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コロナウイルスの感染が拡大し

私たちの身近な生活にも大きな

影響を及ぼしています。マスクの

着用や手洗いはもちろんです

が、モノに触れたり、自宅以外の

お店や施設に出入りするときも、

感染防止対策や除菌の有無など

が気にかかります。

そこで、みよし商工会青年部

（安田岳史部長・株式会社安田製作所

代表取締役、部員34人）では、市民

の皆さんが少しでも安心、安全に

暮らせることを願い、公共施設な

どの抗菌コーティング事業を、昨

年12月から今年１月にかけて実

施しました。

12月にはみよし市社会福祉協

議会の福祉車両２台と車いす36

台。そしてさんさんバス６台

並びにサンライブ館内に施

工。１月下旬に引き続きサン

ライブでの施工を予定。

コーティングに使われて

いる「イオニアミストプロ」の

主成分は「自己結着型・超

微粒子二酸化チタン分散

液」。チタン粒子のナノ化に成功

したことから、どんなモノ、どんな

形状にも吹き付け可能。接着剤

不要で施工面に結着します。

また、非常に高性能な光触媒機

能は、防菌・防ウイルス・防カビな

どの作用を発揮し、おおよそ１年

ぐらい効果が持続するそうです。

今回、この作業の指揮をとり、

コンプレッサーとスプレーガンで

施工をほどこした、青年部の服部

正人さん（株式会社Ｋ２）は『二酸化

チタンは、食品に吹き付けても安

心な世界で認められている食品

添加物。菌やカビ、ウイルスがコ

ーティング面に付着した瞬間、ク

リーンにします（下図参照）。当社で

取り扱い始めてまだ２カ月ほどで

みよし市
とみよし商工会運輸
分科会、鈴木卓生会
長（株式会社カネヨシ会

長 ）が 、「 み よ し 市 安
全・安心なまちづくり
に関する協定」を 12
月３日、みよし市役所
で締結しました。

商業サービス部会運輸分科会
では、春と秋の交通安全運動期
間中、交差点での立哨活動や歩
行者保護モデルカー活動（トラック

や社用車にステッカーの貼付）」など、
交通安全の啓発、事故防止に取
り組んできました。

また、大地震を想
定した災害時物流訓
練並びにみよし市全
体で行う防災訓練に
も大型トラック、人員
とともに参加。

地域と一体
になって訓練に取り
組んできました。

今回の協定では、
「交通安全」「防犯」
「防火」「防災」「その
他安全・安心なまち
づくりに関すること」の

５項目について、相互に連携す
ることを約束。協定書に小野田
賢治市長、鰐部兼道商工会長、
鈴木運輸分科会長の三者が署
名（写真上）。

小野田市長は『今までの協力
に感謝するとともに、協定締結で

さらに幅広い連携
に取り組んでいた
だきたい』。

鰐部商工会長も
『少しでもお役に立
てれば』と抱負を述
べていました。

青年部 公共施設への抗菌コーティング 

事業を実施 光触媒でウイルスなどを分解

すが、市内の飲食店や事業所、

美容院、高校の送迎バスなどで

の施工実績がどんどん増えてい

ます』。
青年部の安田部長は『今年

度、あらゆる事業がコロナで中止

となってしまい、活動実績を上げ

られない状況の中、市民の皆さ

んに安心感を与えたり、地域の

活性化につながったりすれば幸

いです』。

なお、抗菌コーティングにつ

いてのお問合せは、下記まで。

■問合せ 株式会社Ｋ２

℡〈0561〉56-7344 担当・服部正人

設備一般・重量物運搬・据え付け

〒470-0206 みよし市莇生町山田54-7 ℡〈0561〉３６‐０７７２　 FAX３６‐０７９２

「仕事のパートナー

（社員）募集」

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。

バス車内のコーティング作業を行う
服部さんと安田青年部長

社会福祉協議会の車いすを
コーティング加工する服部さん

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

健康はかけがえのない財産です

健康診断・人間ドックのご利用、
ご相談は当クリニックまで！
お問合せ ℡〈0562〉93‐8222

◆〒470-1101 豊明市沓掛町石畑180-1

（受付時間：月～土 8:00～17:00／日曜・祝日休診）
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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

