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こんなにも腹を抱えて笑い、さらに笑い
が笑いを呼ぶような講演会が今までにあっ
たでしょうか？ 商工会青年部・女性部合同
主催による講演会「オカマバー経営者に学
ぶ～親睦を深める話術とは～」が１月28日
保田ケ池センターで開かれました。商工会
員ら約70人が参加。
講師は、タレントでテレビ出演やＲ－１

グランプリにも出場し、かつ京都で老舗の
オカマバーを経営する梶浦梶子さん。身長
177㌢のスラリとしたスタイルとその容貌は
誰が見ても“美女”。でも、その声はハスキ
ー。梶子さんは「おもろい講師として招か

れたと思うけど、みよし市のためになるよ
うな話はあるのかな？　何しゃべったらい
いか分からへんわ～」。（聴衆笑、以下同）

【見た目の問題】梶子さん…富山に行っ
たときの話やね。この身長でしょ。タクシ
ーの運転手さんに『男に間違われへんか？
声どないしたん？』『あんた、近くで見たら
男みたいやな』。（笑） 　 はるな愛ちゃんって、
あの人おっちゃん？それともおばちゃん？
オカマと女のボーダーラインって何やろ？
「顔（器量）？」「ホルモン？」。物理的、医学的
に言うと、私が死ぬときは「男の寿命」。（笑）

スポーツクラブにも通ってるんやけど、
更衣室がうるさいんやね。男のほうへ行っ
ても、女のほうへ行っても。（笑）

子どもが小さいとき、北陸の有名な温泉
に行ったんよ。困ったよね。私のからだに
は“あれが”あって、あって、あるから。
でも、一家三人女風呂に入りました。そこ
に他の女性客が入ってきました。子どもが
“パパ～”って呼んだからえらいことに。（笑）　

【カルーセル麻紀さんが師匠】
大学在学中にこの世界へ入ったんやけど、

カルーセル麻紀さんに入門するのに15年間
かかった。落語家じゃないのにね。（笑）でも、
師匠は性転換手術、今では、性別適合手術
って言うけれど、師匠は戸籍も男から女に
変えはった。たぶん日本の第一号じゃない
かな。インターネットもない時代、海外旅
行も大変なときに、モロッコまでよく行っ
て手術したよね。（笑）

【癌を「ポン」と呼んだら】
何が原因で死ぬか。癌がいいなぁと思い

ません？余命宣告を受けて覚悟が出来る。
でも、告知はいややなぁ、字面が悪いわ。
癌じゃなくて“ポン”にしたらどやねん。（笑）

【聴衆からの質問】「プロポーズの言葉
は？」大学生のとき、アルバイトがきっか
けで、オカマになったのだけど、どういう
わけか“押しかけ女房”と結婚。プロポー
ズはしなかった。「子どもさんはどう思ってるの
でしょうか？」息子は医者になってるの。「親
はカマでも、子は育つ」。（笑）　 親は選べない
でしょ。そんないきさつは「パパはオカマ
さん（いがらしゆみこ作画）」という電子書籍（マン

ガ）になっているからご覧になって。

全国の商工会青年部のメンバーが、今ま
での経験や地域での活動などをもとに、その
主張を競う発表大会が昨年の７月から11月
にかけて行われました。みよし商工会青年部
からは、「青年部活動を通じて貫いた志」をテ
ーマに、莇生町の大工、渡邉貴志さんが出
場。７月の愛知県大会、８月の中部ブロック
大会（岐阜）を勝ち抜き、11月21日の広島県
広島グリーンアリーナで開かれた第20回全
国大会（全国６ブロックから７人が出場）へ。７人中
５番目に登場し、最優秀賞を受賞。愛知県代
表としても“初”の快挙。

その祝勝報告会が２月５日サンアートで行
われ、みよし市の小野田賢治市長はじめ、来

賓や商工会関係者ら
約70人が出席。みよし
商工会の鰐部兼道会
長は、『渡邉君が発表
を終えると、3,500人の聴衆が一斉に大きな
拍手を送った。とても感動的だった。彼の志
がみんなの気持ちを動かした。これからも人
のつながりを大切に仕事も青年部活動も頑
張ってもらいたい』とねぎらいと期待の言葉。

