
THE MIYOSHI CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRYTHE MIYOSHI CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRYHE MIYOSH           ND INDUSTRYTHE MIYOSHI CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

20
19.４月号

Vol.36 

発行計画

次号は、2019年７月21日（日）

●発 行／みよし商工会
みよし市三好町大慈山2-11

℡0561-34-1234

●編集・制作／商工会広報委員会
（いいじゃん通信編集部℡36-4344）

HP 344navi.com
Eメール

miyoshi@aichiskr.or.jp

いいじゃん通信は、㈱中日三河折込による
「ＣＤＤＳ」システムで配布しております。　　

（協力：中日新聞販売店会）

『自分はひょっとしたら働き過ぎではな
いか…？』『うちの会社は従業員にちゃん
と年次休暇を与えているだろうか…？』。

働き方改革関連法（労働基準法、労働時間等

の設定の改善に関する特別措置法など、８本の労働

関連法の改正）が４月１日から施行されました。
法律の改正に対応しなければならない企
業や事業所の経営者らが、労働基準法や働
き方改革関連法のポイントなどについて学
ぶ経営講習会が１月下旬開かれました。
講師は、社会保険労務士法人「深谷社労
士事務所」代表の深谷正規さん。事業所を
対象に雇用保険や労災保険、社会保険手続

きをしたり労務管理の相談など
を受けたりしています。深谷さ
ん自身、コンピュータ関連企業
で働いていたサラリーマン時代
は残業の連続、徹夜・休日出勤
も当たり前。『何のために働いて
いるのか』を考え直した経歴も。
『みなさんの会社には就業規
則はありますか？。労働基準法

はあくまでも“最低限のライン”。その基
準を低下させてはいけません。労働者と
使用者（経営者）は対等です。男女同一賃
金や最近で言えば外国人の方を差別して
もいけませんから』と深谷さん。

改正のポイントは、①時間外労働の上限
規制、月45時間、年360時間（中小企業は

2020年４月１日から）②年次有給休暇の年５日
以上取得義務化③正規雇用者と非正規雇
用者間の不合理な待遇差の禁止。

「ワーク・ライフ・バランス」を図りながら柔
軟な働き方の実現を目指そうとする今回の
改正。労使双方共にメリットや仕事への満
足度が高まるようになるといいですね。

ちょうど３年前、2016
年の４月14日と16日、２
度にわたり震度７の激震
に襲われた熊本地震。大
規模な地滑りや重要文化
財、熊本城の損壊など、
その甚大な被害は記憶に
新しいところです。
私たちが生活している東海地方でも、30
年以内に70～80％の確率で「東海・東南
海・南海」地震が発生すると予測されてい
ます。みよし市と災害支援協定を結び、人
事交流を図っている熊本県益城町（ましきまち）

の危機管理室の担当者を招き２月に防災講
演会を開催。『避難所に物資が届かない状
況が多数発生した』と報告されました。そ
こでみよし市は、初めての災害支援物資の
搬入（写真①）、搬出を行う拠点施設の開
設・運営訓練を２月24日、グリーンステー
ション三好で行いました。

訓練想定は、
『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』というもの。
訓練には、みよし市防災安全課はじめ、
みよし商工会商業サービス部会・運輸分科
会（トラック４台及び輸送人員提供）、あいち豊
田農業協同組合（施設利用とフォークリフト提
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㈱鳥居発条製作所
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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

℡（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

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

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

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！

Order Shoes/Original Shoes

②物資の確認と仕分け

供）、トヨタ自動車（フォークリフト
操作要員）から参加。

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、リスト（管理簿）に基づき集積
ゾーンに移動（写真②）。３カ所の避

難所に向けて、それぞれ必要個数を分配
し、再び４㌧トラックに支援物資を積み込み、
搬出、荷降しを確認し終了（写真③）。

この日、搬入・搬出
で重要な役割を果たし
た、みよし商工会運輸
分科会会長の鈴木卓生
さん（㈱カネヨシ会長）は
『もっと小回りが効くよ
うに、トラックの大き
さは考えたほうがいい