「この時期は（10～12月）年末までに、150軒以
上の剪定作業の依頼があります。30～40年付き
合ってくださっているお客様も多く、できるだ
けお値打ちに、きれいに仕上げてあげたい。特
に個人宅での仕事は、長年の人間関係や信頼関
係で築いてきた“お付き合い”。仕事をいただ
いたり頼られたりということが有難いですね」。
父、民雄さんが『農業だけでは食べていけな
い』と始めた“庭師”の仕事。農業との掛け持
ちで多忙を極めた当時、「子どものころ、家族
でどこかへ旅行したとか、遊びに行ったという

経験がないんで
すよ」（笑）と酒井
さん。
大学で農学部

農学科を専攻。
卒論の研究テー
マは造園。「大

学で造園を学んだはいいけど、庭師の仕事も不
安定。親の期待を裏切り、サラリーマンを選ん
だ。11年勤めたが、団塊の世代である先輩方の
人数が多くポストがない。そんなとき、父親の
仕事も通年で増えてきたし、人手も足りない状
況になったので“やらせて欲しい！”と頭を下
げたんですよ。父親も喜んでくれましたね」。
剪定の技術は職人の世界。誰かに教えてもら
ったということもなく「見て覚えた。でも、松
だけは中々触らせてもらえなかったなぁ。今は、
“庭師”という言葉も死語になってしまい“造
園工”と言われるようになったが、他の造園会
社から“松の剪定が出来る人手を貸して欲しい”
と頼まれることもあるよ」（笑）。
四季を感じられる工夫と魅力がいっぱい詰ま
っている日本庭園。庭を作る仕事は少なくなっ
てしまい、むしろ『庭を壊して、片付けて欲し
い』という依頼も舞い込む昨今。日本庭園に必

須だった、石(岩)も、不必要
になってしまい「うちにあ
った石も全て処分してしま
った」と少し寂しそうな酒
井さん。
葉の色の変化や樹勢にも

目配りが必要なこの仕事。
その原因が害虫なのか病気（カビや斑点など）なのか
の診断から、庭作りの設計時には、樹木の流行
り廃りを見極めるような感性や視野も求められて
いる、と酒井さん。
社員10人で仕事に取り組む今、社員旅行で

庭園のきれいな京都や景観の魅力的なまちへ
出かけると、それまであまり気に留めなかった街
路樹の種類や庭園の美しさに社員たちが関心を
持つように。事業の継続、後継についても“新し
い芽が出てくれば”と、経営者としての悩みも。
一緒に働いてくれる若い人を募集しています。　

事務所へ戻ってから
のデスクワークも大変

階級はウェルター級（67㎏以
下）。全日本社会人選手権優

勝、全日本選手権（学生も社会人も混じる一番規模の
大きい大会）ベスト８、国体上位入賞の実績を誇り
ながらも、ＫＯ負けの苦い思い出が蘇ると木村さ
ん。「ＫＯ負けはボクシング人生で２回だけ。大
学生のとき“絶対勝てる”と言われていたのに地
区予選の１回戦でＫＯ負け。全日本選手権で
も、大学卒業後、５年のブランクを経て復帰し、
社会人の大会で優勝。調子は上向きだったので
すが、同じく１回戦でＫＯ負け。それを機に区切
りを付けました。28歳でした」。
ボクシングへの道を進むことになったヒストリーに
は紆余曲折が。「体育の授業では運動神経の良さ
を存分に発揮していたのに、サッカーやバスケの部
活になると精彩を欠いて、いつも補欠。勝たなけれ
ばという責任を感じすぎて、逆にいつもどおり動け
ない。いわゆる“緊張しい”（関西弁）。大人になって
から知りましたが、たぶん“イップス”だったんです
ね」。
そんな木村さんを見かねて、中学当時、体育の
教師でサッカー部の顧問が『一人で取り組めるスポ
ーツをやってみたら』とアドバイス。高校進学時に故
郷広島を離れ、隣県岡山で一人暮らし。「一人で出
来るスポーツは何があるんだろう。あるとき、担任の
先生の説教をくらったのですが、その話に感銘し
て、担任の先生が顧問を務めるボクシング同好会
に入った。それがきっかけ。ぼくが２年のときに同好
会から部へと昇格し、ぼくもそこそこに活躍できてイ
ンターハイにも出場したんですよ。この二人の恩師

には本当感謝したい。“出会い”や“縁”が大事だと
思いましたね」。
高校、大学、社会人と続けたボクシング。仕事

面では、商社、大手出版社と渡り歩くも「忙しす
ぎて、子どもにも会えない。同期も辞めてしまう。
今なら“ブラック企業”（笑）と言われる環境で働い
てきたが、思い切って転職。環境が変わればチ
ャンスが生まれる」と木村さん。ボクシング経験が
後押ししました。
現在の仕事は、主に豊田・みよしエリアの学校

