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みよし市が今年度「ＳＤＧｓ（持続可

能な開発目標）」の達成や持続可能な

まちの実現に向けて、みよし市と共

に取り組んでいく企業や団体などを

募集したところ、29団体の応募があ

りました。そのＳＤＧｓ推進パートナ

ーとしての登録証授与式が６月30

日文化センターサンアートで行わ

れ、小山祐市長からそれぞれの団

体代表者に登録証が授与されまし

た。

授与式では、小山市長が『みよし

市と連携して、皆さんにこの活動の

リーダー役を担っていただきたい。

市民の皆さんとともに進めていきま

しょう』とあいさつ。また、授与式では

29団体を代表して東海学園大学の

副学長、遠藤秀紀さんが同大学の

「共生（ともいき）」の理念などを紹介。

パートナーの一員としてがんばって

いきたいと決意を表明。

今回29団体のうち、みよし商工会

の会員事業所も10社が登録。会場

内にはＳＤＧｓの取り組みについて、

パネル紹介や商品展示をする中、

有限会社森島製作所の生産管理

部長、森島誠さんは『取引先からス

テンレス板の廃材を持ちこまれ、ス

クラップは勿体ないから“森島さん

のところなら何か出来るんじゃない

か”と投げかけられてキャンプ用品

を作ってみました』。

同製品は、「日本が誇るビジネス

大賞340事例」の一つとして取り上

げられ「Forest＆Ilandコンパクト焚き

火台〈炎〉」（写真下）としてブランド

化。森島さんは『ぼく自身もキャンプ

が大好き。キャンプでは“行った

ときより帰りはもっときれ

いに“をモットーにしてい

るのでＳＤＧｓのテーマに

もばっちりじゃないでしょう

か』（笑）。同社では、今回の

パートナー商工会員で、廃物・廃材

利用を手掛けている事業所とのコラ

ボも考えていると、

話しています。

【ＳＤＧｓ推進パー

トナーとなった商工

会員の具体的な取

り組みご紹介（敬称略）】（授与式で配布さ

れた団体一覧資料から抜粋）

●進興金属工業株式会社

…太陽光パネル活用、社

内照明LED化●株式会社

カネヨシ…地域ボランティアや

災害復興支援の実行●有限会

社森島製作所…ステンレス廃材を利用

したコンパクト焚き火台の製作

●豊田信用金庫

…認知症サポー

ター研修の全店

実施●トヨタ生活

協同組合…メグリ

ア三好店での地産

地消推進、ＳＤＧｓ

売り場の設置

●ひまわりネット

ワーク株式会社…メディアによる地域

のＳＤＧｓ啓発●東海学園大学…ともい

きＳＤＧｓシンポジウム2022チャレンジア

ワード東学を開催●木戸造園土木株

式会社…間伐材を利用した製品の開

発●MYC…廃棄予定の柿を利用した

カレーの提供、地産地消、フードロス削

減●碧南信用金庫…ＳＤＧｓ寄贈型私

募債募集、環境配慮型店舗・環境対応

車の導入

★報告：中村勝満工業部長

（株式会社向陽技研代表取締役）

みよし商工会工業部会

は６月 10 日、11 日、広

島県の呉市、広島工

業エリア視察研修を

実施しました。鰐部商

工会長はじめ総勢８

人が参加。研修１日目は、創業 100 年を迎える「オ

タフクソース株式会社本社工場」を視察訪問。ボト

ルにソースを入れて表示シールを貼るパッケージ

製作工程を見学。物凄い速さで進む工程の中、多

くの品質チェックが行われているのがわかり、オタフ

クソース株式会社の行動指針にある、ものづくりの心

「一滴一滴に性根を込めて、自然の美味しさと安

全・安心を追求します」を体感しました。

国内に留まらず、海外へも事業規模を拡大中の

同社では、オタフクソースだけでも何十種類あり、他の

商品数も何百あることに驚かされました。昼食は本社

近くに隣接する「お好み焼き体験スタジオ OKOSTA」で

お好み焼き体験を行い、実食しました。（写真左）

２日目は呉に移動し「大和ミュージアム（呉市海事歴

史科学館）」で第二次世界大戦時の歴史を観覧。海

