日ご

への活力を生みだ
す
明日

【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
※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
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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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商工会報

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。

社会保険労務士法人

三好上地区

深谷社労士事務所 代表社員

2018.２月号

理事

深谷正規さん

●三好町前畑38-2 ●℡〈0561〉34-2330

結果的に“人助け”につながっている

●営業 午前９時～午後５時

●定休日

毎週土日、祝日

深谷さんは、
「経営者や会社が、自分たちだけ 当時、父のつてで東京の事務所を紹介されて、
の利益追求に走り“働く人を大切にしていない” そこで２年ほど実務を学び三好に戻り資格を取
のがブラックだと思う」
。深谷さん自身、高等 得。父とこの仕事に取り組んで、もう30年近く
。
専門学校で土木を学び、卒業後、東京でコンピ になりますね」
東京から三好へ戻り、商工会青年部に加入。
ュータ関連企業のシステムエンジニアとして就
職。
「もう、残業の連続。徹夜、休日出勤も当 「三好に戻ってきても、知り合いはいなかった。
でも、青年部のおかげで、色々な業種の経営者
働基準法の解釈、雇用契約の有り方、 たり前。顧客が全国のテレビ局ということもあ
有休の取得など）
、申請書類の作 って、相手方の仕事が終わってから、我々ＳＥ の方たちと知り合え、友人になり、イベントの
が深夜から早朝にかけてシステムを更新したり 出店も経験できて面白かった。当時の仲間とは、
成やアドバイスなどですね」と深谷さん。
。
顧客は豊田、みよし、名古屋、岡崎などの中 メンテナンスをしたり。残業代はもらえたもの 今でも相変わらず楽しい付き合いしてますよ」
保田ケ池で10年続いたイルミネーション事
小事業者がメイン。
「関連する法律のことや法 の、とにかく休みがないし、お金を使う機会も
の適用、改正などについて、経営者も、雇われ ない（笑）。
“何のために働いているのか？”
、と 業。深谷さんはここを『毎週お店が出るような
デートスポットにしたら
ている側もよく分かっていなかったり知らなか 思いはじめました」
。
青年部時代の仲間とゴルフ
ったりします。だから、我々社労士の仕事は、
20代のころの過酷な労働環境からの脱却、働 どうか』と提案。人と人
雇う側にも雇われている方にも必要です。それ き方を見直し転職先として選択したのが社労士 とをうまく融和させ、結
が結果的に、事業所の発展や安定した経営、人 事務所。創業者は父、深谷雄二さん（昭和45年＝ びつける“接着剤”。そ
1970年創業。青色申告会みよし支部監事）
。
「実は、社会 れが深谷さんの役割なの
助けにつながっているのかもしれません」
。
今、ちまたでよく言われる「ブラック企業」
。 保険労務士の仕事内容を全く知らなかった（笑）。 かもしれません。
「うちの顧客は、会社や経
営者、事業主ばかり。主な業
務は、本来、会社で手続きの
必要な労働保険（雇用保険、労
災保険）や社会保険（健康保険、
厚生年金）
、労務管理の相談（労