かもしれない』と感想。
熊本県益城町の担当者は『訓練でやれな
いことは出来ない』と指摘していました。
今こそ、行政・民間・住民が力を合わせて
の継続的な訓練、取り組みが必要ですね。

①搬入

③避難所への移送

物流は私たちの生命線 初の「災害支援物資物流訓練」
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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

『小学校６年生のときに“一人で生きていく”
って決めたんです。そのころ、女性が自立して
活躍できる仕事といえば、学校の先生か看護婦
さんか（当時の呼び方）、美容師？　母に付いてい
った美容院で“この仕事なら、一人で生きてい
ける！”って思ったんですよ（笑）』と蟹江さん。
昨年迎えた40周年。予約制が一般的な美容業
界で、その逆「予約なし。お客様のご来店順に
対応」という運営スタイル。来店されるお客様

を、蟹江さんは
じめ、総勢８人
のスタッフがて
きぱきと分担。
蟹江さんの３
人の子どもさん

（長男・次男・長女）

は全員が美容師

に。そして、その相方までも美容師だという、
まさに「美容師一家」。長男夫婦と次男夫婦は
揃って同店のスタッフとして活躍中。
41年前、地域に貢献したいと女性３人で始め
たという同店。『私が生後３カ月の長男（一宏さん）

を、残る二人も４カ月、７カ月の乳飲児を抱え
ていて、それはそれは大変でしたよ（笑）。でも、
母が子どもの面倒を見てくれたおかげで続けて
こられた。その母は今年101歳。お店を始めた
ときからのスタッフの一人、横山好美さんは今
でも一緒に仕事しています』。
市内中学校からの中学生職場体験を受け入れ
て10年くらい。『私たちの仕事は、見た目“き
れい”に見えるかもしれないが、地味な仕事、
同じ作業の繰り返しが多い。実際にやってみな
いと分からないことも多い。中学生の皆さんに
は、色々なジャンルの仕事を自分の目で見て欲

しいですね』とアドバイス。
『お客様は“家族”。長時
間一緒に過ごす美容室とい
う場所で、いかにお客様の
気持ちを読み取り、気配り
できるか…。仕事を通じて、
人と人とのつながりを生み
出すことが私たちの仕事な
んですよ』と蟹江さん。
長男の一宏さんも『ぼくは、幼稚園のときに
もう美容師になろうと決めていた（笑）。（母の働
く姿を見ながら）この仕事はお客様に喜んでいた
だけることが幸せに感じられると思いましたか
ら』。スタッフ全員が同じ目標、志を持つサロ
ン・ド・イヴ。チームワークの良さが磨かれた
鏡のように光っています。

S A L O N  D E  E V E 店 主 蟹江初江さん

お客様や相手の心を思う（読む）ことが大事

お客様は“家族”
との思いで接客

サロン・ド・イヴのスタッフ

福岡県豊前市出
身。８人きょうだ
いの末っ子で四男

なのに「次男（つぎお）」。「次男の真意」を聞くこ
ともなく小１で父を亡くし、当時の三好町へ
二十歳でやって来たという岩城さん。『特にこ
れといって、やりたいことがあったわけでも
なく、三好に行こうかどうしようか迷ってい
た。でも、既に母親がこちらへ来ていたので、
まぁ、母がいるなら行こうかなと』（笑）。
道路建設や下水道、河川工事など主に土木
工事全般の工事を請け負って40年。からだを
動かすのが好きで、ものを作りあげる喜び、
嬉しさがこの仕事にはあると岩城さん。それ
でも、昨年９月の連続する台風の襲来で被害
に遭った矢作川の復旧工事は大変だったと振
り返ります。同社は、平成５年に法人化。５
年毎に更新の必要な「建設業許可申請」の次
回更新時に、長男勝也さんに代表権を譲ろう
と考えていると岩城さん。それが２年後。
その勝也さんが、従業員の仕事と子育ての
両立を図るための雇用環境の整備方針などを
定めた「次世代育成支援対策推進法に基づく
一般事業主行動計画」を作成。その趣旨はと
いうと、『㈲岩城建設は、すべての社員が、そ
の能力を発揮できるような働きやすい労働環
境をつくり、安全に働けるように、一般事業
主行動計画を策定する』。具体的な内容として、
残業時間の減少や休憩時間の確保、子育て支