上自衛隊呉資料館の「鉄のくじら館」では展示して

ある本物の潜水艦に触れました。また呉湾からの

艦船ロングクルーズでは、フェリーから現役の自

衛隊艦船や潜水艦も見ることができました。

造船所では世界最大の石油タンカーが停泊し

ており、これから製造されるであろう船の大きな部

品が巨大なクレーンで釣り上げられ、それらを溶

接して 70 日ほどで船体を組み上げていく、現代

の造船技術を間近

で見学。普段、会員

たちが取り組む製造

現場とは違ったスケー

ルや業務内容に、大い

に刺激を受けた研修とな

りました。
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＊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

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

市民一人ひとりも考え、取り組んでいきたい
ＳＤＧｓ推進パートナーに29団体登録/内商工会員10社

研修参加者もお好み焼き職人に変身？

視察記念の「オタフクソース」を手に笑顔

森島さん（左）と営業部長の藤井俊充さん

みよし商工会工業部視察研修会

暑中お見舞い申し上げます
まだまだ心配なコロナ感染。

普段の健康チェックや手洗い、

消毒、除菌など、身の回りの

“キレイを保つ基本”を守りながら

お過ごしください。

除菌・お掃除グッズはダスキン愛豊へ 莇生町曽和265-1
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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

松浦さんの父、松浦
信さん（故人）が1994年に
創業したガーデンテク
ノ。「父が脱サラして、い
つの間にか作った会社
で、横文字の社名を考

えたのも父。その父からは、“技術を大事にしろ”
“お客様に満足して頂ける技術を身に付けろ”と
言われていた記憶がありますね」と松浦さん。
文化センターサンアートの樹木などの維持管

理に携わって20年。松浦さんが入社した当時か
ら腕を磨いている仕事場。同じ敷地内にある、ふ
るさと会館で作業をする松浦さんたちは（写真上）

「庭園内の低木の剪定作業は年２回。青々とし
た芝生は月１～２回刈り込みします。松やケヤ
キ、カシ、クス、ツバキなど春から夏にかけての
新緑から深緑への変化、秋の紅葉など、来場さ
れる方たちに日本庭園の魅力を感じていただけ

たら」。
父亡きあとは、３つ違いの実兄水野和孝さん

が代表を受け継ぎ、周りからは『兄弟仲良くやっ
てるねぇ』と驚かれるとか。松浦さんは「それぞれ
の“得意分野”を上手く分担しているんだと思い
ます。兄は営業も含め経営全体を、現場の品質
向上と社員の育成（人育て）はぼくの役割。樹木も
生き物。人も植物も目に見えている現状から、ど
う育てていくかの“観察力”が問われます」。
その観察力、言葉を発しない植物・生き物の

気持ちを読み取る能力は、「乗馬経験がベース
にあったかも」（笑）と振り返ります。学生時代から
馬が好きだった松浦さん。ガーデンテクノに入社
する前は、馬に関わる仕事がしたいと、岐阜県の
競馬場で競走馬を育成。乗馬クラブで競技馬術
に打ち込んだ経験も。「人間の言葉をしゃべらな
い馬に対して、馬の気持ちを考えて接しないと、
コミュニケーションを上手くとれませんよね」。

「今年の作業は来年の
ために、さらには５年後、
10年後にどうなるかを考えて（予測して）取り組まな
ければなりません。そのために、何をすればいい
のかを自分たちで考えて、目標を設定したり仕
事に反映したりできる社員を育てていくことが、
非常に重要だと思っています」。
同社では、定期的な維持管理以外にも、公園

工事も受注。近隣では保田ケ池公園や根浦地
区、新屋地区の公園を造ったり個人宅の庭づく
り、リニューアルも請け負っています。
「自然本来の良さを活かし楽しめる庭作り、