深谷さん

三好スプリング 代表近藤耕三さん

東山地区理事

「納期を守る」ということが絶対条件
●莇生町水洗33-3
●定休日 毎週土、日曜日

「名古屋市の南区で
昭和40年代に兄がス
プリング製造の仕事をやっていて、そこで
20代前半のころ、手伝い始めたのが、ぼく
のこの仕事の始まり」
。
その後、兄の会社に仕事を発注していた
親会社にサラリーマンとして就職。営業か
ら製造現場でのサポートなど、10年ほど勤
務。経営方針のすれ違いから、退職（転職）
を考え始めた30代。取引先から『独立する
なら仕事回すよ』の言葉に励まされ、昭和
59年（1984年）９月、37歳で独立。
結婚を機に津島に移り住み、三好まで長
時間通勤していた当時。
「幼馴染のお姉さん
のつてで、当時三好町の東山地区に転居。
この莇生水洗地区で作業場を間借りして、
今日まで続けて来たよ」と近藤さん。
創業当時、仕事の依頼は国内主要二輪メ
ーカーのブレーキやアクセル関連部品（ワイ
ヤー）製造がメイン。昨今は業務用製氷機や
厨房設備で有名な企業の製品に使用する
“引っ張りバネやフック加工（写真右）”が主要
製品に。経営者として大切な姿勢を「お客
様の要望に応えること。そして、必ず納期
を守ること。これが絶対」
。
仕事以外の趣味は何もなかったと近藤さ
ん。
「朝７時から夜９時まで働くのは、当た
（笑）と振り返ります。
「でも、40
り前だった」
過ぎたころかな。何もやらない、身体を動
職人的な技術力が製品の「命」

商工会年間主要事業ご案内 会員向け
事 業 名

●操業時間 午前８時～午後６時
●℡〈0561〉34-3228

かさないのもまずいと思い、近所の友達に
誘われてウォーキングのイベントに参加し
たり、地域の仲間とインディアカをやった
りしていたな。今でも、朝起きたら出社前
に三好池を一周、７千歩ぐらい歩いてから、
仕事に来ている」
。
２年前、仕事の大切な“相棒”だった奥
様を病気で亡くし、仕事のほとんどを、一
人でこなさなければいけない状態に。仕事
を発注してくれる親会社が“危機管理”を
前面に出し、受注業者が継続的な部品の供
給が可能かどうかを調査。
「親会社の懸念も
分かるし、自分自身もいつかどこかで引き
際を決めて、けじめをつけなけりゃいけな
いと思っている。正直迷う年になってしま
った」
。
しかし、ウォーキング仲間７～８人の中
で、現役で仕事を続けているのは自分だけ
だと近藤さん。
「まぁ、女房が先に逝ってし
まったのは残念だったが、無我夢中でこの
年までそこそこに健康で、仕事が続けられ
てきたことに感謝している。仕事も商工会
の役員も趣味もそうだが、自分のやれる範
囲内で、最後まで責任を持ってやっていけ
たら」
。
まだまだ“現役”とし
て、バネのように弾力的
に生きていく決意を示し
円筒形のバネを製造し、
ていました。
先端を「曲げ加工」した製品

開催時期

情報です

■新入社員研修（４月）
■いいじゃん通信発行（4・7・10・2月）
■第58回通常総代会（５月22日）
■優良従業員・企業表彰（５月） 産業フェスタでは
子どもお仕事体験も
■従業員等健康診断（６月）
■会員交流研修会（７月ごろ予定）
■源泉徴収相談（７・12・１月）
■技能講習会（工業部会、10月）
■パソコン簿記講習会（10月）
■産業フェスタ（11月）

〈2019年〉
■技能講習会（建設部会、１月）
■決算作成・確定申告相談（２～３月）
〈随時開催〉
■エキスパート派遣 ■専門家企業診断 ■労働保険
業務相談 ■記帳事務代行 ■Webサイト掲載事業
28号～30号関連

読者プレゼント応募ハガキ、ご意見有難うございます。
〈お店紹介関連〉
★みよしにも色々な会社やお店がある
ことを知り、楽しく読ませてもらって
いる。
★地元のお店紹介（喫茶・珊瑚さん、ハレ
ルゥガーデンさん・福ちゃん） 参考にな
る。ぜひ行ってみたいと思った。
★気軽に入れるお店、飲食店などを紹
介して欲しい。
★入ったことのないお店の、店内の様
子やメニューが分かって良かった。
★パン教室「ワニべっち」を興味深く
読んだ。“自分も行きたい”と思える
案内が欲しい。
★「お店発見」は毎回楽しみ。
★シニア世代に元気をいただけたら。
★お店の努力していることやオススメ
商品などが分かり読んでいて楽しい。
〈紙面全体について〉
★毎号楽しみにしている。みよし市の

