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（協力：中日新聞販売店会）

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。
■問合せ みよし商工会
担当:加藤(真)、大矢、渡邊
℡〈0561〉34-1234

ＭＩＹＯＳＨＩ ＳＯＣＩＥＴＹ

みよし市市制施行10周年（2020

年１月）を記念し、地域の活性化
や賑わい作りを生み出そうと４
月上旬に予定していた「花味大
縁会」は、昨今のコロナウイル
スによる社会情勢から、開催を
見合わせました。
イベントを楽しみにしていた
市民の皆様、事業をバックアッ
プしてくださったスポンサー
様、商工会各会員、出店申込み
いただいておりました事業者様
に、紙面をお借りしお詫び申し
上げます。なお、本事業は年度

末となる令和３年３月下旬に
「延期」を予定しています。収
束状況を見極めながら、同事業
の開催については、再度ご案内
いたします。■問合せ みよし
商工会℡〈0561〉34-1234

みよし市では４年前
に発生した熊本地震で
の教訓を活かし、大規
模災害時にスムーズな
災害支援物資を供給す
る「拠点施設の開設・
運営」訓練を２月15日
にグリーンステーショ
ン三好で行いました。
訓練は昨年に続いて2回目。

『愛知県内で震度７の地震が発

生。愛知県からみよし市へ支援物

資が搬入され、３カ所の避難所（総

合体育館・三好丘小・南部小）へ必要

な物資を、それぞれ分けて搬出す

る』という想定。
訓練は、みよし市防災安全課

はじめ、みよし商工会みよし運
輸分科会（トラック３台と輸送要員な

ど10人参加）、あいち豊
田農業協同組合（施設

利用とフォークリフト提供）、
トヨタ自動車（フォークリフ

ト操作要員）から約50人
が参加。

訓練内容は、10㌧ト
ラックから「非常食」「マ
ルチトイレ」「オムツ（大

人用・子ども用）」、「寝袋」

「トイレットペーパー」と表示、
梱包された箱を、３カ所の避
難所に向けて、それぞれ必要
個数を分配。再び２㌧トラック
２台と軽トラックに支援物資を
積み込み、避難所となってい
る総合体育館へ搬出し終了。

災害時に重要な役割を任
される運輸事業者。運輸分科
会会長の鈴木卓生さん（㈱カネ

ヨシ会長）は『昨年の反省を活
かし、避難所へ向か
う予定のトラックは、
小回りの効く小型を
用意した。震災時に
こういった訓練が活
かされるように、訓
練内容の工夫や継
続が必要だと思う』
と感想を話していま
した。
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５００円でオイル交換！ クーポン
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。

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。

◎パスポート・ビザ・就活などの証明写真

◎お節句、お宮参り、七五三、成人式、記念写真

◎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

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。

＊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
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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
【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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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。
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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

災
害
時
物
流
訓
練
を
実
施

訓練参加者に訓示を与える小野田市長

“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）

℡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

雑貨・喫茶

℡36-0280／月・火定休／11時～18時／黒笹町

猫グッズ専門店手
作
り
マ
ス
ク
有
り
ま
す
。
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当初予定日は、絶好の
桜日和でした。（4/5撮影）

ここがダスキンモップのすごいところ

パイルが細かな

ホコリもキャッチ！
花粉などのアレル物質を

取り除いて健康生活を！

0120-090557
フ ク ト イ イ ナ

ホ
コ
リを舞い上げず

、しっかりキャッチ！

物資の検品と分配作業

に取り組む参加者
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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

「お客様のお墓への思いや考え方、希望をしっ
かりお聞きします。打ち合わせの回数で言えば最
低10回ぐらい。１年ぐらいは普通。長い方では３年
程かけた方もいらっしゃいましたね。出来上がった
お墓をご覧になられて、喜びの涙を流されるのを拝
見して、私も本当にこの仕事をして良かったと思い
ました」と高根福男さん。
この仕事に関わるきっかけがユニーク。「墓石のデ

