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第61回みよし商工会通常総代

会が５月19日、保田ケ池センター

で開催され、新役員や令和３年

度の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、２期目を終えた鰐部兼

道会長（㈱鰐部製作所・代表取締役

会長）が再任されました。また副

会長には新しく、加藤哲司氏（㈲

アトラス・代表取締役）と野澤雄二氏
（野沢建設㈱・代表取締役）が選ばれ

ました。

代表理事には花田昌宏氏（㈱

花田鐵工所・代表取締役）が再任、

深谷正規氏（深谷社労士事務所・代

表社員）が新しく選ばれました。

３期目となる鰐部会長

は 『 コ ロ ナ 禍 で 市 内 の

様々な業界が疲弊してい

る。アフターコロナの経済

対策として、プレミアム商

品券・食事券を起爆剤と

して、会員の経営支援な

どに全力で対応していき

ます』。　

また、加藤副会長は食

品部会の部長経験を活かし『飲

食店で、非接触型の支払に対応

出来るよう、働きかけていきた

い』。野澤副会長は『会長をバッ

クアップしながら、みよし市全体

の活性化、みよしが元気なまち

になれるようにがんばりたい』と抱

負を述べていました。

同総代会では、今年度の事業

計画として「伴走型地域経済へ

の支援」「会員増強等商工会財

政基盤の整備（会員数1,000、組織

率60％を目標）」「創業支援」「特産

品開発事業の推進強化」など11

項目の重点事業をかかげていま

す。

その11項目のうち、女性部が

継続的に取り組んできた「婚活プ

ロジェクト」と、昨年度２回延期と

なってしまった「みよし保田ケ池

花味大縁会事業」は、コロナの収

束状況などを見極めながら、実

施に向けて準備を進めていま

す。

役員承認後、鰐部会長（右端）あいさつ

アフターコロナ
経済対策を重点的に

鰐部会長３期目
副会長二人は新任
任期３年（Ｒ６年５月まで）

『いちよし、

によし、さんよし、みよ

し！笑顔がいいじゃん！！』が

キャッチフレーズのプレミア

ム商品券・食事券が７月中

に販売され（申込みは7/15に終

了）８月１日から市内の登録

店（みよし市HPで確認できます）で

利用できます。利用期間は、

令和４年２月28日まで。

今 回 は プ レ ミ ア ム 率 が

60％。１冊500円券16枚綴り、

額面合計8,000円分が5,000円

で販売されます。販売冊数は

合計６万冊。全て消費されれ

ば、４億８千万円分の経済

効果が見込まれます。

16枚綴りのうち、大型店・

小型店共通用が６枚、小型店

用が10枚となっており、特に中

小店舗を支援できる内容とな

っています。　

昨年の夏に

も、プレミアム率100％

のお食事券や市制10周年を

記念したプレミアム付商品券

（プレミアム率30％）も発行され、

皆さんに大好評でした。

今回みよし市では、ご利

用いただける店舗に、のぼ

り（写真左）やポスター、ステ

ッカーで「取扱店」であるこ

とが分かるようにご案内し

ます。

さらに、みよし商工会で

は、商工会員のお店でお

買い物やサービスをご利

用をいただいた場合、後

日、抽選で景品の当たる

キャンペーンを予定しています（昨

年は「プッシュアップキャンペーン」の名称

で実施）。

詳しくは、いいじゃん通信10月号な

どでお知らせします。お楽しみに。

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

℡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

990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！

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】

■明知町団子山 ■℡32-4143■営業…火曜～日曜日　

午後５:30～午後11:00 ■日・月定休 ■Ｐ12台

仕出し・寿司・弁当・炉ばた焼き　 ひろけん

★日替わりランチ  800 円　 ★からあげ定食  800 円
★みそヒレカツ定食 930 円　 ★特盛りお刺身定食 1,400 円
など、各種ご用意しております。　 　 　 　  (金額は全て税込)

◎金曜日限定 大エビフライ定食

なんと1,280円→1,080円
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

安
心・安全な生活空間を創造します。
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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
※最終受付午後５時

【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
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身体の不調には“理由”があります。