いいところを発信していて良い。
★地元の情報が詳しく書いてあった
り、読んでいて楽しいし勉強になる。
★みよしの「中部」「南部」のことが
分からないので、その地域の記事を楽
しみにしている。
★知らない業界のインタビュー記事が
面白い。
★「銀座のママに学ぶ」が参考になっ
た。住民向けの講演会も企画して欲し
い。
★ページ数が増えて、充実した情報紙
になるといい。
★みよし市内の商工の情報が分かって
いい。カラーページで読み易い。
★昭和工業さんの「かやの木」は大き
くて、ぜひ現地に行って見たい。
★文字が少し読みづらい。←レイアウト
や文字の大きさなどを引き続き工夫してい
きたいと思います。（編集部）

髪と頭皮を健康、キレイにするお店

先日こんなことがありました。

『このハネるクセ毛をどうにかして～！毎朝大変なのよ！』
『寝グセとカラーで傷んだ髪が絡み合って、ブラッシング
すると切れてしまい、どうにもならないの…』
な
こう

〈有限会社 鬼頭塗装店〉

る

そこで私は、「トリートメントでクセ毛を伸ばしすぎない」「ボリュー
ムを残したまま、美しい髪に仕上げますからね」と伝え、
艶髪トリートメントを施しました。
すると『えっ～、私の髪がこんなに美しくなるの～？！。
まるで絹地を触っているみたい。すっごく感動！』と
感謝されました。
髪のお悩み、30分無料相談受付中！

■■■■

■■■■

艶髪トリートメントで

☆みよし市西陣取山82-2 ℡34-3477

お悩み解決！

☆営業時間 9:00～18:00 定休日／毎週月曜・火曜

0120-55-3477

☆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

３
商工会報
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野菜ソムリエが作る、野菜
ワンプレート
もりだくさんのランチの 自薦・他薦OK。“個性的な”お店お待ちしております。

2018.２月号

す。
１週間ごとにランチ
メニューは変えますが、
２月の第一週（取材時）は
「節分」で鬼と金棒を、
野菜と糀（こうじ）のカフェ
第二週はバレンタイン
〈2017年10月オープン〉 店主 花木篤子さん
でハート一杯を演出し
■東陣取山201 ■℡090-9226-5087 ■〈テーブル〉14席
てみました。３月には
■営業時間 午前11:00～午後 5:00 ■定休日 毎週日曜日・第１月曜日
雛祭りとか、春らしい
■駐車場 お店の前４台（※縦列駐車願います）。お店反対側に１台の計５台
テーマを盛り込みたいと思っています。
●お店の特徴、開かれた くり・漢字の右側）に分けると「こめのはな」
●ベジフルパフェも、ボリューム満点、美し
きっかけなどを…
と読めますよね。そんな同じような響
い盛り付けですね…【花木さん】自然素材
【店主・花木篤子さん】「糀（こうじ）」を使った きの言葉ということもあって。
を使ったこだわりの野菜ジェラート数種
料理を家でも作っていて、友達や家族に振る舞 ●お料理の魅力、ポイントは…
の中からお好みで２種類を選べます。こ
うと『おいしい！おいしい！』と喜んでくれた。 【花木さん】「糀」を豊田と岐阜から仕
のはなオリジナルのアボカドヨーグルト
もっと勉強しようと、糀を“うり”にしている 入れ、私が手作りで甘糀、塩糀、だし おいしさは、食べてみ と季節の果物がトッピングされます。
ないと表現できない！
お店がないかなぁと、色々調べましたが結局無 糀（友人が作ってくれた濃縮だしと混ぜる）を作
●お店の名付け親、ご主人様はどんな
かったので、それじゃ、自分でやってみようと。 り、それをベースに野菜の味付けをしています。 サポートを…【花木さん】２年前に退職し『農業
（笑）
野菜ソムリエの資格もありますので、生産者 がしたい！』と生まれ故郷の長崎に戻って、野
私、食いしん坊なんです。
の方と直接仕入れのやりとりしながら、作り手 菜やお米を精力的に作っています。主人が育て
●お店の名前に込められた思いは…
【花木さん】私の名前が“花木”なんですが、最 や野菜の良さをＰＲしたり、伝えたりできたら
●野菜もりだくさんランチプレート てくれたお米や野菜も
（数量限定） 1,000円
初は“木の花”という案から、漢
と思います。そんな野菜を活かした
ここで活用しているん
※プラス300円で、プチデザート＆
字よりひらがなのほうが「やわら
「野菜もりだくさんランチプレート」が
ですよ。
お飲物が付きます。
●ベジフルパフェ 600円
かい」「やさしい感じがする」と、
当店のメイン。使っている野菜の数
美容院
歯科
●珈琲・紅茶・ソフトドリンク
主人が付けてくれました。
でいうと30種類ぐらい。それを材料
天王台
コンビニ ● ●
●
●●●
400円
●●●
それに、糀という漢字は、明治
に14～5種類の料理をワンプレート
●
●生甘酒酵素ジュース500円
１
５
時代に和製漢字として、ふわふわ
Ｇ ３
大人気のランチ に盛り付けて提供しています。
Ｐ
●豆乳甘酒500円
Ｓ バ このはな ★
イ
した白い菌糸が、蒸し米を花のよ
●季節感も感じられる素敵なランチ
Ｐ
パ
●気まぐれデザート600円
ス
※駐車場はお店の前
うに覆っているところから表現された象形文字 ですね…【花木さん】『わぁ、すご～い！どれか
◎お弁当テイクアウト出来ます。
４台分とお店の反対側
に１台分
ご予約頂けますと助かります。
だそうですが、その漢字を偏（漢字の左側）と旁（つ ら食べようかな』という声がすっごく嬉しいで
いつもにこやか。
店主の花木さん