の教職員やジブラルタ社が他社から引き継いだ
保険加入者のフォローなど。「保険は車や衣服
を買うような目に見える商品ではありません。保
険への偏見や誤解もあります。満期を無事迎え
たり、入院保障などで安心を得られたりと、加入
してから何年後かに“入って良かった”と安心や
満足度を得られる性格のものです。売ってから
（加入いただいてから）がお付き合いの始まり。人の
役に立てる仕事だと思います」。
木村さんは、上は高校生から下は年少までの
４人の子どもの父親。共働きで掃除、洗濯、食事
の準備など、家事全般をこな
し、イクメンを自負。子どもさ
んたちは、もっぱら勉学方面
への興味が高いそうですが
「人それぞれ違うし、子どもには
子どもの人生がありますから」。
ＫＯ負けから立ち上がった

ボクサーは、“人生というリン
グ”に今も立ち続けています。

●岡崎支社豊田営業所/豊田市若宮町 ●℡〈0565〉34-1551 
●〈自宅事務所〉みよし市東山/℡090-3457-0883 ●定休日：日曜、祝日

ジブラルタ生命保険株式会社 木村逸己さん

環境が変わればチャンスが生まれる

有限会社酒井造園 代表取締役　 酒井武司さん

“剪定”は、長年のお付き合いの証
日進市の住宅街で、剪定作業●福田町一本松42 ●℡〈0561〉32-0056  ●日曜定休

●営業9:00～17:30 ●メール sakai-g@ec3.tecnowave.ne. jp

公益財団法人　 日本教育公務員共済会　 愛知支部担当
トータル・ライフ・コンサルタント生命保険協会認定ファイナンシャルプランナー

はやみ

１級造園施工管理技士／２級土木施工管理技士／２級造園技能士

創業塾から夢実現の第一歩

2016年度からスタート、５年目を迎えた創業

塾。今年度は、昨年10月から11月にかけて延べ

６日間、東海学園大学で、同大学大学院経営

学研究科・運営委員会カリキュラム担当を講師

に招いて開催。12名の参加者が「事業計画の

立案」「資金の確保」「経理・税務面」など、事業

運営の基本を学びました。

創業塾は、５年間に延べ参加者数78名。その

うち創業者数11名（内、商工会加入数11名）と、大き

な成果を挙げてきました。また、受講者同士も

『創業したら教えて』『お店に行くから』と、コミュ

ニケーションを深めていました。

受講者アンケートでは『知らないことが多く、と

ても役に立った』『他の創業希望者と出会えて

心強く感じた』『事業計画が具体的に出来上が

った。金融機関の方と知り合いになれて良かっ

た』と感想をいただいています。

みよし商工会では、一人でも多くの方たちの

創業支援が出来るように、個別相談会も随時開

催しています。また、創業後、商工会会員にな

ることで、補助金申請や労務、融資関係手続き

などの支援も継続的に行っています。

■問合せ みよし商工会

℡〈0561〉34‐1234

℡（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 18:00ーCLOSE 24:00

(土曜日は25:00まで。ラストオーダーCLOSE30分前)

定 休 日 毎週月曜・火曜

 

愛する人への感謝 そして　絆を感じ深める場

㈱鳥居発条製作所

ＩＳＯ ９００１取得
エコアクション21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 

お
車
の
こ
と
な
ら
何
で

も
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

５００円でオイル交換！
税込550円。国産４㍑(2000ccクラス車)まで。

本クーポンをご持参下さい。    ※オイル交換は要予約

あなたの街のくるまやさん
全
て
の
メ
ー
カ
ー
を

取
り
扱
っ
て
お
り
ま
す
。

10万円以上の査定で、この広告をご提示
頂きますと、さらに“1万円プラス”します。

只
今 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)

社
会
人
時
代
の

木
村
さ
ん

みよし市プレミアム付商品券使えます。（2/28まで）
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●お店の歴史を
…【店主・小島洋一

さん】長野県天竜川沿い出身の両親(父・綾雄さん

大鹿村、母・つま子さん浪合村)が、素人から始めた
「みたらし団子とそばの店」がスタート。当時飲食
店も少なかったので賑わっていた。ぼくが中学生
のときにこちらへ引っ越してきた。