その原因を一緒に探り、疑問にお答えしながら

施療に取り組んでいます。

整体・カイロ
セラピー

から
だとこころのバランスを整え

る

雑貨・喫茶

℡〈0561〉36-0280／月・火定休／11時～18時／黒笹町 ↑猫様専用ベッド、サイズ大小有り。オーダー可

猫グッズ専門店 健康は良い眠りから…



★2011年９月に創刊したいいじゃん通信。

年４回（春夏秋冬）の発行ペース。先回４月号で44号と

なり、丸11年（４回×11年間）を経過しました。

この間、様々なジャンルの経営者の皆さんを紹介し

てきましたが、数えてみたら延べ130人。

★業種別では、建設・建築・製造業など（農業関連含

む）51。サービス業（理美容、法律事務所、運送業、各種教室

など）48、小売り23、※飲食８（飲食店は、主に３頁目

の「お店紹介」で登場）。

★また、経営者の“男女別”を見てみると、男性が

100人、女性が24人。

ご夫婦でのご登場協力も６組ありました。

★「あっ知こっ知」以外の取材では、３頁目の飲食店

紹介で46店舗。女性部の部員紹介が20人。青年部の

部員紹介が41号からスタートし２人。

創刊当時には、三役紹介や建設部会・工業部会・商

業部会などの部長職紹介で10人。これらをざっと合

わせると「130+46+20+２+10＝208」。

★商工会会員数約950社の、まだ４分の１にも満たな

い状況です。会員さんからの『取材希望』のアプロー

チも待っております。（広報委員会一同）

あ
っ
知

こっ
知、まわりま

し
た
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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

車の顔は箱ス
カ（1960年代に発売
された、箱型スカイラ
インの愛称）、エン
ジンはシルビア、
ボディはサニー
のトラック。もちろ

ん保安基準に適合した公道を走行できる車。
「オーナーさんから、不調なので見て（診て）欲し
いと依頼されました。多分不具合はいっぱい有
ると思います」（笑）と加納さん。

車の電装品、いわゆるカーエアコン、オルタネ
ーター（発電機）、オーディオ（カーステレオ）などの
点検、整備、修理を専門的に扱う“車の電機屋さ
ん”として、雅啓さんの父、利啓さん（としひろさん・３
年前に他界）が昭和46年（1971年）５月に創業。当時
の少し色褪せたカラー写真とアルバムに書き込
まれた日付を見ながら「まわりは田んぼばかり。

同じころに文化幼稚園さん（昭和４７年開設）が出来
ています。もう50年経つんですね」（笑）。

子ども心に、壊れたモノや車を直す父親の姿
がかっこよく、お客様から“有難う”と感謝される
喜びの声が誇らしかった記憶。そんな父親の背
中にあこがれて選んだ仕事が車の整備。
自動車整備の短期大学（現・愛知工科大学自

動車短期大学）を卒業後、トヨタ系ディーラーのメ
カニック（国家整備士２級・トヨタ技術検定１級・自動車
検定員）として５年勤務。「車の修理って、意外
と“グレーゾーン”があるんですよ。ちゃんと直
ったのかどうか、お客様はその原因や修理内
容が知りたいと思うんです。ぼくは、図面（分解
図）を使ったり修理や交換した部品を提示した
り、修理（点検）カ所も今じゃスマホで撮影し、
目で見て分かるように説明しています。ディー
ラー勤務時代、技術者研修会でＣＳ（顧客満足）

に心がけるよう指導を受けてきましたが、当時

はなかなか現場に
フィードバックでき
ませんでしたから
ね」。
車の整備に携わ

って28年。快適な装備が標準で販売されるのが
普通となった昨今、電機専門から通常の点検・
車検・販売などへも業務を拡大。それでも「マニ
ュアル車」「スポーツカー」「オフロードカー」とい
った、車好きが集う分野での交流も広く、他の業
者さんからの依頼も多く舞い込むと加納さん。
「点検や修理、車の購入など、何がきっかけで

もいいんです。少しでもお役にたてればそれが
嬉しいんです。お客様の“車の主治医”（笑）みた
いな存在になれたらと思っているんです。お気
軽にご相談下さい」。長身をかがめて車に対峙
する父親譲りの取り組む姿は、依頼者に信頼と
安心を与えてくれることでしょうね。