N

このはな

輝 ラ

リ

建築工事/設計施工/土地建物相談

Active Woman

加藤建設株式会社 加藤民子さん

〈本社〉三好原31 〈事務所〉東郷町諸輪永井田202
℡〈0561〉39‐0125 メール webmaster@katoken1972.co. jp

商工会女性部 副部長

★会社の沿革を
教えて下さい…主
人（加藤浩二・同社
代表取締役）の祖父
が「加藤木材」と
いう会社を作った
みよしと東郷の境にある事務所
のが始まりだそう
で、昭和47年（1972年）に現在の社名にしたそう
です。私は、主人との結婚後、社員として経理
を中心に事務全般を担当してきました。
★仕事は大変でしたか？…中学、高校生のこ
ろ数学とか理科とかが得意で、公式や法則にあ
てはめて、解いていくプロセスが好きでした。
だから、経理・事務的なことは問題なくやれた
と思います。
それよりも、施主さんの要望や声を聞いて、
一つひとつの現場管理をしっかりやったり、官

仲間とのコミュニケーションを
大切にする加藤さん（中央）

ので、女性部員は引き継い
でいました。
（女性部の活動はいかがでしたか？）
“私の宇宙（視野）”が広
がりました （笑） 。本当に

公庁へ提出する書類をきっちり作成
したりすることの大切さを感じさせ
られましたね。

色々な方たちと知り合いに
なれて、さらに元気な“お
教員になろうとは、あまり積極的
姉さま”方からもすごく刺
に思っていなかったのですが、大学
激をもらっています。
３年生時に小学校へ教育実習に１カ月間行った
★印象的な事業は…やはり、婚活とか、イベ
ら、子どもたちとのふれあいが楽しくて楽しく ントの企画・運営が面白いと思いました。特に
て、先生になりたいと思うようになりました。 イルミネーション委員もやっていましたので、
５年間教員を務めました。私にとってかけがえ 盛り上げようと奮闘している“熱い人”が多い
のない経験でした。
と感じました。本番に至るまでの様々な準備や
★女性部の活動に関わるようになったのは… 裏方の大変さを、身を持って実感しました。
３年前、下の子が大学生になったとき、
『常任
★プライベートの過ごし方は…私の本棚はミ
委員（女性部内の役員）になってくれないか』と ステリーであふれています。時間さえあれば、
依頼をいただき、子どもも手を離れたことだし、 外国ものをメインにミステリー本を読んでいま
引き受けることにしました。
すが、女性部先輩からの刺激、影響もあって韓
（笑）
それ以前には、義母が女性部に所属していた 国ドラマにもはまっています。
（小学校の教員経験があったとか…）

