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みよし商工会の会員規模

は、法人会員が約500社、個

人会員が約400事業所。19

支部があり、三好上支部（第

１から第５までの支部）が２００事

業所を超え、その次が三好

下支部で約１００事業所。
そんな三好下支部の会員

と、その家族ら20人以上が７
月下旬、刈谷市井ケ谷町に
ある、みかん狩りやパターゴ
ルフなども楽しめる観光農
園「小林農園さん」に集まり
バーベキュー大会。台風の
影響で雨風ともに強まる悪
天候も、ブドウ棚が頭の上

に広がるハウス内で心
配なく開催。賑やかに
楽しくおいしい時間を
過ごしていました。

三好下支部の支部
長で、商工会代表理事
を務める原田浩さん（㈲

昭和工業代表取締役）は
『現在、三好下支部の

活動に参加してくれてい
る事業所数は74。後継者
難で店仕舞いされる方も
いて、参加人数の減少が
悩みどころ。会員同士の
交流や情報交換など、総
会と年１回の親睦会（研修

会）で、ボウリング大会や
工場見学、日帰り研修を
実施してきた。来年２月
はいちご狩りを予定して
います』。

このような支部活動の
取り組みや工夫が、商工
会活動の発展、継続に
貢献してくれるのでしょう
ね。

ＭＩＹＯＳＨＩ ＳＯＣＩＥＴＹ

みよし市内の農業・工業・商業
の各部門が集まり、100近くのブ

ースで多種多様な飲食、物品販売、サービ
スのＰＲ、ステージ企画が行われる年１回
の大イベント。

商工部門では、54ブース（飲食19ブース、物

販・ＰＲなど35ブース）が出店（展）します。工業部
会が「オリジナルグラス作り（サンドブラスト体

験）」、運輸分科会が子どもたちの交通安全意
識を高めるため「トラック乗車“死角”体験」、
青年部が昨年に続き、「子どもお仕事体験コ
ーナー（９種類＝右表参照）」をご用意。

商工会会員自慢の品々や“特産品認定商
品”の販売、サービス内容などが展示、ＰＲさ
れますので、ぜひ足を運んで下さい。
【問合せ】みよし商工会℡〈0561〉34-1234　

月 日〈日〉
■午前9時20分　 オープニングセレモニー

■午後2時30分 イベント・模擬店終了

部会名など 具 体 的 内 容

商業サービス部会 わたがし・アートバルーン作り体験

食品部会 果物などの販売　

建設部会 ミニショベルの展示　  

青年部

★子どもお仕事体験コーナー
・お花屋さん・食べ物屋さん・大工さん

・鉄工房・シート工房・おまわりさん

・ひまわりテレビ局・写真屋さん（ドロ

ーン操作撮影）・風船屋さん（風船オブ

ジェ作成体験）　

青色申告会みよし支部 水風船釣り、スーパーボールすくい、税務PR

宅地建物分科会 無料相談・アンケート、ガラガラくじ

特産品開発委員会 特産品販売、特産品認定制度ＰＲ

工業部会 オリジナルグラス製作（サンドブラスト）

みよし運輸分科会 交通安全、トラック乗車“死角”体験

心も体も財布も

ひと足早いクリスマス。きっと見つかる「運命の出会い」。

ナゴヤキャッスルでトキメキの時間。

一流ホテルのランチビュッフェで盛りあがろう。

気持ちがつながったらアクション開始！　 Let’s Go！

2011年から始まり、通算10回目

となる婚活プロジェクト“赤い糸大

作戦”。昨年（2018.9開催）は男女合わ

せて49人にご参加いただき、成立したカップ

ルは10組。

女性部では、過去の実績や運営方法を見直

し、参加者同士の会話のきっかけを増やそう

と“回転トーク”とネーミングされた、異性

の相手全員と対話するチャンスをご用意。

開催当日、ナゴヤキャッスルへは保田ケ池

センターからバスで移動します。午後4時に保

田ケ池センター着、解散予定です。バスの中

や解散後にもチャンスはあります。

カップル成立者には、豪華記念品がプレゼ

ントされます。

※申込書は、みよし商工会ＨＰ「344navi.com/」から

もダウンロード出来ます。■問合せ　 みよし商工会

〈0561〉34-1234、Eメールmiyoshi@aichiskr.or.jpへ。

婚

活
プロ
ジェク

ト
支
部
活
動
で
会
員
相
互
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

株式会社名古屋ビニックス
〒470-0225　 みよし市福田町樋場15-2       ℡〈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