さんさん市場をスタートさせ
て13年。太田さんはその事務
局長。発足９年目を迎えた
NPO法人みよし協働農園の会
では監事（会計監査）。軽トラ市
実行委員会の副会長は６年

目。そして、農業を通じて障がい者の雇用、生き
がいづくりを進める「わーくはぴねす農園（本社東
京）」が2019年12月に設置した愛知みよしファー
ム（南中学校の南隣）の農業アドバイザーにも就任。
豊明・東海・春日井・小牧の各農園にも顔を出
し、休む間もなくアクティブに動き回っています。
「基本、“貧乏性”なんだと思います。身体を動

かしていないと逆に不安（笑）。朝４時には起きて
新聞に目を通し、経済情勢や社会の動向などを
頭に入れ一日をスタート。でも、夜９時ごろには
就寝しますから健康的ですよ」。
元々、柿とブドウを栽培していた専業農家の

長男。東京の大学へ進学、卒業後は地元金融
機関に就職。長年融資担当として人物を見た
り、その事業や企業の将来性を分析したりする
のが主な仕事で、いわゆる分析や予測のスペシ
ャリスト。
そんな太田さんも「農業は守っていかなけれ

ばならない。でも、高齢化と低収入は顕著。どう
したら継続できるのか…」。そんな悩みを抱えつ
つ、みよし市主催の“まちづくりワークショップ”に
参加したことがきっかけで、朝市開催を初経験。

「一人では出来ないことも、仲間がいたり、協力
し合ったりすることで、やれることがあると手応え
を感じました」と太田さん。これがさんさん市場の
前身。
いつもポジティブな考え方、行動は学生時代

に培った経験、「公益財団法人ハーモニィセンター
のポニーキャンプといって、ポニーの乗馬やお
世話を通じて、子どもたちに様々な体験をしてい
ただく活動に取り組んでいました。大学を卒業す
るときに、そこにいたポニーを４頭引き取ってこち
らへ戻り、体育祭に連れて行ったり、色々なイベ
ントに駆り出されたりしていました。すごく人気が
あって面白かった！」と振り返ります。
農業の将来について「自分のやる農業をどう

したいかを考えなくちゃいけないと思う。スーパ
ーなどへの出荷先確保も大切ですが、“直売”に
重点を置くことで、収入増の道が拓ける。私も自
宅に販売所を設置し、宅配の取扱いも始めまし
た」。
高齢化しつつある生産者の励みにつながる販

売機会の拡大。生産者と消費者との顔の見える
結びつきを深める朝
市。農業を客観的に
見つめるアナリスト
が、“みよしブランドの
農業”確立に向け、ネ
ットワーク拡大に力を
注いでいます。

●三好町東山187-6    ●℡〈0561〉32-0653
●メール happyness.t-o.1953@docomo.ne. jp

軽トラマルシェで新鮮野菜や
果物をお値打ちに

さんさん市場で会計
を務める太田さん

“車の主治医”が、カーライフをサポート

東山企画〔　 　 　   　 　 〕2011年12月設立 不動産
管理／営農コンサルタント

カノー電機商会 加納雅啓さん

シニアアドバイザー　 太田孝司さん

手が空けば、愛車のジムニー
を“ニコイチ”で整備中

●三好町上ケ池25-25 ●℡〈0561〉32-3417
●定休日 日曜・祝日 ●営業9:00～日没（18:00前後）

東山地区理事

カーエアコン点検修理、車検、鈑金塗装、新車・中古車販売、ナビ・ドラレコ・セキュリティ取付など
ま さひろ

点検依頼のあったカスタムカー

たかし

“農業”を核に、ネットワークを展開中！

いいじゃん通信12年目に突入

●

●

★
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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。