当時、“将来何をしようか、何になろうか”という
ような志も無く、高校も中退してしまったし、学歴
も無かったので、自分に出来るのは
“手を使える仕事”かなと思い、長野
県の諏訪湖近くのホテルで、住み込
みで３年働いた。

そのころも店を継ぐ気は全然なく
て、給料も少ないし、遊ぶお金欲し
さに、質屋へオートバイやテレビを入
れて、パチンコに注ぎこんでいたね
(笑)。 ただ、ホテルの目の前が諏訪湖でしょ。料理
長が釣り大好きで、ぼくもその教えを受けて、鯉やフ
ナ、ワカサギ、うなぎ、なまずとよく釣っていた。あの
ころも楽しかったなぁ。今思えば“釣りバカ”起源の
始まりかも。(笑)

●どの程度の“釣りバカ”なんでしょう…【小島
さん】毎週必ず、雨が降ろうが槍が降ろうが雪が
積もろうが、迷うことなく釣りに行く。夏休みも正月
休みももちろん。“黒鯛(チヌ)釣り一本40年！”。こ
の間、大きな地震が２回、台風直撃４回、カミナリ
や嵐は数知れず。北陸では“本当に死ぬかも”と

覚悟したこともあったね。(笑)

若いころは仲間たちと三重、和歌
山、静岡、西伊豆、北陸方面までよく
遠征したが、“ＧＩＧＩ”となった今は、単
独行で知多や武豊周辺で楽しんでいる。

そんな半端ない釣りバカだが、釣りバカが取り
持つ縁で、岡崎を中心に自然生物に詳しい作家
の阿部夏丸先生やアウトドア専門誌「ビーパル」
の編集長、他にも釣り関係の雑誌社関係の方々

と知り合うことができたのも大きな財
産。特に、「ビーパル」「チヌクラブ」の２
誌にぼくの特集を掲載していただいた
のは、人生唯一最高の宝物！

お客さんには申し訳ないと思うけど
『釣りファースト！(ナンバー１)』。店のこと
は２番目(笑)。ぼくにとって釣りは、働く
ためのモチベーションでもあり、生きる

エネルギー！。
●魚拓もすごいですね…【小島さん】現地で“締

める”と１㌢縮んでしまう。だから、生きたまま持ち
帰って魚拓にする。最近では、魚拓は50㌢以上
の大物に限定しているが、最高記録は2009年９
月に武豊で釣った55.5㌢、2.73㎏(写真上・中央)。

黒鯛の大きさの限界は60㌢ぐらいと言われ、
50㌢級だと魚齢10年以上だからね。
●ところで、お店を受け継ぐことになったきっ

かけは…【小島さん】諏訪湖での修業後、“もっと
料理を覚えたい”と思い、和合ゴルフ場に就職。

洋食メインに１年
ほど学んでいたと
きに、父親が入
院。手伝わざるを
得なくなり、母親
と二人でやりはじ
めた。28のときに
女房と結婚し、そ
れから40年だか
らね。
●ソバや料理

へのこだわりは…【小島さん】子どもの
ころ、大鹿村で祖母が打ったソバを食
べていたのが原点。自分が“おいしい
なぁ”と思うものをお出ししたい。

ソバ粉は、長野小諸から仕入れ、毎朝９時から
ソバとうどんを打つ。麺の太さ(幅)の“バラツキ”
が、食感や独特ののどごしにつながる。

つゆも、醤油やみりん、だしの材料となるむろ
あじ、かつをぶし、こんぶ、干ししいたけと試行錯
誤してきた。すべては“バランス”。お客様に安心
して召し上がっていただきたい。
●ご主人様と長年連れ添っていかがでしたか

…【おかみさん・久子さん】“男らしさ”と“我がまま”
を間違えたかもしれません(笑)。でも、大病から復
帰し、美味しい食事を作り、元気よくお客様に提
供できる日々に感謝しています。
【小島さん】コロナ禍の中、プレミアム付お食事券
発行など、みよし市やみよし商工会からのご支援
に心から厚くお礼申し
上げます。

主なメニュー  (料金は税含む)

