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お待たせいたしました。コロナ禍で２年

続けて中止になってしまった産業フェ

スタが３年ぶりに開催されます。

みよし市内の商業・工業・農業の

各部門が一同に集まり、75 ブースで多

種多様な飲食、物販、サービスの PR、

ステージイベントも行われる一大イベ

ントです。

商工部門では、46 ブース（飲食１４ブ

ース、物販・PR など 32 ブース）が出店（展）。

今年は新たにキッチンカーブースも設け

ます。デリバリーサービスの「Ｔ+ＣＡＧＯ」の

PR、工業部会が行う大人気の「オリ

ジナルグラス作り（サンドブラスト体

験）」、SDGｓに取組むステンレス廃

材を利用したキャンプ用品の展示・

販売も行います。

商工会員自慢の品々や「特産品

認定商品」の販売、ＰＲも行われま

すので、産業フェスタ会場に足を運

んでいただき、秋の一日を存分に

お楽しみ下さい。

【みよし商工会 各部会などの出店予定】
■工業部会

オリジナル

グラス製作体験
（サンドブラスト）

■青年部
お仕事体験

・折りたたみイス製作

・フラワーアレンジメント、など

■女性部
ドリンク販売

子ども向け釣りゲーム

■食品部会
くだもの販売

■特産品開発委員会

特産品販売

特産品認定制度ＰＲ

■宅地建物分科会

宅建協会ＰＲ・無料相談

■Ｔ+ＣＡＧＯ ＰＲコーナー

℡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

“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！

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。
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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
33,880円（３日間:20時間）

★他資格有りの方
29,070円（３日間:16時間）

小型移動式クレーン

☆未経験の方
32,010円（３日間:19時間）

★他資格有りの方
25,410円（３日間:15時間）
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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

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。

中として“配達料は無料”。

さらに「みよし市エリア拡大キ

ャンペーン」を展開中で「Ｔ+ＣＡＧＯ」

を初めてご利用の方には、最大 2,600

円相当分のポイントが付与されます。

「Ｔ+ＣＡＧＯ」の配達時間は午前 11 時

から午後９時までですが、注文受

付時間は、登録店舗によって異なり

ますので「Ｔ+ＣＡＧＯ」の各店舗ページ

でご確認下さい。

この配達サービス導入に

携わってきた、みよし商工会ホームデ

リバリー委員長の青木正也さん（株式

会社うお茂・代表取締役）は『みよし市内

全域をカバーし、配達車両の充電

待機場所も市役所西側の元コンビ

ニ跡地に設けたので、安全・確実に

お届けできます。買い物難民の

方々のサポート、在宅ワークや自宅

療養者の方などの食事手配など、

色々な活用方法をお考えいただけ

れば』と話しています。

豊田市の中心部で

2020 年 11 月から始ま

ったデリバリーサービス

「Ｔ+ＣＡＧＯ」。その対象区域

をみよし市内全域にも拡大。みよし市

内の登録店舗も17 店と増え、トータ

ル 130 店舗以上の掲載。多様なメニ

ューを選べるようになりました。

コロナ対応などで、テイクアウトや

デリバリー依頼が多くなった飲食店

業界。このデリバリーサービスには、ト

ヨタ自動車株式会社提供の電気自

動車を活用（写真上）。配達は、豊栄

交通株式会社が対応します。

みよし市内の登録店舗は、10 月

15 日現在、右表のとおりですが、

随時参加店を募集し、増やしていく

予定です。現在は、実証実験期間

フード・ネットスーパーデリバリー

登録店 うお茂・天仁屋／COROLO CAFE／OHANA Cafe／魚酔／そば・うどん香雅／MOCKTAIL FACTORY／

ダンカン／コメダ珈琲店 三好インター店／La CUCINA／お惣菜＆Cafe  縁／野菜と糀のカフェ このはな／

秀鳳 ／DEAR DEAR  アイモール三好店 ／日本亭 三好保田ヶ池前店 ／OM-SHREE ／みや古

充電待機場所（みよし市役所西交差点角）

午前９時20分
～午後２時

2018年のステージイベントの様子

登録はＱＲコードから→

キャンペーンは予告なく変更・終了することがあります。
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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