今回の発表をサポートし、様々な工夫を凝
らした青年部員の一人で渡邉さんの北部小
学校時代の同級生、近藤慎一さん（㈱あすか

保険事務所取締役）は『You Tubeで、過去５年
ぐらいの発表事例を分析した。内容的には、

“きれい”にまとめられていたと思うが、我々
は、もっと本質的に“自分の商売はどうな
の？”　 その苦労を素直に叫ぼうよ！　 過
去のトレンドをぶち破ろうよ！って感じで、原
稿をつくり上げましたね』。

また、青年部長の竹谷康祐さん（たけや

塗装代表）は『会議を行うたびに、議論を交
わし、みんなの意見を盛り込んできた。み

んな自分自身のことのように感じ応援してき
た。渡邉君も全てを出し切ってくれて、部員
みんなとても興奮、感動した』。

渡邉さんは『ぼくだけが、頑張ってもダメだ
った。周りのみんなが一丸となって、ひとり一
人が考えてくれたおかげ。この１年間、ものす
ごく楽しかった。でもここからがスタートだと思
う。これから、地域や商工会へ少しでも恩返
しできていけたらと思います』と、新たなスタ
ートを宣言しました。
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県大会・中部地区大会を勝ち抜き

渡邉さん、全国大会で最優秀賞を受賞

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。

◎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

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

0120-090557
フ ク ト イ イ ナ

台所用スポンジ３色セット

ダスキンが誇る

ベストヒット商品！

丈夫で長持ち

経済的

￥550（税込）

網目気泡スポ

ンジ  研磨材

入り不織布の

３層構造

★夜の部営業時間 18:00～23:00 （日曜定休）

★℡〈0561〉76-3228★西一色町猿投松58-1

１周年歌謡ショー

℡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

♪昼間は♪

カラオケ喫茶
10:00－16:30

（モーニングサービス12時まで）

“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）

商工会青年部の主張発表

オカマバー経営者の毒舌・本音・奇想天外体験トークに腹の皮よじれる

栄誉を称え花束を贈呈、
固く握手を交わす

渡邉さんと鰐部会長

①３月17日（日）②１８日（月）

午前10:30～　 ドリンク付き3,800円
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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

自動車、家電、産業機械、玩具など、様々な
製品を動かすのに“絶対欠かせない部品”バ
ネ。「我々が造っている製品は、自動車のエン
ジンやブレーキ、シートなど、動くものの中
に使われている。外からは見えないが、とても重
要な役割を果たしている」と小出さん。
昭和56年（1981年）、名古屋から三好に移り住

み創業。「父がバネの試作の仕事をやっていた
こともあって、学生時代、機械や素材に興味

があった。そして
バネ製造会社に就
職。何年間かサラ
リーマン生活を送
っていたが、父が
病気で入院したの
をきっかけに、跡
を継ぐことにし

た。もう40年近くになるかな」。
創業当時、引っぱりバネやねじりバネなど

バネ製造の工程はほとんど手作業。家族や内
職さん総出でやるしかなかった時代から、平
成に入ると、工作機械メーカーの発展ととも
に『自動成形機』が普及。大半の工程が機械
でこなせるように。「当時、１千万円を超える
成形機を導入するのに金融機関から借り入れ
したが、毎月の返済が出来るかどうか、不安
で不安で仕方がなかったね。今だからこそ話
せるけど」（笑）と小出さん。
仕事の標準的な流れは、バネ材となるピア

ノ線の仕入れ、自動成形機で製造、熱処理（表

面処理）し完成。その完成品を袋詰めにして納
品し完了。自動成形機の導入によってバネの
種類や量もこなせるようになり、工場を拡張。
一緒に経営する二男の真人さんが自動成形部

門を、小出さんが手
作業工程やパート従
業員の作業管理、経
理などを担当。１日
の間に、何便もある
指定時間に納品遅れがないよう『納期厳守』

『品質管理』が永遠のテーマ。
「家内が早くに亡くなり、息子たちの中学、

高校時代の入学・卒業準備や買い物など、生
活全般がバタバタしていた時期もあった。息
子には“おまえがやるなら協力するよ”、と無
理強いはしなかったがもう15年程一緒にやって
きた、まぁスムーズにやって来られたのかな」。
地元のつながりを大切にしてきた小出さん。