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 18:00～23:00 （日曜定休）
★℡〈0561〉76-3228 ★西一色町猿投松58-1

三好
井ノ口

三好ベニヤ

●

早朝から営業しております。

● サークル
K
●

●●●

N

℡32-3206
ブルーベリーの里みよし 検 索

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

◆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

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）

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。

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

■みよし市三好町上１番地１ ■営業９時～夜６時 ■木曜定休

整体・カイロ

ピアゴ
黒笹駅
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 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

）

◎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

身体の不調には理由が
あります。 こころ
からだ

）

℡ ３４‐３５１８ FAX３４‐３５１７

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

４
商工会報

ＴＨＥ ＭＩＹＯＳＨＩ ＣＨＡＭＢＥＲ ＯＦ ＣＯＭＭＥＲＣＥ ＡＮＤ ＩＮＤＵＳＴＲＹ

商工会・新会員ご紹介 〈29年9月～29年12月理事会加入承認分〉

手数料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
みよし商工会の会員数は、Ｈ29年12 12社が加わりました。よろしくご利用、
月４日現在８７６社です。今回新たに ごひいき賜りますようお願いします。 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
企業名（事業所名）
業種（事業内容）
所 在 地
委託し、事務量を軽減しませんか。
■問合せ みよし商工会℡34-1234
㈱東海車輛
運送業
明知町八和田山
三好町上

㈱ＮＴサービス

運送業

福田町井ケ谷境

Ｋｉｔｃｈｅｎ

飲食業（カフェ）

福田町大沢

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
どの窓口は大変混み合います。そこで、
結クラシカル三好
葬儀業
三好町折坂
平日に手続きが出来ない方や窓口の混
このはな
飲食業（喫茶）
東陣取山
雑を緩和するため、転入・転出の手続
Ｌｏｔｏｓ
美容業
三好町蜂ケ池
き並びにそれに伴う各種届出業務につ
Ｂａｃｋ Ｂｅａｒｄ
自動車販売
天王台７丁目
いて「休日臨時窓口」を下記日程で開
設します。
㈲エイコー技建
建設業（建築）
福谷町棚田
■日時 ①３月24日（土）
㈱河村産業
運送業
打越町新池浦
※４日間とも
②３月31日（土）
午前９時から
木村逸己
保険業
三好町東山
③４月１日（日）
正午まで
安田美津江
保険業
豊田市矢並町
④４月７日（土）
■会場 みよし市役所本庁舎１階及び２階
「みよし商工会」は法律（商工会法） 《記帳・確定申告のお手伝いをします》 ■主な取扱業務及び担当課
で定められたみよし市唯一の総合経済
月々、3,240円の手数料で、経営に 【市民課／℡32-8012】住民異動、印鑑
団体です。入会金は１千円。会員加入 必要な各種資料を作成（パソコン会計処 登録申請、住民票発行、戸籍届出、マ
は常時受付けておりますので、遠慮な 理）します。所得税申告、消費税申告 イナンバーカード交付など。
（申告時は、別途申告
くお問い合わせ、お申込み下さい。
の際に役立ちます。
【保険年金課／℡32-8011】国民健康保
険や後期高齢者医療保険、福祉医療の
資格取得、喪失、変更など。
設備一般・重量物運搬・据え付け
【福祉課／℡32-8010】障がい者手帳、
企業をサポートする
同手当、自立支援医療の手続きなど。
【長寿介護課／℡32-8009】介護保険の
誠
資格取得、喪失、変更。高齢者サービ
スの変更、廃止など。
派遣元責任者番号 001-091204231-050
【子育て支援課／℡32-8034】児童手当、
児童扶養手当、愛知県遺児手当、みよ
〒470-0206 みよし市莇生町山田54-7 ℡３６‐０７７２ FAX３６‐０７９２
し市遺児手当の手続きなど。