自宅と作業場
のすぐ目の前は
三好八幡社。三

好上、三好下地区が長きにわたり守ってきた「山
車保存会」のメンバー（氏子）として、山車の組み
立てや解体、そして山車の市中引き回しに華を
添える“お囃子”の指導者（写真右）としても20年以
上かかわってきた安藤さん。『祭りを大事にした
い、盛り上げたいとがんばってきたが、コロナで
中止となった２年間のブランクは大きい。
子どもたちに任せてきたお囃子に必要な
篠笛、鼓、小撥、大胴、大皮の演奏を身
につけるのに、また一からスタートという感
じになってしまった』。

生まれは岐阜県串原村。矢作ダム建
設で集落が水没し三好に移転。1967年

（昭和42年）、博昭さんの父、隆一さんが安藤建築
を創業。一方、１級建築士として民間勤めを経験
後、家業を1998年ごろ受け継いだ安藤さん。『父
は中卒で大工になったいわゆる昔気質（かたぎ）の
職人。日本建築の伝統、在来工法や無垢材など
自然素材をとても大事にしていました。日本の林
業を心配して、放置林の目立つ現状を嘆いてい
ましたね』。そんな先代は昨年他界。

特に、天然木へのこだわりは父親譲り。『本物
の木に触れて欲しい。木は伐った後も
“生き続けます”。無垢材を使った家は、
木の特性として湿度を調整したり、気温
の変化で伸縮したりして、まるで生きてい
るようです。冬暖かく夏はひんやり。とて
も肌触りがいいものです』。

安藤さんの思いは、日本の林業衰退

の歯止めになろうと、東濃地方
で産出される桧（ひのき）を活用。
特に樹齢50年以上となれば柱
にもなれるほどの材。新築に限
らず、リフォーム、リノベーション
にも力を注ぐ安藤さんは『長年住んできた家に
は、その家と家族の歴史が刻まれています。ど
のように変えていくかは、家族でゆっくり時間を
かけて欲しい。加えて高齢化社会に向けての
“介護保険住宅改修”や“障がい者住宅改修補
助制度”など、自治体の制度も有効に活用して
いただければ』。