“緊張のバネ”が切れないよう、週１回、地元
の居酒屋で過ごすリラックスタイムや月数回
のゴルフが、リフレッシュの源のようです。

●福谷町善ケ山37-19　 ●℡〈0561〉36-0009
●日曜定休  

小出製作所 代 表小出 勉さん

見えないところで重要な役割を果している
機械の動きをチェック

する小出さん

行きつけの居酒屋で仲間とくつろぐ小出さん

青色申告会
みよし支部副支部長

左官材料に
使う漆喰（しっ

くい）や珪藻土（けいそうど）、モルタルな
ど「ねばい（ねばり気が多い）か、さく
い（ねばり気が少ない）のか、現場での
“勘”だね。暑さ寒さの気候や温度
にもよるし、こればっかりは経験
だから」と近藤さん。
在来工法の日本建築が減り、下

地がボードに替わり、土の壁を塗
るという作業が減ってきてしまっ
た昨今。ハウスメーカーからの依
頼は少なく、個人の施主さんから
の発注に、大工さんや工務店さん
とコンビを組み、左官職人として
25年仕事をこなしてきました。
近藤さんの父親、兼由さんが左

官職人だったこともあり後継者に。
近藤さんは子どものころを振り返
り「多分、父親がどういう仕事を
しているのか、見たかったのだと
思う。よく現場に付いて行ったり
して、施主さんから“よく来たね”
と言われ、おやつをもらったりし
て、それが嬉しかったのかも（笑）」。
高校を卒業して、すぐに家業を

手伝おうと思っていたところ、父
親のアドバイスで、名古屋の空調
設備会社に就職。「６年、外飯食い
ましたが、そこには左官の仕事が
あるわけではなく、“左官技能士”
の資格を取得できる訓練校に夜間、
３年間通いましたよ」。
その卒業試験は１日がかり。「下

地の下塗りから漆喰の上塗りまで、
そして仕上がりの厚さなど１ミリ
単位で計測されて合否が決まる厳
しいものでした」と振り返ります。

現在、父親兼由さんは引退。息
子の智矢さんとコンビを組んで４
年。「この仕事は、すぐに出来る
（上達する）ものじゃない。“気付き”
が大事。見て覚えてやっていくし
かない。１軒の家を建てるには左
官の仕事だけでなく、他の業種、
水道屋さんや塗装屋さんなどの職
人さんらとのコミュニケーション
も必要ですから」。

世代交代。「本当に同業者が少な
くなってしまった。左官の仕事は増
えると思えないが、我々への依頼は
増えてくると思う。それをこなせるか
どうか…。我が家は３代続けて来ら
れたから、それだ
けでも良しとしない
とね」。

伝統的、職人的
な 仕 事 。 経 験 を
“塗り重ねていく”
職人を応援したい
ものですね。

『リノベーション』。建物の構
造・骨格（柱）はそのままで部屋
（間取り）を改造。原型が無くなり
全く新しい生活空間に生まれ変わ
らせる工法。親から築年数の古い
家を受け継いだり、家族構成の変
化やバリアフリーの必要性が生ま
れたりするのがきっかけでリノベ
ーションに。
一級建築士でもある中田さんは

「施主さんのまだあまり具体化し
ていない思いなどを伺いながら、
お客様が本当にやりたいことや要
望を聞き出してプランを提示させ
ていただきます。施主さんには
“一緒に考えましょう。必ず答え
はありますから”とお伝えします
ね。ただ予算との兼ね合いはもち
ろんありますけど」。
社歴は古く、1960年代に大手総

合塗料メーカーの関西から名古屋
地区（三好）への進出に伴い、
1969年（Ｓ44年）、設備工事などを主
とする建築・土木工事業を先代の
中田裕之さん（兵庫県出身）が創業。
2002年、現社名に変更。２代目の
稔大さんが代表に。現在は、企業
の設備投資に関わる建築付帯工事
をはじめ、リフォームやリノベー
ション、新築工事と幅広く事業展
開。

中田さんは「子どものころから物
づ く り は 好
き だ っ た 。
現場に付い
て い っ て 、
ノ コ ギ リ 引
い た り セ メ

ント練ったり、
大工さんの手
伝いをしたりし
ていました。中
学生のときに
はもう、“建築士になるんだ！”と決
めていましたね」。
会社を一緒に支える奥様の千鶴

さんは「デートで明治村へ出かけ
たときも、建築（移築された帝国ホ

テル）の話ばかり（笑）。普通、建
築士というと某テレビ番組のビフ
ォー・アフターじゃないですけれ
ど、スマートなイメージがあるじ
ゃないですか。主人はもう現場一
筋の人。背広よりも作業着がよく
似合う（笑）」。
大学受験を控えた長男をはじめ