施
工
例

↑
施
工
例

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。

みよし商工会 各部会などの出店予定

10

左端、支部長の
原田さん

〈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

と き 12月1日（日）午前9:00～午後4:00

会 場 ホテル・ナゴヤキャッスル

参加費 女性2,000円/男性5,000円

定 員 男女各25名

申込み 申込書（※）に必要事項を記入し、

10月31日（木）商工会必着でお申込み下さい。

有限会社 柘植工業
企業をサポートする

設備一般・重量物運搬・据え付け

誠

派遣元責任者番号　001-091204231-050

〒470-0206 みよし市莇生町山田54-7　℡３６‐０７７２ FAX３６‐０７９２
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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

「父親がサンプラザ（※下記参照）でやってい
た40年ほど前に比べれば、デザイン、カラー、
機能性など本当に多品種になりました。洋服
やバッグの有名ブランドが、ここ20～30年でメ
ガネ分野に進出してきたことも大きいですし、
お客様のニーズ（価格重視かデザイン・機能などの品質

重視か）が多様化していることもあると思いま
す。ぼく自身、50本ほど持っていますが、お気

に入り10本ぐらいをＴＰＯ
で使い分けていますよ」。
英嗣さんの父、金光さ
んが三好上地区で、メガ
ネ・時計・宝石の店「金
光堂」を54年前創業（写真

右）。英嗣さんは２代目。
サンプラザ閉店後、アイ

モールのテナントとして入店。今年で19年目。
このときに業種転換し、メガネ専門店に。“ボ
ランタリーチェーン”と言われる共同仕入れ
と共通の販促活動支援以外は、本部（ウィンクチ
ェーン）からの制約は少なく、店名も経営スタ
イルも自由。現在、国内には124社（217店舗）が
加盟。
鈴木さんは高校卒業後、眼鏡士の資格を得
るために専門学校へ。その専門学校を運営す
る愛知の老舗、キクチメガネの創業者が『メ
ガネ作りは、お客様のことを思う“医者”と
しての立場と商売人としていかに
売るかの半分半分だ』と説いた心
構えが記憶に残っているそうです。
メガネ作りは「オートレフメー

ターという、カメラのオートフォ
ーカス機能と同じような仕組みの
測定器で、お客様の目の状態の６

～７割くらいは
判別できます。
残りの細かい部
分を、私たちの
経験値で補正を
加えます。お客
様からの『よく
見えるようにな
った』『この前勧めてもらったメガネ、友だち
に誉められて嬉しかった』などの言葉が喜び
とやる気につながります」。

しかしながら、スマホやゲーム、あらゆる
場面で目が酷使されている現代。“半医半
商”の思いと同時に「メガネのニーズは、ま
すます高まると思います。頼られる以上は
ベストの提案をしていきたい」と鈴木さん。

キラリと光るメガネを通して“メガネの未
来”にフォーカスしているのでしょうね。

メガネのウィンク ㈲金光堂 代表取締役 鈴木英嗣さん

“半医半商”お客様に寄り添うアドバイスを

メガネのかけ心地をていねいに調整

「家づくりを、家
族共通の思い出
づくりの機会にし

ていただけたらと思っています。人生の中で、最
も多くの時間を過ごす自宅だからこそ、家族そ
れぞれがどんなふうに過ごしたいのか、逆にひと
りの空間をどう楽しくするのかなど、一緒に考え
ていけたら嬉しいです。お施主さんのご家族と、
設計者、職人達がアイデアを出し合って“自分
たちらしい家ができてよかったなあ”と感じていた
だけるような設計を心がけています」と宇野さん
ご夫婦。 