“ナチュラルガーデン作り”を提案していきたい」
と語る松浦さん。自然との対話、声なき声を聞き
分けようとする謙虚さが、この先何十年、何百年
と続く美しい公園、樹木を保つ秘訣となることで
しょうね。（編集部…当日の取材にあたり、施設管理者「ホーメック

ス㈱」様のご理解ご協力を賜り、感謝申し上げます。)

コロナ禍
での外出

や職場への出勤が制約され「リモ
ートワーク」という働き方や言葉も随
分定着してきました。そんな中「コワ
ーキング（coworking）」という言葉は、ま
だなじみが薄いかもしれません。

『自宅でもない、会社でもない、
“もうひとつの仕事場”』。そんなコ
ワーキングスペースの提供やレンタ
ルスペース、各種教室・イベント開
催など、多方面に展開可能な空間
の提供をメイン業務としている会社、
「plug＆work（プラグ・アンド・ワーク）ハタ
ヤ」。みよし市に初登場。
坂井さんは「パソコンのプラグを

差し込めば（電源を入れたら）すぐに
仕事が出来ます。“ハタヤ”は、私
たちそれぞれの子どもの名前の頭
文字をつなげました」（笑）。坂井さ
んと大出さんは、20年ほど前、大手
自動車メーカーに同期入社。同じ
社員寮での生活経験や結婚後の
産休、育休も同時期に取得した友
人で（子どもさんも同級生）、互いに良
き相談相手。
共に、自身や夫の身近な在宅ワ
ークの経験を有し、最近の社会情
勢から「快適で仕事に集中できる
環境を提供したい。自分たちも含
めて、皆さんのお役に立てることが
できるのでは」と起業に至ったきっ
かけを話します。
会社を起ち上げるために、創業

を実践的に学ぶ、みよし商工会主
催の「創業塾」も受講。創業に必要
なノウハウを学び、自治体の商工
業活性化補助金なども有効活用。
４月から三好丘緑にあるアール

ビル２階に会社を構え、活動スペ
ースを提供中。坂井さんは「最初、
会社勤めの方のニーズが多いので
はと予測していましたが、“会議”や
電話が多いリモートワーカーの方
にとっては、当社の特徴“オープン
スペース”が逆にマイナス要因だと
分かりました。今では個人事業主さ
んや資格や特技を持ち、活動場所
を探していらっしゃる方にご利用頂
いています」。
また、海外生活が長く英語に堪

能な大出さんは「ここでセミナーを
やりたいけれどどうしたらいいの？
という方の相談に乗ったり、私たち
がスタッフとしてサポートしたりとい
った体制も整えています」。
“新しい働き方”や“人と人との

色々な形のつながり方”などを模索
する二人。６月には『個人事業主集
まれ！』と税理士さんとの共同企画
も実行。「みよしの経済活動と市民
のつながりを発展させるような機会
になれば嬉しいですね」と思いを膨ら
ませています。

●三好丘緑3-1-1（アールビル２F）

●〈会社〉℡070-8975-0544

plug ＆ workハタヤ合同会社

●福田町中屋敷69-6 ●℡〈0561〉34-0324●営業8:00～17:00
●定休日 日曜日・隔週土曜日 ●HP「ガーデンテクノ」で検索

新規就農からまだ４年。農業とい
う産業が抱える問題・本質を鋭く分
析し、自分の生活を成り立たせるブ
ドウ作りのためにはどうしたらいい
のか？決断と行動力とでばく進中の
若手経営者が原田勇さん（園原）。
コンピュータが好きで、コンピュ

ータの専門学校へ２年。しかし、自
分の本当にやりたいこととは違うと
感じ、視野を広げたいと、商業・経
営を学ぶ４年生大学に入学。しか
し「自分が何をやりたいのか、分か
らなかった。どうしよう、どうしようと
迷っていた。見つからないまま卒業
してしまいました」（笑）。
みよし市内の実家は、専業農家