３人の子の父親。「ぼくは中学時
代に自分の進路を既に決めていた
が、子どもたちはまだ何をやろう
かと考えている段階だと思う。子
どもには子どもの人生があるので
強制できないですよね」。一方母
親の千鶴さんは「強い信念をもっ
て仕事に取り組む姿勢を尊敬して
いますが、家庭へ戻れば父親。少
し厳しいので、もう少し子どもた
ちに寄り添った言葉を掛けてもら
えると嬉しいかな」。
地元の秋祭りでは、神社での餅

投げ用の舞台（やぐら）づくりを
先代から続けて40年以上。人との
つながりや地域貢献を大切に歩ん
できた人生。その人生設計図は
“生きた図面”として、次世代に
受け継がれることでしょうね。

考えれば必ず “答え” はある

●福田町一本松77 ●℡〈0561〉32-3650 ●日曜定休

お客様と打ち合わせをする中田さん

近藤業務店 代表近藤謙次さん

見て覚え、経験を積んで掴むしかない

ドッグランを作り上げた
智矢さんと愛犬のアレックス

屋根の漆喰を塗り直す近藤さん

●莇生町下辻34-4　 ●℡〈0561〉34-1828   ●営業 午前８時～午後５時

●定休日:日曜日 ●メール nor@msi.biglobe.ne.jp

中央建設工業株式会社 中田稔大さん

奥様の千鶴さんと

左官業

福田支部理事
代表取締役
一級建築士

のりひろ

莇生支部理事

ピアゴ
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至日進
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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
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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

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
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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

歓送迎会・各種宴会ご予約受付中！
仕出し・寿司・弁当　炉ばた焼き

■明知町団子山 ■℡32-4143■営業…火曜～日曜日　

の午後５:30～午後11:00 ■月曜定休 ■Ｐ12台

ホール・キッチンスタッフ
（アルバイト）募集中！
学生可。詳しくはお問合せ下さい。
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●お店の名前に込められた思いは…
【杉山さん】“饗（きょう）”は「おもてなし」と
いう意味です。“良かん”という屋号には、特
に深い意味があるわけではないんで
すよ（笑）。

師匠よりアドバイスをいただき、
店名の結びは「ん」にすること、自
分の名前の一字「りょう」を入れて
付けました。
（どちらで修業をなさっていたのですか？）

【杉山さん】豊田市で15年ぐらい修業
させてもらいました。20代前半、特
に定職につかずにいたころ（笑）、友人とよく行
っていた店の師匠に『手伝って欲しい』と誘わ
れ、アルバイト感覚で働き始めたのがきっかけ

です。
その後、６～７年で

お店を任せていただけ
るようになりました。
おかげさまで繁盛し、

従業員も多く大変でしたが、その経験のおかげ
で、何とかやっていける自信がつきました。
2011年５月に、ここみよしにお店を構えまし

たが、師匠の「絶対に手を抜
かない」教えと、その後ろ姿
を手本に今もやっています。
●料理の特長などを…
【杉山さん】毎朝市場に行き、
新鮮な野菜や魚を仕入れ、そ
れらの素材を活かしながら季
節感を盛り込んでいます。

品数が何種類もあるので、
味が濃くなりすぎないようにと心がけていま
す。刺身醤油やぽん酢、土佐酢なども、手作
りしています。
●デザートは奥様が作られているとか…
【杉山さん】家内が料理の盛り付けからデザー
ト作り、接客、ホールアルバイトの指導、事
務としてくれているので、ぼくは作ることに
専念できる。とても有難いです。

●デザートにはどんな工夫を…
【奥さん】食後に召し上がっていただ
くので、料理の余韻を損なわないよ
う、さらに季節に合わせたものを用
意させていただきます。
●この時期〈取材時の１月下旬〉はどんなメ
ニューでしょうか？…
【奥さん】甘酒のケーキと胡桃入りの干し
柿です。（写真左上）

●まもなく８年目。みよしでの手応えは
…【杉山さん】おかげさまで、お昼は女性のお客
様のご来店が多く、夜の部はご夫婦やご友人ど
うし、ごひいきのお客様にお越しいただいてお
ります。