ザインが出来る人材を募集
していて、なぜ、デザイナー
を募集しているのかが分から
なかった（笑）。ただ、絵を描く
ことは好きだったので、自分
にもできることがあるのかもと
応募したんです」。
特にこれといった生きが
いや目標もなく、閉塞感に
さいなまれていたという青
春時代。世の中や“大人に

なる”ことが怖く、逃げるような思いで海外へ。し
かしその経験が「失敗したら修正すればいいし（糧
にする）、“挑戦が大事”ということに気づかされま
した」。
右も左も分からずに飛び込んだ墓石業界。４年ほ
どデザインメインの仕事をこなしながら、打ち合わ
せから設計、石材の仕入れ、発注（制作は職人さんに外
注するも必ず現場で確認）、設置までトータルに経験を積
み、友人との５年にわたる共同経営ののち、現在地
で単独で創業。自宅と事務所をみよしに構えて７年。
高校生２人、小学生１人、１歳の赤ちゃんと、４
人の子の父親。高校生になった長男、次男が小学生
のときに空手道場へ通うようになったのをきっかけ
に、同じように入部した親子のお父さんに誘われ、
自身も空手の道へ。「痛いし、怖いし、最初のころ
は嫌いでしたよ（笑）。でも、道場訓にある『社会に貢
献する人を育てる』という目標に、子どもたちの将来に
何らかお役に立てるなら」と、今では“拳王道”の準指
導員（コーチ）として教える立場に。

「空手と出会い、
人に尽くすことや、
互いに助け、助けら
れながら生きている
と思うようになりま
した。ぼく自身、怒
ったりしなくなったし、穏やかな気持ちでいられる
ようになって、仕事にもプラスの気がします」。
そんな優しさは、“保護司”（法務大臣から委嘱を受けた
非常勤の国家公務員）として、地域や住民から頼られる
存在に。「やはり人は、認められれば頑張ろうと思
えるようになる。更生を目指す人たちのいいところ
を見つけ、支援していきたい」。
お墓の文化は、その家や過去から現在につなが

る自分たち自身の歴史。親や先祖への感謝があっ
てこその存在。手を素直にあわせられる感謝のモ
ニュメント創りにお客様と二人三脚で取り組むデ
ィレクターは、頼りになる存在です。

高根福男商店みよしお墓店代表 高根福男さん

お墓は文化！世界一のお墓を創り上げたい。
●三好町上ケ池25-8（サンアートすぐ東側） ●℡〈0561〉34-5610
●不定休   ●営業 10:00～18:00  

国産石材のサンプルを手に、その
魅力や石の個性を語る高根さん。

“ビシッ”と構えを決める高根さん親子

とみお

『振袖がドレスへと大変
身？！』。あでやかな振袖
が、切ったり縫ったりのリフ
ォームなしに、着付けの技
術だけで大きく生まれ変
わる『ザ・オリエンタル和
装』。
２年前、「知人の娘さん

のお写真を拝見して驚愕
しました。着物の前、後ろ一体どうなってるの？ハート
を撃ち抜かれました。私も絶対にやってみたい！と思
い、数日後には本部へ電話をしていました」と、津田
香さん。着物への愛着は「母の薦めで小学生から中
学生までずっと日本舞踊を習っていました。着物を身
に着けたときの“凜”とした感覚が好きだったんです」。
国家資格である着付け技能士１級を有する津田さ

ん。呉服店や知人からの依頼で、冠婚葬祭の着付け
を仕事としていたものの、“ザ・オリエンタル和装”との
出会いは、津田さんの着物への想いや価値観を大き
く変えました。

ザ・オリエンタル和装の創業者（本部・代表者）は、愛
知県弥富市の村井昭子さん。全国展開中で、代理店
は現在全国に 25 店舗。愛知県内は津田さんを含め
３人。その斬新な着付けは、テレビ取材も受け、関東
地区で放映、紹介されました。
しかし、誰もが代理店に加盟できるわけではなく、

「実技試験と（安くはない）代理店登録料をクリアしなけ
ればなりませんでした。主人に相談したのですが、
“全国展開の代理店？”と心配されてしまい、自分で
何とかしようと一念発起。アルバイトに行ったんですよ
（笑）。みよしの創業塾で創業の勉強もしたことで、私の
本気度が伝わったのか、今では応援してくれていま
す」。
あれだけの大変身（写真右参照）も、全て着付けの技