援（育児休暇、看護休暇）、介護支援制度の設定が
柱。計画期間は2016年（平成28）9月から2021年（令

和３）までの５年間。

岩城さんは『息子が取り組んでくれている
ことなので、私はあまり詳しくないのですが、
働きやすい環境を作るにはどうしたらいいの
か？社員の健康と安全を考え、仕事と家庭が
両立出来て、人間関係が良くなれば働きやす
くなると思うが、社員と“年の差”があるせ
いか、ついつい気を遣ってしまう。息子にし
ても、私に言いたいことがあるんだろうなと
感じるときがある。まだまだコミュニケーシ
ョンは図れていないかも』（笑）。
そんな勝也さんが豊田で勤めていた会社か
ら戻り、一緒に仕事をやり始めてまだ４年ほ
ど。『一緒に飲んだり、共通の趣味（ゴルフ）も
あるが、息子とは、まだ一緒の組でラウンド
したことがないんですよ。飲んでも、仕事の
話はほとんどしないしね。でもね、２歳の孫
がいるんだけれど、自分でいうのもおかしい
が、本当にかわいいんですよ』（笑）。
㈲岩城建設の
次世代。事業継
承者も決まり、
その会社経営の
基礎は工事同
様、しっかり固
まりつつあるよ
うですね。

●打越町諸輪坂15-38 ●℡〈0561〉34-2341  ●日曜定休

有限会社 岩城建設 代表岩城次男さん

働きやすい職場環境作りを試行錯誤中

工事関連書類をチェックする岩城さん

建設業（土木工事全般）

重機操作も大好きという岩城さん

東山地区理事
商工会年間主要事業ご案内

事　 業　 名　 　 　 　 開催時期

■第59回通常総代会（５月22日）

■優良従業員・企業表彰（５月22日）

■従業員等健康診断（６月14日）

■会員交流研修会（６月25日）

■いいじゃん通信発行（７月・10月・２月）

■源泉徴収、年末調整相談（７月・１月）

■技能講習会（工業部会、９月）

■産業フェスタ（11月３日）

〈2020年〉
■決算作成・確定申告相談（２～３月）

〈随時開催〉
■エキスパート派遣
■専門家企業診断
■労働保険業務相談
■記帳事務代行
■Webサイト掲載事業

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。）

●

●

★

●●●
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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

〈有限会社 鬼頭塗装店〉

外壁無料診断

実施中！

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。

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
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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。

●三好町森曽15-1　 ●℡〈0561〉34-0023　
●営業 午前8:30～午後6:30 ●毎週月曜、第２・第３火曜日定休
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●お店の歴史や西川さんの職歴を…
【西川さん】大学生のとき、特に“何かをやりた
い”というような強い思いがあった
わけではなく（笑）、たまたま就職し
た先がイタリア料理のフランチャイ
ズ展開をしている企業だったので、
配属されたお店で５年程パスタやピ
ザ作りなどを学び、経験を積んでい
くうちに、どんどん興味が湧いてき
ました。
その後、名古屋市内のカフェやレストラン、
居酒屋など転々としながら、料理や接客、店舗
運営などを身に着け「いつかは独立したい」と
思うようになりました。そんなとき、このお店
の前身が、やはりイタリアンのお店だったので
すが、店主さんがサラリーマン時代の先輩でし
た。その先輩から『お店を売って移りたい』と
いうお話を伺い、そこで独立を決断しました。
2018年６月にこのお店を始めたので、もうす
ぐ１年ですね。