盛り付けや味付けの
ことなど『ていねい
な仕事してるね』
『美味しかったよ』
と、お声掛けいただ
けると、とても嬉し
いですね。

饗良かん 〈2011.5 開業〉 店主 杉山僚悟さん

■三好町上ケ池5-1　 ロアジール上ケ池１階　 ■℡〈0561〉34-2572
■テーブル７席（30人入れます。）■営業時間 〈昼〉午前11:30～午後3:00（オーダーストップ午後2:00）

〈夜〉午後5:00～午後9:30（オーダーストップ午後8:30）

■定休日　 毎週月曜日・第２日曜日　 ■駐車場　 お店の前に６台

自薦・他薦OK。“個性的な”お店お待ちしております。

おもてなしの心と

ひとしな一品を大切にする

●四季膳 1,296円

（デザート・珈琲付き1,728円。予約不可）

●会席「茜」 2,700円

「藍」 3,780円

「おまかせ会席」5,400円

●ふぐコース（冬季のみ）

5,400円/8,640円

●お子様せっと 864円

●ドリンク（ビール、日本酒、焼酎、ワイン各種）

杉山さんご夫婦

奥様手作りのデザート

ランチの「四季膳」

★

N

●

三
好
高
校

サン
アート

●

サンドラッグ

良かん

★共同経営となったいきさつは…【石田さん】幼稚

★お店の特徴を…【吉岡さん】このお店が
あった場所は、むか～し昔40年以上前、大

家さんが小さな駄菓子屋さんをやりながら、お
好み焼きを焼いていたんですね。その“素朴な
味”が大好きで、自分が飲食店をやるなら、そ
ういうお店にしたいと思っていた。ぼくの「原
点」ですね。

（創作料理とは具体的に？）

【吉岡さん】世界に一つとか、ぼくが初めて創
り上げたという意味ではなくて（笑）、今日、お
店にある食材や季節の素材をどう活かすか、そ
の日その日の状況に応じてアレンジしたり（本日

のオススメ料理など）工夫したりして、お客様の“食
べたい”に応えていきたい、ということです。

★共同経営となったいきさつを…
【石田さん】幼稚園教諭を退職し

て、フランチャイズのお弁当販売
や高齢者への配食サービスの仕事を２年ほどや
っていたのですが、一人でお弁当作りから配送、
営業までこなしていて、最後には心もからだも
壊れてしまい、泣く泣く廃業を決意。次の経営
予定者（吉岡謙二さん）と引き継ぎをしていたと
きに、私が「ライブも楽しめるお店が実はやりた
かった」という話をしたら『それなら、一緒にやって
みないか』と誘っていただけたんです。もう本当
“命の恩人”（笑）、出会いに感謝です。