外来材に頼ることなく、日本の住環境に合っ
た建物造りへの使命が、目の前の八幡社、“神
様の拠り所”から与えられているかのように見え
ます。

SDGsへの取り組みを推進している

森島製作所。ふるさと納税の返礼品

として出品している金型職人のアウト

ドアブランド「Forest ＆ Ｉｓｌａｎｄ」の製

品、コンパクト焚き火台（写真下）。今ま

でなら廃材となってしまった厚さ1.2

㍉のステンレス板が、金型職人の技

術とアイデアで、アウトドアグッズに大

変身！その個性的なデザインと機能

的な魅力は「日本が誇るビ

ジネス大賞2022年度版」に

取り上げられたり、アウトド

アファンに人気の雑誌、

「ＧＯ ＯＵＴ 11月号」でも

紹介されています。

業務部長の藤井俊充さ

んは『キャンプを通じて家族や親子

で話ができるきっかけになると思いま

す。“食育”という言葉があるように、

“火育”ができるのではないでしょうか。

子どもたちに火

を扱うスキルを

身に付けさせ、

火の危なさや安

全な使い方を学

ぶ機会にもなる

し、防災グッズと

しても活用でき

ますよ』。

企業間取引

のＢｔｏＢ（ビジ

ネスtoビジネス）

か ら Ｂ ｔ ｏ Ｃ

（customer）へ。

『森島製作所ってどんな会社なんだ

ろう？と見てもらえるいい機会です

し、みよしが“ものづくりのまち”である

ということをアピールしていきたいで

すね』と森島さん。

同社は今から51年前、

1971年に誠さんの祖父、森

島守さんが創業。その後、父

敏夫さんが2021年まで代表

取締役を務めたあと叔父の

森島雅喜さんが昨年10月、

代表取締役に就任。

鉄、ステンレス、アルミ、銅といった

材質の金属板に穴を空けたり、曲げ

たりする、製品を作るための精密な

プレス金型の設計・製作会社。最新

鋭工作機械によるハイテク技術とエ

キスパートスタッフとの連携で、あら

ゆるニーズに応えたいとアピール。

子どものころ、父親が土日も仕事

で設計や加工する後ろ姿を見ていた

という森島さん。焚き火台の炎に照ら

される森島さんの背中がきっと子ども

たちの記憶に残ることでしょうね。

（コンパクト焚き火台などのご注文は、ＨＰの

問合せフォームからも可能となっています。）

●三好町半野木1-62●℡〈0561〉34-2645 ●〈営業時間〉

8:30～17:00    ●〈定休日〉土日   ●HP morisima-ss.co. jp/

森島製作所

●三好町下池下76 ●℡〈0561〉32-2377　 　  ●HP→

●営業 8:30～17:30   ●定休日 日・祝日、第２・第４土曜日

天然木で大切な我が家をより暮らしやすくする

生産管理部 部長

森島　 誠さん
有限
会社

時代の求める技術と品質を追

Forest and Islandの商品各種

左・業務部長藤井さん、右・森島さん

複雑な製作工程を実現化
させる金型と金型部品

人気のブランド商品

安藤建築 安藤博昭さん

１級建築士・１級施工管理技士・増改築相談員

三好下理事

２基の山車、夜は幻想的

（編集部が過去に撮影）

みよし商工会の会員で、運輸・
物流業を営む株式会社カネヨシさ
んが、９月16日緑丘小学校で社
会科の出前授業。小学３年生の
児童55人が、「みよし市の産業」
や「運送業の具体的な仕事の内
容」「地域貢献などの取り組み」な
どについて学びました。また、運
動場では長さ21㍍のフルトレーラ
ーラッピング車に描かれた、みよ
しの祭りなどを見学後、高さ3.8㍍
（座席の高さ約２㍍）の運転席に上が
り、その高さや見える視界などに
驚いていました。

同社は、みよし市を全国にアピ
ールしたいと、2020年４月から三

好の大提灯やカヌー、特産品の
果物、山車、伝統芸能棒の手など
を描いたラッピングトラック全４台
を全国に向けて走らせています。

また、みよし市が公募した旧文
化センターサンアートの「ネーミン
グライツ契約」にも応募。契約を結
び、同施設の名称は９月１日から
「カネヨシプレイス」となりました。
同社の代表取締役社長の鈴木克
尚さんは『私もこのみよしで生まれ
育ってきた。みよし市をもっとＰＲ
し、みよし市とともに我が社も発展
していきたい』。