1998 年に事務所を設立して、今年法人化。
大学の建築学科で、環境デザインや健康な住ま
いづくりなどを教えている勇治さんは、「建築を、
つくるだけでなく、街づくりや駅前整備などソフト
面にも幅広く取り組んでいます。日本の文化や
伝統的な工法も受け継ぎながら、さらに現代に
マッチングするよう“進化”させていきたい」。 

一方、仕事と子育てをしながら一級建築士を取
得したみきさん。色彩計画が専門で、誰もが見や

すく、分かりやすい空間をつくるため“カラーユニバ
ーサルデザイン”の普及活動にも取り組んでいま
す。 仕事の役割分担は、勇治さんが主に建物全体
のデザインを行い、みきさんがインテリアコーディネ
ートを担当。プラン作りは夫婦二人の共同作業。

そんな宇野さん一家が生活する自宅兼事務所
は、柿畑や水田に隣接し、三好池のほとりまで 100
㍍ほどの距離。三好池の花火も自宅に居ながら楽
しめ、四季折々の景色が魅力的なロケーション。
“池の見える家”（写真右下）と名付けられた自宅は
「グッドデザイン賞」 「木の建築賞」などを受賞。柱
や梁が見える伝統工法で作られた自宅、外壁の
焼杉板は経年劣化しても自然な色味が出せて
います。また、夏は深い軒や建具で日射しを遮
蔽し、通風を活かすことで、なるべくエアコンを
使わなくてもいいような工夫を、冬は薪ストーブ
で暖をとり、省エネとするアイデアが家全体に取
り入れられ、居心地の良い空間となっています。

プランを検討する場合「フレキシブルに使える
空間をつくることを意識しています」と、みきさん。
例えば、リビングにつながる畳スペースは、お昼

寝、アイロンがけ、来客用寝室など多目的に活
用。 また、家族の増減や年齢の変化に対応でき、
10 年後、20 年後も使いやすい“作りすぎないプ
ラン”を心がけているそうです。さらに、女性・母
親ならではの視点が「子育てをしやすい家事動
線と収納スペースの確保も大切なポイントです。
キッチンから見える位置に勉強コーナーを配置
し、夕飯を作りながら子どもの様子を見られるレ
イアウトや、食品庫、ウォークインクロゼットなど、
独立した収納スペースを確保することで、モノが
収納しやすく、片付けが楽になりますから」。

そして勇治さん。「家づくりは、要る・要らないの
選択や決断、優先順位をしっかり押さえることが大
事です。一般住宅の新築に限らず、リノベーション
やビル・工場などの建て替え、改修も手掛けていき
たいです」。“木だけでなく森を見る”ことのできる
「ジェネラリスト」だからこそ、きっと幸せな家(場所)

づ く り へ と
導いてくれ
ることでしょ
うね。

●三好町東山37-14   ●℡〈0561〉57-5011 ●HP unosogo. jp/ ●メール info@unosogo. jp ●定休日:日曜・祝日

●アイモール２Ｆ（三好町青木3-6） ●℡〈0561〉32-2339
●年中無休     ●営業 10:00～21:00  

三好上地区理事
一つひとつの商品を大切に扱う鈴木さん

株式会社 宇野総合計画事務所代表取締役 宇野勇治さん

〈同〉 宇野みきさん

ひでし

※1973年から1999年まで、現在、みよし
市図書館のある辺りにあった、10数店
舗が入居していた共同店舗

愛知産業大学　 造形学部建築学科
准教授（工学博士）・建築家・一級建築士

建築家・一級建築士・カラーコーディネーター作りあげるプロセスを楽しむ！

みよし市内で建築された「二世帯住宅」の建築模型

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。

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】

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。

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

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
31,644円（３日間:20時間）

★他資格有りの方
27,540円（３日間:16時間）

小型移動式クレーン

☆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）

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。

㈱鳥居発条製作所

ＩＳＯ ９００１取得
ＩＳＯ１４０００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 

創業当時のお店

忘年会・各種宴会、ご予約受付中！
炉ばた焼き・仕出し・寿司・弁当

■明知町団子山 ■℡32-4143■営業…火曜～日曜日　

の午後５:30～午後10:30 ■月曜定休 ■Ｐ12台

おまかせ
コース料理

2,500円/3,000円/3,500円コース有り

品数豊富。幹事さんラ～クラク。

◎コース料理ご注文のお客様に
限り、飲み放題 90分 1,500円

「池の見える家」。開放感のある２階
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★「原文（はらぶん）」