★目指すお店のスタイルは…【石田さん】音楽
を通じて、老若男女が仲良くなり、心のか

よったアットホームな感じのお店でありたい。
月に１回ほどミニライブ（希望者は演奏、出演可）も
開きますし、私も友人と「おりいぶ」というコ

ンビでピアノを弾きます。歌も大好きです。
【吉岡さん】２月半ばごろから、「みそ味」「く

るみしょうゆ味」の２種類の味で、五平もちを
販売します。みたらしや焼きそば、お好み焼き
もテイクアウトできます。
宴会（飲み放題もあり）、カラオケ、ライブなど、

お客様のご要望やご提案に応えられるよう、
色々な楽しみ方をここでお客様と創り上げてい
きたいですね。

鉄板焼・創作料理

～ＳＨＩＮ～

カウンター席で盛り
上がるお客様と
大将の吉岡さん

大人気！

「鶏
皮ぎょうざ」

時には石田店長の生演奏
でカラオケも楽しめる

五平もち、秘伝の味！
一度食べたらやみつきに

読者プレゼント有り

℡〈0561〉36-6605

《2017年５月開業》　 大将（店主）・吉岡謙二さん　 店長・石田美菜さん

■福谷町最中９  ■営業 18:00～23:00（22:30オーダーストップ） ■火曜定休

■テーブル２席（８人）／お座敷３席（６人）／カウンター３席

まるで春を待つかのような

盛り付け

要
予
約

●●●●●●

●●●

153号バイパス

●広島風お好み焼き 〈大〉650円 〈小〉500円

●焼きそば（ソース味・塩ガーリック味・

しょう油味） 各500円

●オリジナル唐揚げ 650円

●鶏皮ぎょうざ（５個） 400円

●サラダ各種 400円

●ラーメン500円（しょう油・豚骨・みそ・台湾）

●ステーキ(120㌘)800円●ドリンク各種
●五平もち １本300円／みたらし80円

★

N

コンビニ

北中

● 農業屋

心（SHIN）

Part２
味わう（料理・ドリンク）～歌う（カラオケ）～演奏する（ライブ）

●●●

●

東名高速道路

コメダ
珈琲

●福谷
公民館

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。

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。

コンビニ

●

文化
幼稚園｝

●●●

Ｐ

●●●

●

カラオケ
１曲１００円

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。

会席料理の一品
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商工会・新会員ご紹介〈30年10月～31年1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

㈲ＫＫ・アルバ ドローン空撮・写真館 豊田市豊栄町

㈱チップマン 製造業 莇生町東山ノ神

やわら接骨院 サービス業 三好丘２丁目

特別養護老人ホームみよしの里 老人福祉介護事業 三好町八和田山

Ｔｒａｎｚａｃ㈱ ソフトウェア開発 豊田市大林町

矢田金属工業㈱ プレス加工 三好町中鯰ケ池

㈱ガイネン 映像製作 福谷町花立

柴田裕貴 大工 莇生町明知原

ネットワークパートナーズ協同組合 複合サービス業 打越町九蔵釜

ケイワークス 設計製作請負業 三好町東荒田

㈱アサヒ精機 プレス金型、治具製造 三好町福田

㈱スリーウエストプラス 労働者派遣事業 西一色町前田

㈱エム・エヌ・シー 電気工事業 三好町半野木

みよし商工会の会員数は、Ｈ31年１

月24日現在897社です。今回新たに13

社が加わりました。

よろしくご利用、ごひいき賜りますよ

うお願い致します。

中小企業共済
愛知県中小企業共済協同組合

●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。

（受付時間）
平日9:00～17:00

http://www.ack-kyosai.or.jp

FC ０１２０‐００‐９９６７

愛知県内の中小企業経営者の皆様へ

たよられるあなたに、たよれる安心を

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

3,240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

商工会に委託し、事務量を軽減しませ

んか。

■問合せ　 みよし商工会℡34-1234

３月から４月にかけて、住民異動な

どで窓口は大変混み合います。そこで、

平日に手続きが出来ない方や窓口の混

雑を緩和するため、転入・転出の手続

き並びにそれに伴う各種届出業務につ

いて土日の「休日臨時窓口」を３日間

開設します。

■日時 ① ３月30日（土）

② ３月31日（日）

③ ４月 ６日（土）

■会場 みよし市役所本庁舎１階

及び２階

■主な取扱業務及び担当課

【市民課／℡32-8012】住民異動、印鑑

登録申請、住民票発行、戸籍届出、マ

イナンバーカード交付など。

【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。

【福祉課／℡32-8010】障がい者手帳、

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

資格取得、喪失、変更。高齢者福祉サ

ービスの変更、廃止など。

【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

し市遺児手当の手続きなど。

【税務課／℡32-8003】原動機付自転車

標識の返納（転出者）、交付（転入者）。

■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。

心さんから、五平も

ち（みそ味かしょうゆ味か、

選べます）とソフトドリンク

セットを10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３月２

日(土・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、事務局から当選案内

を３月上旬に発送します。ご利用期限

は４月25日（木）までです。（お店のご利

用条件に従ってください）。　

★読者プレゼントを提供して下さる
スポンサーを募集中です。いいじゃん
通信でPRしてみませんか。

３頁目のお店紹介、「心」さんから

読者プレゼント

㈱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  

愛する人への感謝 そして　絆を感じ深める場

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

至
刈
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●●●

豊
田
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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

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。

℡（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

雑貨・喫茶　ねこのて内 

STUDIO NEXT
℡36-0280／月・火定休／

11時～18時／黒笹町

パートナー

店内に見本有ります。

ご相談、計測は原則、

土・日対応となります。

最良の靴を

見つけてみませんか！

みよし市からのお知らせ
年度末 休日臨時窓口の開設

※３日間とも
午前９時から
正午まで

「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、3,240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）

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

〈有限会社 鬼頭塗装店〉

外壁無料診断

実施中！

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。

Order Shoes/Original Shoes