でもなく、両親がお米と少しばかり
のネギ作りに取り組んでいたことか
ら、卒業後は父親の手伝いをしな
がらJAあいち豊田でアルバイト。そ
こで出会った農家さん（生産者）と話
をする機会を得た原田さん。分か
ったことは“果樹農家も高齢化が進
み、その大変さから後継ぎがいな
い”という現状。「それならぼくがや
ってみよう」とチャレンジ。
ブドウ農家からブドウ園をそのま

ま借り受け、約0.8㌶の畑で高級品
種として人気の高い“シャインマス
カット”を栽培。昨年までは、直売
所で小売りしていましたが、８月か
ら９月にかけて、たった２カ月間で１
年間の生活に必要な収入を得る難
しさに直面。

「この短
期間に収
穫から販売まで全てをこなすには、
アルバイトを雇ったとしても時間
的、物理的に無理。安定的に生産
量を増やし、スムーズな販売へとつ
なげるには企業（市場）出荷しかな
い。今年から、愛知県で一番大き
い熱田区の名古屋市中央卸売市
場やＪＡさんへ出荷することにしまし
た。せっかく顔なじみになったお客
様には申し訳ないのですが…」。
経営スタイルも個人から法人へと
移行。たまたま明知町でのブドウ畑
が近かった近藤浩貴さん（刈谷市井ヶ
谷町、「カキツバタ農園」経営）も新規就農
者。同じような境遇、同じ品種、経
営志向だったことから意気投合、
共同経営者に。社名の「アイリス」
は近藤さんの農園名がベース。
今、農園の抱える一番の課題が

樹齢35年を超える老木から若木へ
の更新。「この苗木が安定した収入
をもたらしてくれるのにはまだ数年
かかる。暫く収入減となるので忍耐
の時期ですね」と原田さん。
会社として農業