さんのお店の歴史を

お聞かせ下さい…

〈原田有子さん〉

“旧い話”は社長

（主人）に聞いてもらっ

たほうが確かだと思い

ますので。

〈オーナー・原田文俊さん〉

明治生まれの祖父、

原田文一（初代商工会長・S36.4.1～S41.3.31）が、みそ・た

まりを販売する『原田文一商店』を創業したのが

始まりです。２代目が私の父、原田豊。酒販免許

を取得し、お酒やビールも売るようになりました。

私で３代目。私自身小売業40年以上になります。

〈有子さん〉当時、ビールやお酒以外にも、パ

ン、ジュース、食料品、化粧品、薬、生活雑貨な

ど、色々な商品を取り扱っていた“なんでも屋”さ

んでした。今で言う“コンビニ”ですよね。（笑）

★酒屋さんのころの思い出はありますか…

〈有子さん〉瓶ビール１ケースは重たくて大変で

したよ（笑）。薬も取り扱っていたので、私が

管理薬剤師として責任者を務めていました。その

ころもお店は多忙で、家族みんな忙しそうに働い

ていたので、私だけ、休んだり好きなことをしたり

するような雰囲気じゃなかった。（笑）

★コンビニチェーンに加盟する決断をされたのは

…〈オーナー・文俊さん〉 流通業界の変遷、メーカー

や卸問屋の統廃合で、小売店のうまみが少なく

なってしまったということ。それに、棚卸をすると

“膨大な在庫”があり、もし大地震が発生して、商

品が破損したらとんでもないことになる。

小さな地震でさえも、いつもピリピリしていて、

そのリスク管理を考えたら、転換もやむを得ない

かな…、と決断した。2007年８月にオープンした

から、もう12年を超えたね。

★自営からコンビニに切り替えて、お仕事はいか

がですか…〈有子さん〉忙しさには慣れっこでした

が、やはり「システム」に慣れるまでが大変でし

た。年中無休ですし、家に帰って寝ていても、い

つ電話がかかってくるかと思うと不安。今でも、正

直慣れないですよ。（笑）

●お店の歴史を…【鈴木さん＝以下“ママ”】
マスター（前経営者の塚本勝広さん）がご病気で２
年程前に亡くなられてしまったのですが、40年
ぐらいは続いていると聞いています。常連さん
やご近所さんですごく賑わっていて、マスター
は入院中『お店が気になる』『どうなってる？』
と、すごく心配していたので、「私が頑張って
続けるから」と励ましていました。でも、マス
ターの入院中は、やはり１年近くお店を閉めざ
るを得ませんでした。（マスターの言葉を“遺言的”

に受け止め、後継ぎを決意されたわけですね…）

【ママ】私、居酒屋が大好きで、このお店で10
年ぐらいアルバイトをしていた経験もあった
し、客としてカウンターに座り、飲んだりカラ
オケを歌ったりもしていました。
好きなカラオケを活かして、マス
ターからお店の昼間の空き時間を使
って（週２回、午前10時から午後３時）、
カラオケ喫茶「百舌（もず）」を2015年
ごろから３年間続けていました。そ
んなカラオケ人脈もあって「お店を

やってみたいなぁ
～」という漠然と
した思いから、
「こんなにもみん
なに好かれ、思い
出が詰まっている
このお店を守らな
ければ」という気持ちに変わっていきました。
●お店の特徴を…【ママ】和食から中華まで、
料理上手だったマスターに比べ、レパートリーも
少なく、マスタ―の味になかなか追いつけないの
ですが、私なりに工夫しながら『煮物がおいし
い！』って言われるように“家庭的なおふくろの
味”を大切にしていきたい。