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。）

（みよし市打越町・豊田市高崎町）

みよし市の皆さまへお知らせです

～2022年１月　新倉庫OPEN！

今日より豊かな明日へ

“Ｔｒｙ＆Ａｃｔｉｏｎ”
未来への想いを届ける  カネヨシ

業務拡大につき

スタッフ募集中！！

株式会社カネヨシ

本社営業所/物流部/運行部

愛知県みよし市莇生町辰己山101（2022年新倉庫住所に移設）

℡0561‐33‐4566 Mail uketsuke@kaneyoshi.info

〈拠点一覧〉梅坪第一事業所・梅坪第二事業所

三好営業所・仙台営業所・山形営業所・佐野営業所

相模原第一営業所・相模原第二営業所
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●お店の歴史、みよしでお店を開いた経緯を
…〈古川さん〉店で一緒に働いている母（智子さん）

が、25年ほど前に豊田の猿投で「ぎょうざ専門
店」を開いたのが始まり。お店の名前「秀鳳」
は母の台湾名で台中市出身なんですよ。私は日
本で生まれました。
その母が作るぎょうざを
販売、食べることのできる
お店を、豊田では母とぼく
が、みよしは弟が10年程前
から経営していました。そ
の弟がお店を名古屋に移す
ことになって、『三好のお店をどうしよう？』
という話となり、お店はそのまま使えるし、幹
線道路沿いで立地条件も良かったので、こちら
へ移ってきました。

●料理の特徴を…〈古川さん〉麺類、ごはんも
の、一品料理それぞれ10種類ほどと、それらを
組み合わせたセット料理（ラーメンや炒飯、
ギョウザの組み合わせ）や唐揚げ、焼肉
定食（写真上）などをメニューにしてい
ます。母が麺類を担当、私がそれ
以外の調理を受け持っています。
基本、味は“しっかり目”で、

細かく刻んだニンニクを多めに使っ

ています。例えば、ニンニク炒飯は、ニンニク
を最初にカリッと炒めるパターンが多いと思い
ますが、うちは、炒飯がほぼ出来上がった最後
に入れるので、味もかおりもしっかり残ってい
ると思います。

コロナで、皆さんマスクを掛けてい
らっしゃるおかげか、有難いことにあ
まり気になさらずご注文いただいてい
ますね。（笑）

●幟（のぼり）にうたってある『台湾家庭
料理、魯肉飯（ルーローハン）』とは…〈古川

さん〉台湾では、どこでもその家の魯肉
飯があります。豚のひき肉やバラ肉を醤油、砂糖
などの調味料で味付けし、ごはんに盛ったもので
す。
元々非常にシンプルなお家ごはんですが、う

ちのお店では、高菜や小松菜、もやし、タマゴもト
ッピングしています。（写真左）

●「薬膳鍋」もありますね…〈古川さん〉字
のとおり「薬＝漢方薬」を取込んだ
お鍋で、血流や冷え症改善に効能
があります。日本の方は「鍋」という
と冬のイメージがあって、あまり夏
場には召し上がらないのですが、台
湾では、夏でも食べますね。

鍋の真ん中に仕
切りがあって、塩
味の普通のスープ
と、薬膳若しくは
火鍋（ホウコウ）の２

種類の味が同時に楽しめるのも魅力だと思いま
す。

●お母さんの母国、台湾に行かれることもあ
りますか…〈古川さん〉昨年と今年はコロナで行け
ていませんが、それまでは１年に一度くらいは行
っています。
薬膳のことをも

っと学びたくて、
そのためには、
やはり台湾がい
い。ただ、お店
に関係する取り引
きになると、私は台湾
語ができないので、相手と行き違いにならないよ
う、母に通訳を頼むこともあります。

●料理人の普段の食生活は…〈古川さん〉中華
に関係ないもののほうが好きかも（笑）。やはり季

節のもの、旬の食材がい
い。夏に食べる定番なら
“ヘチマ”。栄養的にも美
容にもいいんですよ。

自薦・他薦OK。“個性的な”お店お待ちしております。

ニンニク多め（強め）の味と

香りが食欲をそそる

台湾料理秀鳳 〈しゅうほう・みよしで創業９年目〉

店長 古川年邦さん
■三好町原前11-2（県道豊田知立線沿い、JA三好西支店南隣）

■℡〈0561〉76-3903　 ■席　 数 テーブル11席(２人掛け)