出前授業では、鈴木社長自ら
が先生に。Ｑ＆Ａで『トラックには
大人のキリンが何頭乗るでしょう

か？（答えは６頭）』『皆さん
のお家の車何台分？（５

台分）』。そんなやりとりで
盛り上がり、子どもたち
からも質問攻めにあって
いました。

ネーミングライツ、ラッピング
トラックでも地域貢献

●

●

★

●●●

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
谷→

N

●●●

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

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。）

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）募集中！　 詳しくはお問合せ下さい。

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

運転席から見える景色はどんなかな？

全長21㍍のフルトレーラー

2022年３月

建設業許可取得
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★人材派遣のお仕事

とは具体的にどのような

内容でしょうか…〈服部

さん〉我が社には、100

人ぐらいの派遣社員が

在籍していますが、豊

田・みよしの自動車関連

企業が主な取引先です。

ここ何年もずっと労働

力不足が言われていて、

派遣先も正社員を増やさずに、それ

でいて繁忙期のニーズに応えられ

る人材を要求。地域柄、外国人の

社員も多く（６割程が日系人）、言葉が

上手く通じないときもありますが、定

期的に派遣先の企業や工場を回っ

て、出勤を確認したり、少しでも声

をかけたりしてフォローしています。

彼らにとって、雇い主側の“公平

さ”がとても重要で、最終的には、

人間関係をしっかり築きあげられる

かどうかが、人材派遣事業の成否に

かかっていますね。

（このお仕事に携わるようになったきっかけは？）

元々豊田の人材派遣

会社に勤めていて、営業

管理や人員対応にあたっ

ていました。しかし、リー

マンショックで派遣先か

ら仕事が切られて業績が

悪化。それがきっかけで

ぼくも退社し、独立に向

けて動き出しました。

逆にいいタイミングだ

ったのかもしれません。

★塗装のお仕事もなさっている

そうですが…〈服部さん〉14 年ほ

ど前に「㈱アズ」（現在は㈱アズプラス）

という会社を設立して独立。それを

きっかけに商工会青年部に入りまし

た。

元々実家の父親が

塗装業を営んでいて、病

気やケガで思うように仕

事が進められないので、

時間があれば手伝いに

行っていました。

派遣の仕事のネットワ

ークで生まれた縁で、建築関係の

仕事や塗装の依頼が増えてきて、会

社的にも派遣以外の業務を加えて

もいいのかなと。

塗装の仕事は親父に「俺やるから

教えてよ！」。ちょっとした“親孝行”