術。立体感を持たせるために、ウェディングドレスの内
側に使われている“パニエ”を活用（村井先生が、ドレス姿
が一番きれいに見えるように工夫された特注品）。振袖の前身
ごろと袖部分がうしろ側に、後身ごろが前に来るという、
前後逆転の発想。着付けに要する時間も 10 分程で、
着せられる側の負担もそんなにかかりません。

津田さんはオリエンタ
ル和装の特徴を「非常に
ビジュアル的、魅力的に
表現できます。今持って
いる振袖がそのまま活用
でき、それに、普通の和
装だと前身ごろの重なり
部分は、せっかくの柄も見えませんが、オリエンタルな
ら全てを見（魅）せることが出来ますから」。
代理店になってまだ半年。“和”それも、神社婚に

あこがれているという津田さん。「成人式など、記念写
真での依頼を手掛けたことはありますが、まだ、結婚
披露宴でのお色直しでの着付け経験はありません。独
身の息子が３人いますが、３人のうち誰でもいいので
（笑）、息子の彼女（将来のお嫁さん）に着せてあげたい。
もちろんご依頼があれば、喜んで引き受けます」。
たんすの中に眠る、母や祖母の着物が、時間を超

えて活用され、生まれ変わる瞬間。そこには“着物と
いう和の文化”が受け継がれたという、新たな感動が
きっと生まれることでしょうね。

●三好丘緑　  ●℡090-6619-6322　 ●連絡可能時間  午前９時～午後９時　 ●メール naarak.tak@gmail.com

ザ・オリエンタル和装  西三河代理店「ＲＩＣＣＡ」 代表 津田香さん

「和」を大切に受け継ぎながら、生み出す新しい魅力
和から洋へ。
驚きの変身！

着付けの動画は
下記QRコードから

記念撮影用に着付け
をする津田さん

リッカ

ベッドに寝たまま、車いすに座ったまま、お客様
の服を濡らさずに周りを汚したり水濡れさせずに、
簡単に洗髪できる“ルームシャンプー”。みよし・
名古屋・刈谷で美容院３店舗を運営する傍ら、経営
者でもありヘアスタイリストである近藤正樹さん
は、単独でルームシャンプー事業に取り組んでいま
す。
ルームシャンプーの仕組みは、家庭用掃除機に、
給水・排水タンクと洗浄ヘッドを取りつけた附属機
器を接続。気持ちよく泡と水滴を吸引。「この事業

は、テレビ番組でも紹介されたこ
とのある福岡県の企業がクラウ
ドファンディングで始めたもの
ですが、私も２年程前に加盟し、
現在、名古屋市内の福祉施設や
個人のお宅を毎月数カ所回って
います」。
母、近藤羌子（きょうこ）さんが35年
前「ミキ美容室」としてスタートさせた
お店。「そのころぼくは小学生。

美容師にはあまり関心がなかったので（笑）、大阪の
建築専門学校へ進み、卒業後４年ほどサラリーマン
生活。でも、リーマンショックでリストラ要員に…。
将来を考えると、愛知に戻ろうかどうしようかと、
当時随分迷いました」。
母親の願いもあり美容師になる決断。犬山のお店
へ修業に。「ぼくの師匠は、東京で最先端技術を身
につけられた方だったので、それは厳しい指導でし
た。“先輩も年下”でしたし、音を上げるわけには
いかなかった」。下積みから名古屋市内の店で店長
を任されるまでの経験を積み、三好で独立。国道
153号バイパス沿いで店舗を建て替え。店名を「ピッ
クアップ」に。
雇われる側から雇う（経営）側へと立場が変わった近

藤さん。「人を扱う（育てる）ことの難しさを痛感しました。
自身が“厳しい環境”で鍛えられてきたので、それが
良かれと思っていましたが、お客様の満足度を高めた
り、楽しませたりするには、技術だけでは足りない。ス
タッフに教えられました。相手を認めたり、寄り添える
気持ちの大切さに気付かされましたね」。