■営業時間 〈昼〉11:00～14:00  〈夜〉17:00～22:00 ※コロナで変動する場合が有ります。

■定休日 毎週月曜日・第３火曜日 ■駐車スペース 約10台（共同店舗共用）

N

●●

三好下畷

三貴フラワーJAあいち豊田
三好西支店

主なメニュー  (料金は税含む)

●焼きぎょうざ 350円

●水ぎょうざ 400円

●油淋鶏（ユーリンチー） 600円

●各種定食 950円

●ラーメン 600円

●炒飯 550円

●魯肉飯（ルーローハン） 700円

●薬膳ラーメン 1,200円

●薬膳鍋 （２人前～・要予約）
一人前 2,980円

ボリューム満点の定食。ごはんやスープ
は、自分で好きなだけ盛り付け。

当店

至知立、刈谷→

赤いのれんと看板の鳳凰が目印

台湾の家庭料理の定番魯肉飯

パリッ、サクッの揚げぎょうざ

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

★お店の特徴、お仕事の内容を
…〈池田さん〉今年の３月にご高齢
者様専門のお弁当宅配店として、み
よし市（三好町上）に開業しました。
１食 500～800 円程で、塩分やカ

ロリーが綿密に計算された、健康・
栄養管理に配慮したお弁当です。
お弁当はお昼と夕食の 2つを用
意しています。毎日当店の厨房で
調理をし、丁寧に盛り付けしたもの
を（写真上）、お客様のご自宅まで、
お一人お一人お届けしています。

みよし市や東郷町からは、一人
暮らし高齢者の皆さんへの配食サ
ービス業務を受託していて、利用
者の皆さんはお弁当代の「半額」
がみよし市や東郷町から補助され
ます。担当課とは、定期的に打ち
合わせを行っています。

★お仕事で心がけていらっしゃる
ことがあるそうですね…〈池田さん〉
ただ届けるだけという、単調な業務
にならないよう、“家族や友人に会
いに行く感覚”、短い時間でも「会
話」や「世間話」を大切にするように
私もスタッフも心がけています。
みよし店をスタートさせてまだ４カ

月ちょっとですが、お亡くなりになら
れた方や施設に入所されたりして、
お弁当の依頼がキャンセルになっ
たときは本当に胸が痛いです。

★このお仕事に携わるようになっ
たきっかけは…〈池田さん〉浜松市

に本社のある「株式会社はまぞう」
という地域密着型のインターネット
事業に取り組む会社が運営母体
です。
海外にも事業展開をしていて、イ

ンドネシアではオンラインによる日
本語教育事業、ベトナムでは日本
に住むベトナム人のためにベトナ
ム食品の輸入事業にも取り組んで
います。
そこの佐野社長と 、昨年の秋に
友人を通じて一度食事（普通の飲み
会でしたが・笑）する機会があり、そ
の後のやり取りの中で“この事業”
のお話を頂き、ぼくがやらせてもら
うことになりました。
それまでぼくは「はつり屋（建物や基

礎のコンクリートを、ハンマーチッパーやドリ
ルで削ったり解体したりする作業）」の親方
として肉体系労働を 20 年近く続け
ていて、腰痛もあり、引き際を探って

いました。
自分で言うのもなんですが、コミュ

力や相手と仲良くなるアプローチ方
法、（親方としての経験で）人を動かす
術みたいなものは備わっていると思
っていました。でも、やはりこれは人
と人の縁。ぼくの大好きな言葉『一
期一会』だと思いました。

★このお店の将来像は…〈池田
さん〉みよしの皆さまに愛されるお
店を目指します。佐野社長は、ぼ
くの提案を受け入れてくれますの
で、自分の色が出せるようにがん
ばりたい。
このみよしでもぼくのことを『池ち
ゃん』と呼んでくれる友達が増えれ
ば嬉しいです。（笑）

ご高齢者専門宅配弁当宅配クック123

みよし東郷店店長 池田孝彦さん

●三好町上／℡〈0561〉65-3535
●営業 9:00～17:00 ●年末年始休のみ

商工会青年部 夕食の配達を終えた後は、
パソコンに向かって翌日
業務の指示書などを作成

●●●

主要地方道豊田・知立線

★

℡（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 21:00

(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)