●かつそば 980円

●かつうどん 900円

●ざるそば 900円

●味噌煮込みうどん定食1,000円

●ランチ定食 680円

●お刺身・焼き物・煮物などの
一品料理 680円～

自薦・他薦OK。“個性的な”お店お待ちしております。

ソバはもちろん、他の料理も

絶品。美味しさが際立つ

手打ち蕎麦・うどん天竜園 〈昭和40年（1965年）創業〉

店主 小島洋一さん・同夫人 久子さん
■莇生町山際404-6（江口巌商店向かい側）　 ■℡〈0561〉34-3690
■席　 数 テーブル６席(４人掛け)・お座敷４人席×３卓 ／小座敷有り
■営業時間 　 〈お昼〉11:30～14:00　 〈夜〉17:00～21:00
■定休日　 毎週日曜、第２土曜日 ■駐車場６台（店舗前）

小島さんの釣った黒鯛の活造り。秋をあ

しらった“演出”もお見事！(11/25取材)

50㌢級以上の自慢の
魚拓が座敷にずらり

お刺身や松前数の子など、お酒の友も絶品

当店

コロナ禍で、みよし市やみよし商工会の主要
イベントも全て中止となってしまいましたが、
それは、学校行事も例外ではありません。
しかしながら、『学校生活の楽しい思い出を
何か一つでも残せたら』と、生徒や先生たちも
様々な“工夫”。北中学校では、本来９月に体
育祭、11月に文化祭が行われるのが通例でした
が、今年度は、初の取り組みとして体育祭と文

化祭の要素を両方取り入れた「北中フ
ェスティバル」を2020年10月15日に開
催。テーマは「セイシュンディスタンス」。
体育館に全生徒が入ってしまうと

“密”になってしまうことから、北中学
校の奥村幸司校長は、校区内で運送会
社を経営する鈴木克尚さん（株式会社カ
ネヨシ代表取締役）に相談。商工会のイベ

ントでトラックをステージとして活用した実績
もあったことから快諾。
生徒たちの舞台発表のステージとして活躍し
たトラックの１台は、コロナで市民に披露する
機会を無くしてしまった『みよしの祭り』をあ
しらった株式会社カネヨシ（莇生町）のラッピン
グトラック。もう一台が株式会社ＮＴサービス
（福田町）の大型トラック（写真左上）。ＮＴ社のト

ラックも、足
助の紅葉や小
原の四季桜、
豊田の花火が
描かれたラッ
ピング車。その２台を交互に活用。１台が舞台
発表として利用されている間に、もう一台は控
え室として、次の発表の準備。北中芸術部が
描いたステージの背景画（龍と黒豹）の前で、北
中太鼓やバンド演奏、コント、ダンスなどを披
露しました。

トラックを提供した鈴木さんは、『発表の場と
して活用でき、生徒さんらに喜んでいただけて
良かった。トラックのこういった活用方法を皆さ
んにも知ってもらい、必要ならいつでも手助け
したい』と話していました。

運動場が屋外ステージに変身！
左側：カネヨシ、右側：ＮＴサービス

●●● ●●●

N

● ●●

莇生原
(新屋辻)

コンビニ 関西ぺイント

お値打ちランチ

江口巌商店

莇生郷

人気メニューの一つ
かつそば

北中フェスティバルでトラックが舞台に早変わり

●

●

★

●●●

三好弁財天
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フィール
三好店

三好森下
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●●●

豊
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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

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】

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲

鳥 居

発条さん農業屋さん

・・・・

・・
・・

コメダさん

東名高速道路

コンビニ

★

北部小

加納石油さん

黒笹駅方面→落合交差点から北へ約200㍍

←ココ

お店の情報は
インスタで

福谷町清水道20-1

ご予約 ℡〈0561〉76-6911

さんさんバス「福谷」バス停から徒歩５分

和食・寿司会席

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。

テイクアウトもＯＫ。
（幕の内弁当は２日前までに

ご予約願います。）

■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

仕出し・寿司・弁当・炉ばた焼き　 ひろけん

ランチ　　　  平常通り営業

幹事さん、ラ～クラク！
コース料理（2,500 円/3,000 円/3,500 円）も、ご用意
できます。コース料理を予約されると、飲み放題  

を （90 分/1500 円）付けることが出来ます。

〈税別〉

火曜～土曜
11:30～14:00

夜の部は「時短営業」となっておりますので、
営業時間など、ご確認下さい。
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商工会・新会員ご紹介 〈令和２年10月～12月理事会加入承認分〉

今回新たに10社が加わりました。
令和２年12月８日現在、937社です。
なお、昨年加入、承認された新会員

さんの一部が未掲載となっておりまし
た。ここにおわび申し上げ、掲載させ
ていただきます。

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
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Ｓ
＊注文住宅＊新築＊リフォーム