専門学校のヘアスタイリス
トの実技講師や美容メーカー
の依頼で新商品の扱い方を教
えるインストラクターの経験
も有する近藤さん。「自分の店
以外のサロンの力になれるよ
うなサポートを手がけていき
たい。ルームシャンプーも、
これからの高齢化社会、介護が必要な方や介護され
る方にとってもニーズの高いサービス。でも現状は、
対価の問題など、なかなか採算ベースにのらない」。
使用済みとなった髪染め用のカラーチューブ（アル

ミ製）の再利用協力店も募っているという近藤さん。
その狙いは「ゴミとして排出してしまうより、金属
資源としてリサイクルできれば、その売却益をルー
ムシャンプー事業の運営に還元できるのではと考え
ています」。　　
まだスタートして間もない事業。美容業界をつなぐ
近未来に向けて、今２歩目、３歩目へと確実に動き出
しています。

地道な取り組みの向こうに明るい未来が見える
●三好町前田57-3（アイ・モール東側、三好前田交差点角） ●℡〈0561〉32-3296    
●不定休   ●営業 9:00～19:00（パーマ・カラーは18:00） 

気持ち良く吸引

サービスの原点は
ヘアスタイリストの仕事

ビューティーサロン ピックアップ

代表 近藤正樹さん

ルームシャンプー販売代理店　 ヴェリエ株式会社
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★会社の歴史や起業に

至るまでのきっかけを…〈近

藤純子さん〉ダスキンに関わ

って50年、起業してちょう

ど40年になります。

娘が幼稚園のころ、当

時ダスキンのレンタル商品

“化学ぞうきん”を月々200

円で使っていました。我が

家を訪れる担当者に『ダス

キンやらないですか？』と声を掛けていただき、

迷っていたら『お金を払うほうがいいか、タダがい

いか？』（笑）と言われたんです。

でも、タダにしてもらうためには“向こう三軒両

隣”にオススメして、ダスキン商品を使ってもらわ

ないとダメですよね。娘の手を引きながら、化学

ぞうきんの良さをＰＲするような活動をしていたら

『近藤さんが使っているなら』と、意外と反応は良

かった。私でも『200円稼げるんだ！』（笑）と思っ

たのが始まりですね。

★フランチャイズに加盟し、起業するまで大変で

したよね…〈近藤さん〉スタッフ（組織員）と

しての頑張りが認められ東海地区の代

表として、ダスキン創業者の鈴木清一

さんから直接お話を聞く研修会に、主人に子ども

の世話を頼んで一泊二日で大阪に出かけました。

その経営理念にとても惹かれ、『主婦でもやれ

ます！』というキャッチフレーズに『私でも独立で

きるんだ！』と思いました。でも、主人は猛反対。

『俺が加盟料払ったら、いつ返してくれるんだ』と

言うので『３年で返すから！』と啖呵をきって、開

業しました。（笑）

バックマージンが200円から段々上がってい

き、娘のエレクトーン教室の授業料を私の力で払

えるようになり、約束どおり３年で主人に返したと

きは、ようやく主人も『こいつ、本気だったんだぁ

～』と理解してくれましたね。

★商工会という組織で、色々な役員を務められま

したね…〈近藤さん〉女性部の部長は10年程前に、

他にも特産品委員会の委員長やサービス部会の

部長を、現在は商業サービス部会の部長を務め

ています。

『びんび』とは、徳島弁で「おさかな」のこと。

びんびんと撥ねる生きのいいお魚を指す言葉。

『バル』は、飲食店とか酒場という意味。

●お店や店長の経歴を…【濱田茂貴さん＝以
下・濱田店長】徳島出身で18歳のときに、愛知の
大学に進学しました。長男だったので田舎に戻
る選択肢もありましたが、愛知が好きになって
（笑）、そのまま残ってしまった。
学生の時から“小さくてもいいから飲食店を
やりたい”と思っていた。大学卒業後、サラリ
ーマンを５年やりましたが、それも、開業資金
を稼ごうと思って働いていましたよ。
●以前のお店（山貴＝やまき）からびんび屋さ