有限会社

柘植工業

1950年創業 自動車部品・アルミダイカスト製品加工

ＣＭで話題のスポンジ
小売りいたします

ランキング
１位

Ｓ

N
●

■

￥550（税込）

ダスキン愛豊

関西ペイント

●●●
莇生原（新屋辻）

鰐部三郎

ＷＡＮＩＢＥ ＩＳＭ

台所用 スポンジ ３色セット

ＧＳ・コンビニ

お
客
様
満
足
、
第
一

㈱鰐部製作所
代表取締役社長

が誇る
ダスキン 商品！
ット
ベスト ヒ

●●●
莇生郷

★
莇生町曽和265-1

フ ク ト イ イ ナ

01 2 0- 09 0 55 7

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

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

〒470-0226 みよし市西一色町塚ノ下493-3

現場を拝見し、ご要
望に沿ったプランを
ご提案します。

検索

クリーニング
有限会社

伊藤組

事務所・工場 みよし市明知町豊16-2

Sinyou ホーム ㈲信友建設

℡32-0818
みよし市打越町畦違167-1

加入年齢
自動更新型

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

傷 害死 亡

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

“ホッ”とする隠れ
り
家的サロン
ー作
ィ
デ
力的なボ
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

Plumeria
セラピスト Ｔsｕｔａｅ

Ｈａｙａｎｏ

体脂肪気になりませんか？
サイズダウンに温かいラジオ波や
キャビテ―ション痩身がおすすめ！
予 約 早野 090 -1830-6505 アロマサロンプルメリア みよし

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

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)

検索

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

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

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。

繕

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。

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

碧 亭
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
●●●

フィール
三好店

豊
田
知
立
線

●

N

マ
ナク
●●●
ルド
三好弁財天
ド

碧亭

★

至
● 刈
ピザハット 谷
→

愛知県中小企業協同組合

加入資格

共済掛金 月掛

［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）
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！

三好丘桜４丁目の住宅街の中…

中国料理

たよられるあなたに、たよれる安心を

経 営者 医 療共済

■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、このはなさん発行の
当選ご案内を事務局から発送します。
なお、ご利用の際は、午後２時以降の
ティータイム時にご注文いただけると
助かるとのことです。ご利用可能期間
は４月末までです。

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。

営

愛知県内の中小企業経営者の皆様へ

１年契約

有効）

ミズノ建設工業株式会社

＊注文住宅＊新築＊リフォーム

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

のデザート「ベジフルパフ
（自然素材を使った、こだわり
ェ
ト
ン
ゼ
読者プレ
の野菜ジェラート）
」の試食券を
５人の方に読者プレゼントします。
希望者は、ハガキに①ご住所・お名
前 ②電話番号 ③いいじゃん通信へ
の感想又は要望などを記入し、３月15
日 （木） までにご応募ください。 （当日消印

技術と誠意で信頼にお応えする

施工事例多数掲載

まずはお電話を。
TEL (0561) ３２-１７６１

このはなさん（店主・花木篤子
さん）から、同店オリジナル

作業工賃、廃油処理費用を含みます。

℡ 〈0561〉32-1922（代） FAX 〈0561〉34-2356

HP/
有限会社 伊藤組

ベジフルパフェを５人に

５００円でオイル交換！ クーポン

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

このはなさんから（３頁のお店紹介）

貴

ファイナンシャルプランニング

Ｍｉｉ’ｓ

【税務課／℡32-8003】原動機付自転車
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。

みよし市からのお知らせ

FPみよしネットワーク協会

2018.２月号

いいじゃん通信 Vol.31

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。）

シーピーセンター株式会社
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

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

｝

。
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！

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
℡〈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）