経営を成功させれ
ば農業の成り手も
生まれるのでは。
原田さんの取り組
みが一石を投じ、
波紋を広げていき
そうです。

福田地区理事

ふるさと会館で若手社員と。
中央が松浦さん

６月には９店舗が出店したマルシェも開催

更新中の１年物の苗木

今年の作業は将来を見据えて行う

●（農園）明知町平成326 　 ●℡080‐2615‐7044 
※小売りはしておりません。

美味しいブドウから売れる

８月に出荷を控え
一房一房をチェックする
近藤さん（左）と原田さん

株式会社アイリス 代表取締役 原田勇さん

取締役 松浦広明さん
有限会社ガーデンテクノ

代表 坂井友紀さん（みよし市）

代表 大出優子さん（豊田市）

〈左〉坂井さん〈右〉大出さん

2022年４月創業

℡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。

ＷＡＮＩＢＥ　 ＩＳＭ

お
客

様
満

足
、第

一

地
域

に
も

貢
献

Ｓ
（毎週火・木・土 6:00～7:30）

※利用料などの
詳細は、上記QR
コードからHPへ。

ここでのつながりを仕事や生活に活かして欲しい
●詳細は

同社HPへ
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★旅行業に携わることになった

理由、きっかけは…〈長江さん〉

今、この仕事を任されて４年目で

すが、それ以前は接客業・サービ

ス業に従事していました。まだ若

かったし“違う仕事をしてみたいな

ぁ～”と思い始めたときに、知人の

紹介でお試し入社。国内のバス旅

行の添乗に付いていきました。

マイクを持ってのおしゃべりな

ど、“新鮮で面白いなぁ”と思いま

したよ。前職のときもそうでしたが、

根本的に“接客業”が好きだった

んだなぁ～と。

★担当業務を…〈長江さん〉正

式入社後は、取り扱っている商品

（旅行プラン）についての知識、有名

観光地や温泉地、そこの地理、歴

史、文化的なことなどを勉強しまし

た。

主力商品は①当社が企画する

プランの提案②お客様が希望さ

れる個人旅行の手配③大人数（団

体様）旅行の企画運営。机上の知

識だけでなく、実際に現地へ行

って、現地で見たことをしっかり

吸収、消化して伝えられるように

したいですね。

この仕事をするようになってか

ら特に『新しいものを見るという経

験』『知るということの大切さ』そし

て『伝えることの難しさ』を痛切に

感じるようになりまし

た。

私自身が楽しくな

ければ、その楽しさを

うまく伝えられないと

思います。お客様に

どれだけ寄り添えるか

が、旅行プランナー側の役目だと

思います。

（長江さん、おすすめのプランは？）

観光地にはそれぞれの良さや

魅力があるので順位づけは難しい

のですが、最近行ったところでは、

北陸の和倉温泉や和歌山ののん

びり感、長崎のレトロ（歴史）感など、

どこも素敵なところでした。

★休日はどのようにお過ごし

ですか…〈長江さん〉３歳の長女、

１歳の長男と子どもが二人いて、

子育てで忙しい（笑）。共働きなの

で、家内と家事分担しながら、洗

濯、子どものごはん、保育園の送

迎などしてますよ。休日は子ども

と公園へ遊びに行ったり、職場の

先輩方の理解もあって、

職場へ子どもを連れて

きて時間を過ごしたり

するときもありますね。

★青年部とのつなが

りは。今後の旅行業の

在り方を…〈長江さん〉

青年部に所属して３年目。ぼくは

“市外会員”なんですが、コロナ前

に青年部や事務局の研修旅行な

どを手配させていただきました。

三好池祭りや産業フェスタにも

参加しましたが、地域とのつなが

り、地域貢献の大切さを感じまし

た。青年部メンバーの皆さんも温

かく接してくださって嬉しい。

旅行申込みの形態がやはりこう

いう時代なので、インターネットで

個人予約されるお客様が多くなり

ました。我々旅行社は、対面だか

らこそのプランの的確な説明や安

心保証、満足度など、金額面以外

でのメリットを考え、うったえてい

かなければならないと認識してい

ます。

個人旅行や団体旅行、今後の

割引制度など、遠慮なく当方へご

相談下さい。

●焼肉店を開いたきっかけは…

〈藤村さん〉名古屋の千種で食肉

の卸・小売り販売を手がけてい

て、25年ほどになります。

色々な焼肉店や飲食店と取

り引きしていますが、その繁盛ぶ

り、人気店の秘訣みたいなことも分

かってきて“自分だったらこんなお店をやり

たい！”と思い、始めました。

国産にこだわらず、リーズナブルなものか

ら、和牛A５ランクの高級種までご用意し

ています。リーズナブルさで言えば牛の

ハラミ。アメリカ産のブラックアンガス種で

すが、日本で言えば黒毛和牛ですね。

●店名「まっさん」の由来、おすすめ、

お店の特徴は？…〈藤村さん〉ぼくの名

前“将幸”が、子どものころから『まっさ

ん』とよく呼ばれていたので、それを屋号

にしました。

“肉屋”なので、どのメニューも自信は

ありますが、当店でぜひ味わっていただ

きたいのは「みそとんちゃん」や「Ｔボーン

ステーキ」「テールラーメン」ですね。

とんちゃんはみそだけでなく、しょうゆ味、

しお味もご用意できます。

Ｔボーンステーキは焼肉

店では珍しいと思います

が、骨にサーロインとヒレ

の高級部位が付いてい

て、100㌘当たり880円とお

値打ち。大体500㌘前後ありま

すので、ご家族やグループで分け合

っていただけたらと思います。

あと最近導入したオーダーシステムで、お

席ごとに発券した「QRコード」（左参照）を

読み込んでいただければ、簡単にご

注文いただけます。

●コロナの影響はいかがでしたか…

〈藤村さん〉コロナの影響をまともに受け