私の実家は、豊田市内にある
飲食店ですが、小学生のころから
お店の手伝いはよくしていまし
た。母親はあまり料理が得意じゃ
なくて、夕ごはんは父親が準備し
てくれたので、覚えているのは“お
やじの味”でしたけどね。（笑）

【常連客の一人・國塚義郎さん】マ
スターがやっているころから30年ぐら
い来ている。ママはがんばり屋さんで
よくやってると思う。他のお客さんやマ
マらとの世間話、カラオケが楽しめる
“この雰囲気”が大好きなんだよね。
●どんなお店でありたいですか…

【ママ】一人でぽつんと来られても、
居心地の良い場所にして差し上げた
いですね。“また、来ちゃった～”っ
ていう感じで足を運んでもらえるよ

うな。
（編集部…コース料理などはありますか？カラオケの利用方法は）

【ママ】決まったコース料理は
無いのですが、ご予算や希望メ
ニューに応じて用意させてもら
います。予算3,000円ぐらいでお
腹いっぱいになりますよ。締め
の手巻き風おにぎり（お客様が自
分で握る）も好評ですよ。
カラオケはチケット制です。
夜は12枚2,000円、昼間（月・火のみ）

は10枚800円ですよ。ぜひ、歌も
楽しんでくださいね。

●一品料理　 350円～800円程度

●油あげ にんにく焼き　 350円

●本日のサラダ 600円

●手羽煮（５本） 500円

●地養卵（３日くらい煮込んだ絶品の味）1個 100円

●おにぎり 400円 

●生ビール（中） 600円　

●焼酎ボトル キープ 2,500円～

★

N

●

サンアート

やすべゑ

●●●

●

コンビニ

お刺身盛り合わせ、美味しく新鮮

●●●

中部小

Ｐ

明るく元気なスタッフとママ（右側）

カラオケ道場・居酒屋　やすべゑ
〈2018年5月開業〉 店主 鈴木美穂子さん

■三好町蜂ケ池15-13　 保田ケ池コーポ１Ｆ　 ■℡〈0561〉76-2778
■お座敷４席（４～６人席）、カウンター９席　 ■営業時間  〈夜〉午後5:00～10:00