んへ移転したのは…【濱田店長】ここから
南へ100㍍ぐらい離れた山貴（ガソリンス
タンドの南隣）では、19年間営業しま
した。
理由はと問われても、色々ある

けれど、一番単純なことで言えば、
今までのやり方（お店の在り方）に飽いて
しまった。自分の提供したい料理は、

『値段や（料理を手早く出す）スピードじゃ
ない！』と思うようになったことかな。
●びんび屋さんの特徴、魅力を…【濱田店長】

『魚が食べたい！』って思ったときに、生（お刺
身）だったらお寿司屋さん、居酒屋なら焼き魚
でしょうか。でも、ぼくは『もっと美味しい食
べ方あるじゃん！』って、選択肢を広げてもら
いたい。気持ち的には『お母ちゃん（母親）の
ごはんは美味しかった。みんなにも食べさせて
あげたい』という想いかな。（笑）

（具体的に…）そうですね。オススメは蓋つ
き鉄なべ（ダッチオーブンという）での真鯛やあさ
りなどの魚介類と野菜の蒸し焼き。素材の持

つ良さとワインやにんにく、オリーブ
オイルで味を整えます。
“アクアパッツァ”というイタリア
料理に近い感じかな。
魚にトマトソースを合わせたり、

和食以外の料理方法で、日本の素
材を味わっていただきたいと思いま

す。ダッチオーブンの残ったスープで

「追いパスタ」も、とっ
ても深みのある味わい

ですよ。
●ランチも楽しめますね…【濱

田店長】日替わりのワンプレート
ランチ（950円～）も有ります。
「イカリングとブロッコリーのフ

リット・オーロラソースがけ」ランチ（写真左上）

も、イカリングフライは、“イカをすり身”にして食
べやすくしてありますし、ブロッコリーの天ぷら
は、炭酸水でといだ衣で揚げてありますから、ふ
んわかした食感でおいしく食べていただけます。
昼間はカフェ、夜は楽しく飲める空間として
使い分けてもらえると嬉しいですね。

〈ランチ・ドリンク〉　 　 料金は税込み

●ワンプレートランチ　 950円～1350円

●珈琲・紅茶など　 380円

●生ビール・サワー各種　 480円

●びんび屋サラダ 750円

●マヨタマメンタイ 400円

〈店長おまかせコース〉ご予算に応じて対応します。

3,000円～（ダッチオーブンなど５種類程）

★

N

びんび屋
●●●

● ＧＳ

あぶりかつおのカルパッチョトマトトソースがけ

●●●

自薦・他薦OK。“個性的な”お店お待ちしております。

おさかなの美味しい食べ方や

斬新な味わいを楽しめる

ワンプレートランチにも様々な工夫が

尾
三
消
防
組
合

み
よ
し
消
防
署

花レディース
クリニック

仕事とは別に、異業種の

方たちとのコミュニケーショ

ンや協力して様々なイベン

トを楽しく一緒にやれて、

“達成感”を共有できたのが

とても良かった。仲間から

は、下の名前（純子さん）で呼

ばれて、心地よい場所、活動でした。

★事業継続はどのようにお考えですか…〈近藤さ

ん〉７年前、店長を務めていた娘婿（地元少年野球の

監督も務めていた近藤俊二さん）に譲ろうと考えていまし

たが病気で倒れてしまい、長年の闘病生活の

末、若くして逝ってしまいました。家族会議を開

いて『もう私辞めるから』と伝えましたが、社会人１

年目の孫が『俺がやる！』と言ってくれ、せっかく

入社した企業を辞めてまで決断してくれたので、

彼に任せたいと思う。ただ、どうしても“孫と祖母”