Sinyouホーム ㈲信友建設　  ℡〈0561〉32-0818
みよし市打越町畦違167-1

商工会では今般の新型コロナウイルス

感染症の流行により影響を受ける、また

は、その恐れがある中小企業・小規模事

業者を対象として相談窓口を開設してい

ます。企業の資金繰りの改善や雇用に

関する相談等がございましたら商工会

までご連絡ください。

《具体的な相談例》

◎新型コロナ対応資金繰り、融資相談

◎持続化補助金申請相談

◎雇用関係助成金申請相談

◎その他補助金、助成金申請支援等
■問合せ みよし商工会 担当:加藤(真)、

大矢、渡邊　℡〈0561〉34-1234

①年末調整講習会…令和２年度から、
年末調整の内容が大幅に改正されまし

た。「納期の特例」を承認されている

事業所は、納付期限が１月20日までと

なっております。

■相談日時 １月20日（水）まで。

午前９時～午後５時

■会場 保田ケ池センター１階会議室

■必要書類 源泉徴収簿・扶養控除等
（異動）申告書・保険料控除申告書・社会

保険料（国民年金保険料）控除証明書、生命

保険料控除証明書等をご持参下さい。

②決算・確定申告（所得税・消費税）講習会
…青色申告特別控除の見直しや基礎控
除、所得金額調整控除など大幅に改正

されました。

■相談日時 ２月16日（火）～３月15日（月）

午前９時～午後５時（土日、祝日除く）

■会場 保田ケ池センター事務室（個室）

で商工会職員が対応します。

■必要書類 決算書、確定申告書、添付

書類。※電子申告は対応できません。

■問合せ みよし商工会

℡〈0561〉34-1234

新型コロナウイルスに

関連する経営相談窓口を

開設しています。

企業名（事業所名） 業種（事業内容） 所 在 地

株式会社　 禅 リラクゼーション 三好丘桜２丁目

ジェイ・フォーラム サービス業（学習支援） 三好丘桜３丁目

三貴フラワーセンター（第２売場） サービス業（園芸） 三好町西田

三貴フラワーセンター（ペット館） サービス業（ペット・資材） 三好町西田

ＣＯＣＯＣＯＬＯＲ 講師（インストラクター） 三好町東山

四ツ葉エンタープライズ㈱ 人材派遣 福田町山畑

㈱Ｋ２ 一般労働者派遣 三好町湯ノ前

大嶋まりか サービス業（管理栄養士） 園原２丁目

㈱ＳＫＥ 石油製品販売配達・運送業 明知町割目池

Ｌｕｃｅ Ｐｌｕｓ ＋＋ ハンドメイド講師・作家 根浦町２丁目

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
32,230円（３日間:20時間）

★他資格有りの方
28,050円（３日間:16時間）

小型移動式クレーン

☆未経験の方
30,360円（３日間:19時間）

★他資格有りの方
23,760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
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愛知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。

金額税込 金額税込

鮨 原田 飲食業 福谷町市場

小泉建築 大工 三好町木之元

ＰＯＲＡ 花水心 エステサロン 三好丘あおば２丁目

ポーラ ザ ビューティ三好前田店 エステサロン 三好町小坂

今泉知紗 ヘアーメイク 三好町西田

雑貨屋ＨＹＧＧＥ 服・身の回り品小売 東陣取山

小野田花巻 不動産業 打越町九蔵釜

ＭＡＭＡＨＡＬＯ 菓子小売 三好町宮ノ越

合資会社Ｕａ ｋｏｋｏ 清掃業 打越町山伏

令和２年未掲載分

〈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

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（

初
回
限
り）

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。

℡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

“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（税込）

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）

全国のウエルシア薬局で販売中！

①年末調整講習会

②決算・確定申告講習会

みよし市からの
お知らせとお願い

みよし市市制施行10周年記念プレミアム

付商品券の利用期限は、２月28日（日）まで

となっております。同商品券をお持ちの方

は、使い忘れのないようご留意下さい。

（利用期限後の換金は出来ません。ご了承下さい。）

みよし市莇生町曽和265-1

思わぬ新型コロナの影響で

落ち着かない日々を

お見舞い申し上げますとともに

謹んで新年のご挨拶を申し上げます
◎パスポート・ビザ・就活などの証明写真

◎お節句、お宮参り、成人式、七五三、記念写真

◎遺影写真制作・スマホプリント・ネガ・デジタルプリント

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～18時 ■木曜定休

℡〈0561〉３４‐３５１８ FAX  ３４‐３５１７