〈昼・カラオケ喫茶〉月曜・火曜限定　 午前10:00～午後3:00　
■定休日　 毎週水曜日　  ■駐車場　 同コーポ共用駐車場15台

自薦・他薦OK。“個性的な”お店お待ちしております。

話がはずみ、ついつい長居

してしまうアットホームな

煮物、酢の物、肉じゃがなど和風の良さ

保
田
ケ
池

み
よ
し
商
工
会

保
田
ケ
池
セ
ン
タ
ー

満福寺

店内、“歌うま”のお客さんで賑わうカウンター席

カラオケの舞台にも
出演する鈴木さん

★商工会女性部にはいつ入られました

か…〈有子さん〉主人の母がずっと加入し

ていたのですが、その“後釜”として入る

ことになりました。今年度からです。１～２

時間の会合や集まりなら参加できればと

思っていますが、イベントなどになってし

まうと、あまり協力できないので、本当に申し訳な

いです。

★勤務シフトは…〈有子さん〉お客様の多い、朝

と昼のフォローをしたのち、大体は夜７時から深

夜帯までをメインに対応しています。主人が午後

２時から入ってくれます。

１週間の流れで見ると、お店周辺の市役所や

会社がお休みとなる土日は、少し落ち着いてい

られるかな、と感じます。

（もし、ゆっくり自分の時間を取ることができるとしたら何

がしたいですか） 〈有子さん〉う～ん、孫と一緒に遊

びたい！（笑）。近くに住む娘の子どもですが、１

歳２カ月になって、よちよち歩けるようになったと

ころ。孫の相手をゆっくりできたら嬉しいかな。

輝 ラ リ

Active Woman 商工会女性部員

セブン-イレブン みよし三好町店 ㈱原文

店長 原田有子さん

●三好町中島５ ℡/FAX 〈0561〉32-1018
●24時間営業 

℡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

◎パスポート・ビザ・就活などの証明写真

◎七五三、成人、入園・入学、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

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～夜６時 ■木曜定休

℡ ３４‐３５１８ 　FAX３４‐３５１７

初代三好町商工会長
原田文一氏

“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

1,000円（税別）

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）

ピアゴ

黒笹駅

至三好ケ丘

至日進

★
●●●

至
福
谷

■

■

黒笹
公民館

セブン
イレブン

ココ

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

キ
リ
ト
リ
セ
ン

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。

こ
の
ク
ー
ポ
ン
で

千
円
Ｏ
Ｆ
Ｆ

有限会社 伊藤組
事務所・工場 みよし市明知町豊16-2

鉄骨

総合建設

設備

クリーニング

設計・施工

工場・倉庫

住宅・車庫

新築・増改築

鉄骨階段等

架台・作業台

等設備製作

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

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～

HP/
有限会社 伊藤組 検 索

施工事例多数掲載

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。

0120-090557
フ ク ト イ イ ナ

みよし市莇生町曽和265-1

標準価格
1,210円（税込）

①お風呂・化粧室用洗剤
②カビ・ぬめり取り剤
③トイレ用除菌・洗浄・消臭剤

④台所用

抗菌スポンジ

⑤びっくりすきま
ピカピカ（５本セット）

店頭販売中

くらしキレイＢＯＸと便利なお掃除グッズ
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商工会・新会員ご紹介〈31年４月～令和元年8月理事会加入承認分〉

企業名（事業所名） 業種（事業内容） 所 在 地

柴田シャッター建材 建具工事業 三好町上

㈱ウォーターワークス 水道工事業 莇生町汁田

ＩＫ機工 建設業 打越町三本松

美容室フェアリー・テイル 美容業 三好丘１丁目

ＴＩＳＴ 理容業 福谷町阿弥陀堂

エムデザイン 一級建築士事務所 明知町八弁田

Ｂ．Ｔ．Ｓ サービス業 三好町下畷

保育所グレース三好ケ丘園 保育業 三好丘２丁目

石黒光照 清掃業 東陣取山

サンドラッグ　 弥栄店 ドラッグストア 三好町上ケ池

㈱サカイ化成 プラスチック製造加工 三好町半野木

㈲長崎屋（モスバーガー三好ケ丘駅前店) ハンバーガー販売 三好丘１丁目

㈱花よし 飲食業（仕出し・弁当） 莇生町山際

サイポート㈱ システム開発 名古屋市中区

㈱エムズカンパニー イベントレンタル・企画・運営 豊田市鴛鴨町

今回新たに15社が加わりました。

令和元年８月６日現在、914社です。

ご来店、ご用命賜りますよう、よろし

くお願い致します。

労働保険とは、労災保険と雇用保

険とを総称した名称です。企業では、

正社員、パート、アルバイトなど、

その雇用形態にかかわらず、一人で

も労働者を雇った場合、事業主は

「労働保険」に加入する義務があり

ます（農林水産の一部事業は除く）。

加入していますか？労働保険。11

月１日から30日までは「労働保険適

用促進強化月間」です。労働者を雇

用している事業主は、社員の万一に

備え、労働保険に加入して下さい。

■問合せ
豊田労働基準監督署 ℡〈0565〉35-2323

豊田公共職業安定所 ℡〈0565〉31-1400

平成30年の愛知県内での自転車事故

による死傷者数は7,581人（内、死者数は36

人）と驚きの数字です。

自転車事故を起こしたり被害に遭ったり

しないよう、日ごろから従業員の方々に自

転車の交通マナーについて、周知・啓発

をお願いいたします。特に、日本の交通

ルールになじみのない外国人労働者の

方々へは、交通ルールと併せてご指導、

アドバイスをお願いします。

《自転車に乗る際のルール》
◎道路の左側を通行しましょう。
◎歩道（「自転車歩道通行可」の標識がある場合）

お
車
の
こ
と
な
ら
何
で
も

ご
相
談
く
だ
さ
い
。
全
て

の
メ
ー
カ
ー
を
取
り
扱
っ

て
お
り
ま
す
。

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。

北部小 ★
豊信

東名高速道路

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
℡〈0561〉35-5551 かつさとさん隣

10:00～19:00(水曜日・祝日定休)