みたいなものじゃないですかね（笑）。

塗装の仕事は、派遣じゃなくて、ぼ

く自身が動いていますから。

★青年部の活動はいかがです

か…〈服部さん〉東日本大震災の

１年後ぐらいに、部員 10 人ぐらいで

被災地の視察に行きました。全滅し

た港湾施設や児童、先生が大勢亡

くなられた宮城県石巻市の大川小

へも行きました。

少しでも復興支援につながれば

と仮設店舗で営業して

いるお店で食事をした

り、お土産を買ったりも

しましたね。

青年部では昨年、一

昨年とコロナ対応での

公共施設やさんさんバ

ス内の「抗菌コーティング事業」を手

弁当で実施。対外的に喜んでいた

だけて良かったと思います。

★少年野球チームの監督さんで

すね…〈服部さん〉三好コミュニティ

ーズの指導者になって 19 年ぐらい。

高校生の息子も現在小学３年生の

息子も入部。子どもたちの成長を見

られるのが一番楽しい！

どうやったら子どもたちは伸びて

いくのか？感覚的な指導や押し付

けはしない。“教える引き出しをいく

つか持たなくちゃ”と気付き、野球を

学び直ししている。学び直しのため

に、息子の練習も兼ねて毎週通っ

ている施設もあります。

野球の知識と指導スキルを高め、

それをこの先チームに反映させてい

きたいですね。

●カクテルの大会

で日本一になったそう

ですね…〈水野さん〉

富山で９月に「ＴＨＥ

ＣＯＣＫＴＡＩＬ！

フレアバーテンダーの大会」があって、タン

デム部門とソロ部門のうち、ソロ部門で優勝さ

せていただきました。

大会には、オリジナルの技で臨みましたが、

ボトルを片手で回すブーメランや３本を放り投

げるカスケードなど、ぼくは最大５個（４本のボトル

と、ひとつのシェーカー）扱えます。

●なぜ、この道を選ばれたのですか…

〈水野さん〉シンプルに言えば『目立ちた

かった！』（笑）。子どものころから芸人に

あこがれていて、家族や友達を笑わせる

のが大好きだった。飲食店に通算13年勤

め、そのうち７年間は名古屋錦のアメリカンレスト

ランで働き独立。働き始めたころ、この

レストランのバーテンダーがお客様の

目の前で演じていて、それがすごく格

好良かった。お客様の驚きと嬉しそう

な笑顔の反応に感動しました。ぼくも

極めたいと思い、練習を重ね、いくつも

の大会に参加し腕を磨いてきました。瓶

を割ってしまう失敗も有りましたが（笑）。 ●

ノンアルコールカクテルの魅力を…〈水野さん〉う

ちのお店が掲げているコンセプトは“健康に満

腹に”。美容と健康にいい料理やドリンクを提

供したいと思っています。

カクテルの種類は“無限”といっても

いいぐらい様々な組み合わせがあり

ますが、ぼくの店では100種類ぐらい

を標準にしています。（代表的なメニューは？アルコー

ル入りも出来ますか）

そうですね。ぼくの父がバイオ技術によ

って作った自家製のノンアルコールジン

を使ったハーブソーダやシャボン玉

のように膨らませて見た目も楽し

めるクランベリージュースのカクテ

ル（写真上）、バーテンダーのカクテル大

会で受賞したオリジナルカクテ

ル、パームワームス（和梨のリキュール

に山椒で香りづけしたもの）などは、ぜひ

皆さんに味わっていただきたい。

アルコール類は、お店を始めて半

年ぐらいは置いていませんでした。

でも、実際には“お酒”を希望されるお

客様も多くて、飲める方もそうでない方も

皆さん一緒に楽しめる場にしたいと思い、今では

アルコールも提供するようになりました。

●モクテルさんでの楽しみ方のアドバイスを…

〈水野さん〉お誕生日や結婚記念日、

お祝いごとなどのお手伝いができたら

嬉しいです。そんなときに『サプライズ・

カクテルショー』はいかがでしょうか。

カウンターでのカクテル作りは、バーテンダー

の“ステージ”。パフォーマンスやカクテル作りの

プロセスなど、目で見て楽しんでもらいたい。もち

ろん、料理やケーキなども手作りにこだわってい

ます。特に、岐阜の農家

さんからハチミツを仕

入れて作っているバ

スクチーズケーキは

濃厚でとても美味しい

ので超オススメですね。

自薦、他薦オッケー！　 “個性的な”お店お待ちしております。

お酒を飲めない方にも

目と舌で楽しめるお洒落な

《商工会青年部・副部長》

株式会社Ｋ２

部 長 服部正人 さん

●三好町湯ノ前11-1 湯之前館２階Ｆ号

●℡〈0561〉56-7344
●営業時間 8:00～17:00 ●定休日　 毎週土日

●メール　 /az122@nifty.com

●

●
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コンビニ主要地方道豊田知立線

《主なメニュー》 税込

●ボタニカルジントニック 750円

●フラワーガーデンフィズ   780円

●レッドポップエクスタシー 850円

●ソフトドリンク各種 400円～

●生ビール 600円

●アルコールカクテル各種 580円～

●エビとブロッコリーのアヒージョ  880円

●豚キムチ炒め 680円

●手作りバスクチーズケーキ480円

●ルーロー飯                880円

●タコライス         880円

●白いカルボナーラ 1,080円

塗
装
の
仕
事
は
自
ら
動
く

2021年12月創業
モクテル　 ファクトリー

店長 水野寛之さん

モクテルとは真似をするというmock
とcocktailを組み合わせた造語。

海外のバーでは、モクテルメニュー
も揃えてあることが定番。アルコール
がだめな方も飲める方も、オシャレな
ノンアルコールカクテルを楽しめます。

■三好町小坂69／三好センタービル１階Ｅ号室（みよし市役所すぐ北側）

■〈店舗〉℡070-8531-6891（■テーブル４卓（各４人席）、カウンター８席

■営業時間 15:00～24:00（ラストオーダー23:00）

■定休日   火曜日（不定休有り）■Ｐ…センタービル共用駐車場12台

宙を舞う３本のボトル

●●●

白いカルボナーラ

タコライス

バスクチーズケーキ

カラフルなノンアルカクテル

生ハムサラダ

エビとブロッコリー
のアヒージョ

一般労働派遣事業
（派）23-303671

さんさんバス内の抗菌

コーティング事業を

2022年2月に実施

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】

猫グッズ専門店
一番人気「猫ベッド」。

ふるさと納税の返戻品にも

認定されました。

安
心・安全な生活空間を創造します。

℡〈0561〉36-0280／月・火定休／11時～18時／黒笹町

雑貨・喫茶

instagram
←ＱＲコード
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商工会・新会員ご紹介 〈R４年７月～９月理事会加入承認分〉