という関係性になってしまい、「私が上司（社長）で

しょ」（笑）と言っても、聞く耳を持たない。でも、愛

知中央青年会議所の理事長を引き受けたりし

て、彼なりに仕事も対外的にも頑張っているのは

よく分かるので、見守っていきたい。

40年を振り返ると人に恵まれたのが「宝」だと

思います。この仕事を通じて、とても良い縁が生

れたことに心から感謝したいです。

輝 ラ リ
㈲ダスキン愛豊

代表取締役 近藤純子さん

●莇生町曽和265-1
℡0120-32-0577

●土日、祝日定休
●営業 午前9:00～午後4:00

データを確認する近藤社長

女性部の部長を務めたときの

近藤さん（中央）と役員さん

三好ケ丘駅西

福谷宮ノ前

三好ケ丘整形外科

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

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」

魚バル魚カフェ ＢＩＮＢＩＹＡ
〈2015年３月創業〉 店長 濱田茂貴さん

■福谷町宮ノ前38-1（コーポ林）　 　 　 　 　 ■℡〈0561〉36-3377
■カウンター ６席、 テーブル席 24席（４～６人掛け、４席）

■営業時間  〈ランチ〉午前11:30～午後2:00 〈夜〉午後5:30～午後11:00
■定休日 毎週月曜 ■共同駐車場（店舗前と裏側）約10台

うお うお

おしゃれな雰囲気の店内と濱田店長 季節感あるホタルイカと
マッシュルームのアヒージョ

素材のおいしさが際立つ
ダッチオーブン

●

●たかもと内科

◎お店からのご案内 《コロナ対策》店内除菌、ウィルス対策講じて
おります。《ＴＡＫＥ ＯＵＴおつまみセット販売中》おつまみ３点セットに
ディナーチケット（300円割引）がついて1,000円。
《少人数（２名様から）90分間お店貸切り可》安心して大事な人やご家族
と過ごすため、少人数でも貸切いたします。ご相談下さい。

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。

〒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
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商工会・新会員ご紹介 〈令和２年１月～３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

泉海商運㈱ 運送業 三好町蝉田

今回新たに１社が加わりました。

令和２年３月17日現在、928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。

が、商工会を通じて中小企業共済に加

入している方は、同共済からの補助が

５千円、またみよし商工会からは２千
円、合計７千円の補助が受けられるた

め、検査費用が11,842円で済みます。

（協会けんぽ加入者の方はさらに割引有）

■申込み締切り ４月24日（金）

■健診機関 両健診とも中京サテライ

トクリニック(豊明市)

■問合せ みよし商工会　℡34-1234

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。

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。

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。

金額税込 金額税込

℡（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

㈱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 

〈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

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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域
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Ｓ

みよし商工会と愛知県中小企業共済

では、商工会員の皆さんをはじめ、従業

員の方々の健康と生活を守るため、健

康診断などへの独自の補助制度を設け

ています。

この機会にぜひ受診しませんか。

■日時 ６月19日（金）8:00～11:00

13:00～16:00（受付15:30まで）

■場所 保田ケ池センター

■内容 一般健康診断(血液検査含む)

■費用 中小企業共済加入者4,800円  
（商工会扱い加入者は2,800円）

同共済未加入者　6,300円

■オプション 一般健康診断項目以外

の「胃炎・十二指腸潰瘍」「大腸がん」

「前立腺がん」「子宮頚部がん」なども

検査出来ます。（別途検査料要）

■申込み締切り ４月24日（金）

■日時 ６月19日（金）8:00～11:00

■場所 保田ケ池センター
■内容（一般定期健診との違い）

一般定期健診８項目に加えて、胃部

分Ｘ線検査と大腸がん検査が組み込ま

れています。また、オプション検査項

目もあります。(別途有料)

■費用（合計７千円の補助）

検査費用は通常18,842円かかります

商工会員限定
事業主さん・従業員さん対象

一般定期健康診断／生活習慣病予防健診

同じ日〔6/19〕同じ会場で便利！

一般定期健康診断

生活習慣病予防健診

３頁目の「お店発
見 」でご紹介した

「びんび屋」さんで、

ランチ時に注文す

ることができる「フル

ーツパフェ（600円相

当）」を５名の方にプ

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

など」をご記入いただき、下記あて４月

30日(木・消印有効)までにご応募下さい。

■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」　

当選者へは、５月中旬ごろに当選通

知を送付します。当選通知に記載され

たご案内に従って、ご利用下さい。

びんび屋さんから読者プレゼント

■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

“夜の部の営業時間”は変動する場合が
ありますのでご確認下さい。

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】

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
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ド

ピザハット

フィール
三好店

三好森下

至
刈
谷→
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●●●

豊
田
知
立
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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