あなたの街の    くるまやさん

※オイル交換は

ご予約下さい。

厚生労働省から

11月は労働保険適用促進強化月間

自転車の交通マナー向上を

従業員の皆さんに周知願います

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。）

●

●

★

●●●

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
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刈
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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

〒470-0224 みよし市三好町赤羽坂14番地

TEL〈0561〉32-9004
FAX〈0561〉42-6558
携帯 090-9022-8662

E-mail takeya-paint@iaa.itkeeper.ne. jp

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。

ＷＡＮＩＢＥ　 ＩＳＭ

お
客

様
満

足
、第

一

地
域

に
も

貢
献

Ｓ
＊注文住宅＊新築＊リフォーム

Sinyouホーム ㈲信友建設　  ℡32-0818
みよし市打越町畦違167-1

℡（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 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

 

愛する人への感謝 そして　絆を感じ深める場

商業サービス部会（近藤純子部長以下８名）

と特産品開発委員会（加藤哲司委員長以下４

名）は９月３日・４日の二日間の日程で、東

京へ合同視察研修を行いました。

初日は東京ビッグサイトで開催され

ていたグルメ＆ダイニングスタイルショ

ーやギフトショーを約４時間半視察。翌

日は、昨年移転した豊洲市場と全国の

市町村レベルのアンテナショップが集ま

り、特産品を中心とした品ぞろえの商業

施設「まるごとにっぽん（台東区浅草）」へと

足を運びました。

グルメ＆ダイニングスタイルショーで

は、特産物を活用した特産品が数多く

紹介されており、全国各地の特産品に

対する取り組みが熱い思いとして伝わっ

てきました。同じくギフトショーでは、日

本のみならずアジアを中心とした諸外

国からの商品も展示されており、最新の

トレンド、新たな発見・刺激を受けました。

移転した豊洲市場は近代化され、市

場内の飲食店（特にお寿司屋さんなど）の多

くに外国人観光客の行列ができており、

みよし市では感じられない「インバウン

ド」の影響を色濃く感じました。

最後の「まるごとにっぽん」では県単

位でなく、市や特定地域単位で特産品

が販売されているアンテナショップで、参

加者の中からは『特産品といっても必ず

しも特徴のある商品ではなく、アイデア

の詰まったパッケージで目を惹くことが

できる』『特産物のないところから特産品

を作り出している地域がある』『みよしも

特産物にこだわらない商品開発を考え

てもいいのかもしれない』といった意見

がありました。今後の商工会活動へのヒ

ントとして活用していきたいと思います。

〈報告取りまとめ:商工会事務局〉

研修報告 「発想転換」の必要性を痛感東京ビッグサイト
ギフトショー会場

を通行する場合は歩行者優先で、ゆっ

くり走りましょう。

◎飲酒しての走行、二人乗り、並進は
禁止です。

◎夜間はライトを点けましょう。
■問合せ
みよし市防災安全課℡〈0561〉32-8046

ポップサーカス豊田公演
�期間 11.30（土）～2020.2.2（日）

�会場 豊田スタジアム特設大テント

世界が喝采を贈る至高のパフォーマンス、豊田に
集結！　 トップパフォーマー達が、超人的肉体から
迫力のアクロバットを繰り広げます。世界で賞賛さ
れたハイレベルなメダルアクトを目にすることが出
来る、まさに世紀のサーカスエンターテイメント！

今しか味わえないこの感動を、お見逃しなく！
★入場料　 大人当日入場券（自由席） 2,900円

子ども1,600円。（プラス800円で指定席可）

主催者様から読者プレゼント！
ペアで10組（20枚…11/30～12/14有効）

希望者は、ハガキにお名前・ご住

所・電話番号・いいじゃん通信への

感想又はサーカス観覧の思いなどを

記入し、10月31日（木）までに下記あ

てご応募下さい。

■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」あて。

（当選者へは、11月中旬ごろ発送します。）