今回11社が加わり、令和４年９月21

日現在、973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。

企業名（事業所名） 業種（事業内容） 所 在 地

くろねこKitchen 飲食業（キッチンカー） 明知町宝栄

水野接骨院 不動産貸付業 三好町上

メナードフェイシャルサロン　 三好丘 サービス業（美容サロン） 三好丘７

やさしさデザイン ＨＰ作成・デザイン 豊田市

サロン らいと（㈱ミネ ホールディングス） エステサロン 三好町湯ノ前

サンドイッチ専門店 ＣＯＭ SAND 飲食業 三好丘緑５

local cameraboy 写真撮影、写真アルバム販売、出張撮影 打越町石坂

（同）ミーティァ（ポラリス みよし教室） 児童福祉 三好町蜂ケ池

一心太助 建築業（リフォーム） 三好町弥栄

髙希組 土木 福田町清水

㈱アテンダントサービス 介護事業 三好町上

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

愛知県みよし市打越町新池浦112-6 ℡0565‐41‐5161 
Mail uketsuke@kaneyoshi.info

〈拠点一覧〉梅坪第一事業所・梅坪第二事業所

三好第一営業所・三好第二営業所・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

新倉庫オープン

東
名
高
速
道
路

●
●

★□当社

豊田市公設
卸売市場

うどん
一心亭

コンビニ

N
打越新池浦

商工会では、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

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。

３頁目の「お店発見」でご紹介しまし

たMOCKTAIL FACTORY（モクテルファクト

リー）さんから、お友達、ご夫婦などペ

アでご来店いただきましたお客様10

組に“ファーストドリンク”をそれぞれ

にプレゼント。希望者は、

■〒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、お名前、ご住所、

電 話 番 号 、 10月

号 の 感 想 を ご 記

入いただき、11月

４日（金）までに、ハ

ガキでお申込み

下さい。

当選者には、商工会事務局から当選

通知を発送します。留意事項をご確認

の上、同店でご利用下さい。

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。

法人・個人を問わず事業主の方

は、正社員、パート、アルバイトといっ

た雇用形態にかかわらず、一人でも

労働者を雇った場合、労働保険に加

入する義務があります（農林水産の一部

事業は除きます）。

労働保険は、従業員の安心と会社の

安定のための保険。従業員のため、会

社のために、労働保険に加入すること

は事業主の義務・責任です。

■問合せ  豊田労働基準監督署労災課

℡〈0565〉30-7112 ／豊田公共職業

安定所 ℡〈0565〉31-1400

厚生労働省から

11月は労働保険適用促進強化月間
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℡（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

(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)

コロナ対応で変動する場合があります。

みよし市内の特産品を紹介する「み

よし商工会“認定”＆“イチ押し”の特産

品ハンドブック」と、みよし市内の魅力あ

るお店を紹介するショップガイド「ぎゅぎ

ゅっとみよし2022」が両開きタイプで完

成しました。

みよしに遊びに来たお友達と『どこへ

食事に行こう？』

『お土産何がいい？』 

『みよしってどんな

まちなの？』。

その答えが詰ま

ったハンドブック

は、Ａ５サイズ16

頁の持ち運びし

やすい大きさ。

ぜひご活用下さい。

みよしの「特産品ハンドブック」＆

「ショップガイド」全戸配布

1,210円
標準価格（税込）

手軽なのに しっかり落ちる！
ここまでできる おそうじセット

くらしキレイＢＯＸ

みよし市莇生町曽和265-1

数量

限定★カビ・ぬめり取り剤

★風呂・化粧室用洗剤

★天然ゴム手袋
（ギャザー付きＭサイズ）

★ガラス用シート
★レンジフード・

コンロ用シート
★冷蔵庫・キッチン

用シート
★トイレ用シート

ひ
と拭
きごとに楽しい気

持ち
♪

ただいま販売中

＊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