鍋料理の具材

１日限定５食の
薬膳ラーメン

ワン・ツゥー・スリー

愛知県の厳重警戒措置に従い営業時間を短縮しております。
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商工会・新会員ご紹介 〈令和3年４月～６月理事会加入承認分〉

今回新たに32社が加わりました。

令和３年６月25日現在、957社です。

「みよし商工会」は法律（商工会法）

で定められたみよし市唯一の総合経済

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

くお問い合わせ、お申込み下さい。

《記帳・確定申告のお手伝いをします》

月々3,300円の手数料で、経営に必

要な各種資料を作成（パソコン会計処理）

します。

所得税申告、消費税申告の際に役立

ちます。（申告時は、別途申告手数料3,300円

が必要です。）

企業名（事業所名） 業種（事業内容） 所 在 地

Akiℓa Loistaa 総合サービス業 三好丘桜５

Ｈinowa 美容（エステ） 三好町上

インナービューティヨガみよし ヨガ指導講師 東陣取山

カラダ美人革命 fitty 健康体操インストラクター 三好丘桜１

ペットシッター マイケルみよし 動物取扱業(ペットシッター) 東山台

いさむブドウ農園 くだもの小売業 園原３丁目

㈱はまぞう 飲食業（宅配弁当） 三好町上

おうちごはん おばばん家 飲食店 打越町諸輪坂

柳瀬建築 大工工事業 根浦町１丁目

㈱サンメイテック 設備製作 三好町新月

㈱HERLIX 酒販、農産物の製造及び販売 三好町中島

SEREIN 美容業 三好町平池

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

ス
キ
ル
ア
ッ
プ
！

業
績
ア
ッ
プ
！

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

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。

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」

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）

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

感染症対策のための設備整備や販

路拡大を図るための取組など、各種助

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。

A.S.CLEAN ビルメンテナンス業 三好丘緑２丁目

㈱トヨダ事務器 小売業 豊田市久保町

はしたにクリニック クリニック（精神科） 西一色町

㈱Y.E.S 空調設備工事、アンテナ、通信工事 黒笹町下田

Ride on 2nd Motors オートバイ買取、販売、修理業 豊田市野見山町

㈱Matakuru 飲食業 ひばりケ丘２丁目

Total clean 心人 清掃業 打越町南屋敷

ララミー牧場 動物販売業 打越町三本松

toys farm 小売業（雑貨販売） 三好丘旭３丁目

パンとお惣菜 Pur. 菓子製造、飲食 三好丘４丁目

クリスタルヒーリング癒しの森 小売業（天然石販売） 三好町半野木

加圧リンパサロン I.s 加圧リンパサロン 三好町木之本

OHANA Cafe.Miyoshi 飲食業 三好町平池

㈱三幸エンジニアリング 自動車生産設備のエンジニア業務全般 莇生町明知原

F・BREAD 小売 福谷町最中

ELEVEN  O  EIGHT 各工事の企画・設計・施工、金属・樹脂製品の設計、販売 東陣取山

㈱りんぐ とび・土工 三好町荒池

柘植技建 建築業 西一色町荒井

㈲ダイアナ アイ キャン 補正下着・食品販売 三好丘２丁目

㈱GOOD JOB 消毒施工 三好町上

＊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

◎パスポート・ビザ・就活などの証明写真

◎七五三、成人式、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

成制度があります。

今後新たな事業計

画・予定がある方は、事

業を実施する前に、みよ

し市役所産業課またはみ

よし商工会へお問い合わ

せください。
■問合せ

みよし市役所産業課

℡〈0561〉32-8015 又は
みよし商工会℡〈0561〉
34-1234

みよし市 商工業活性化

補助金をご活用下さい。

みよし市莇生町曽和265-1

暑中お見舞い申し上げます

新型コロナウイルス対策。

ワクチン接種はお進みですか？　

手洗い、消毒、除菌など、身の回　

りの「キレイを保つ基本」

を守り、過ごしましょう。

除
菌
・
お
掃
除
グ
ッ
ズ

は
ダ
ス
キ
ン
愛
豊
へ
。