てしまいました。それでも、コロナ禍にも

かかわらず、地域の方にお越しいただき

心より感謝したいです。

また、ぼくは走る（中長距離）のが大好き

で、愛知県の市町村対抗駅伝大会、み

よしの代表として走ったこともあります。当

時の仲間や友人が、お店に足を運んでく

れたことも、心の支えになりました。

●新店舗を出店…〈藤村さん〉今回ご縁があっ

て稲沢に「ラーメン専門店まっさん」を出店さ

せて頂くことになりました。

みよし店ではこれまでどおり、夜の営業で召

し上がっていただけますので、ぜひ味わって

みて下さい。

自薦・他薦OK。“個性的な”お店お待ちしております。

“締め”のテールラーメンまで

ぜひ味わいたい焼肉屋さん
〈2019年８月創業〉 焼肉屋 まっさん

店長・藤村将幸さん
■三好町半野木１-82（主要地方道豊田知立線、三貴フラワーセンター駐車場道路向かい側）

■℡〈0561〉78-9584（予約可） ■テーブル３卓・座敷３卓（各４人席）

■営業時間   18:00～22:00（LO21:30）　 ■定休日   水曜日

■Ｐ…店舗前共用駐車場２台 /道路反対側、共同店舗裏手に４台

《商工会青年部》

株式会社 ジェイエルシー

営業主任 長江祐治 さん

●日進市栄２丁目1603ヴィオラ日進１Ｆ
（日進駅前北側ロータリー沿い）

●℡〈0561〉73-3070 ●営業時間 10:00～18:00
●定休日 毎週水・日曜日●HP 「バスとら株式会社ジェイエルシー」で検索

●

● 至知立→

コンビニ

N

当店
★

三好下畷
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今年４月の添乗先、「長崎軍艦島」

三吉小

●●●

● 三貴フラワー
センター

主要地方道豊田知立線

Ｐ４台

駐車場は店舗前２台と
道路反対側に４台分有

《主なメニュー》 税込

●カルビ・ロース 970円

●牛タン　 　 　 880円

●牛ハラミ     880円

●牛ホルモン       640円

●みそとんちゃん 380円

●石焼風ビビンバ 750円

●テールスープ 880円

●テールラーメン1100円

●生ビール          530円

●サワー各種      530円

●ジュース各種 260円

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。

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

日進駅前の店舗外観

食欲そそる

カルビやロース

落ち着いた雰囲気の店内

ほぐれる美味しさ

牛テール

下の注文画面
からオーダー

みそとんちゃんもぜひどうぞ
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商工会・新会員ご紹介 〈R４年４月～６月理事会加入承認分〉
今回、左表のとおり18社が加わり、

令和４年６月28日現在、966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

aromanomori アロマ教室 黒笹２丁目

青木建設㈱ サービス業（エステ） 三好町青木

アックスホーム㈱ 不動産 三好町弥栄

杉浦建築 大工 東郷町春木

珈琲屋ランプ　 三好井ノ口店 飲食店 三好町井ノ口

竜宝興業 溶接工 打越町南小林

大江〈第一生命㈱〉 保険業 豊田市

Green Connections 薪販売 福田町中屋敷

㈱メイト 建設土木 東山台

西原実装コンサルティング コンサルタント 三好丘４丁目

スナック　 ミレン 飲食業 三好町石塚

COOKING BASE ReST 料理教室講師、小売業 黒笹１丁目

㈱すずめ レンタカー・解体業 福谷町鑰之洞

ダイコック２ 飲食店 豊田市三軒町

一般社団法人みよしはたらく協議会 社会福祉事業 三好町湯ノ前

金　 銀澤 設備据付 打越町山伏

愛知中央税理士法人 税理士 明知町美里

きよせ屋 露店販売 三好町蜂ケ池

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。

●

●

★

●●●

三好弁財天

マ
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三好店

三好森下
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●●●

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。）

℡（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。

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）

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

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」

いいじゃん通信７月号３頁目の“お店

発見”でご紹介した「焼肉屋まっさん」

から、ご来店のお客様５組に各１人前

「みそ漬け牛タン」をプレゼントしま

す。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、７月号の感想などをご記

入いただき、

７月29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

より当選通知を発送します。

留意事項をお読みの上、同店でご

利用願います。

みそ漬け牛タン

「焼肉屋まっさん」 から読者プレゼント