●お店（料理内容）の特徴を…【西川さん】「ラ
クチーナ」はイタリア語で「台所」という意味

です。手作りや食材にこだわり、
パスタをメインにした料理を提供
しています。格式ばらずに、カジ
ュアルな感覚、“我が家に遊びに
おいで”（笑）というような感じでお
越しいただけたら嬉しいです。
魚介類や食材は、名古屋の柳橋

まで必ず自分で仕入れに行くので、食材をどう
活かすかは腕の見せどころ。素材の持つ良さや
味をシンプルに際立たせたい。野菜はJA直売所
で地元産を購入していますよ。
パスタは、自分自身の好みや（賄いでよく作り

食べたので）思い入れがあって、カルボナーラや
ミート系が得意です。
●オススメランチのご紹介を…【西川さん】
お手軽ランチは1,000円、オススメランチは
1,500円。５種類のパスタからお好きなのをお
選びいただけます。（うにと白アスパラのクリームパスタ、

国産牛ホホ肉のミートソースなど）。

スープに自家製パン、季節の前
菜３種盛り合わせ（写真冒頭）、お好
きなドリンクとデザート４種盛
り付きです。本日、（取材で）お選び
いただいた「旬の貝とフルーツ
トマトのパスタ」には、トリ貝、
アオヤギ、赤貝、ホッキ貝を使
っています。

●２年目に向けての意気込みを
…【西川さん】ランチは女性客の

ご来店が多く、リピーターも増えてきて有難
いです。子どもさん向けの「バンビーノセッ
ト」もありますので、ぜひご家族連れでお越し
下さい。もちろん、夜はディナーもご用意で
きます。イタリアワインもぜひ味わっていた
だきたい。６月には「１周年記念コース料理」
をご用意しようかなと考えています。
ただ、スタッフが足りな

いときは、料理提供まで

お待たせしてしまう場合も

あります。そのときはご容赦

頂けましたら幸いです。

街の小さなイタリアの食卓 la CUCINA（ラクチーナ）　
〈2018.6 開業〉 店主 西川友浩さん

■三好町小坂69　 三好センタービル１Ｆ　 ■℡〈0561〉42-7357
■テーブル４席（４人掛け）、カウンター５席　 ■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5:30～午後10:00（オーダーストップ午後9:00）

■定休日　 毎週月曜日 ■駐車場　 三好センタービル供用駐車場15台

自薦・他薦OK。“個性的な”お店お待ちしております。

手作りへのこだわりと季節

の素材をシンプルに活かす

●お手軽ランチ 1,000円（季節のスープ・

サラダ・お好きなパスタ・自家製パン・ドリンク付き）

●オススメランチ 1,500円（お手軽ランチ

の内容にプラス、デザート付き）

●バンビーノセット（小学生以下） 800円

◎ディナー

●お気軽プリモピアットコース 2,200円

●本日の我が家のディナーコース 3,000円

調理に取り組む西川さん
前菜３種盛り

★

N

●

み
よ
し

市
役
所

●
豊信

ラクチーノ

●●●

コンビニ
●

銀行

★子どものころ、ど
のような家庭環境
だったのでしょうか
…〈佐藤しま子さん〉
７人きょうだいの
末っ子。父が51歳、
母が42歳のときに
私が生まれまし
た。一番上の姉と

は20歳違い。姉の最初の子どもと私とは３カ月
違いの“同期”。私は生まれながらにして「お
ば（叔母）」。（笑）

貧乏でしたが、「（生きるために）何でもやって
やろう」とか「物怖じしない」性格になったと
思う。よく兄から『お前は男だったら良かった
のに』と、言われました。（笑）

★創業（起業）のきっかけは…〈佐藤さん〉
平成元年に、莇生町にあった西山工務
店の奥様、西山美千代さん（故人。同社は既

に廃業）と、建築工事現場の資材片付けや

清掃を主とする仕事を始めました。当時、

西山さんが代表を務めて、女性がそうい

った現場で働く事例は少なかったらしく、

現場監督さんや元請けの会社の方

たちから『細かい心遣いが出来る
（仕事がていねいで、きれい）』『現場も和

むし有難い』と言われて、あちらこち

ら引っ張りだこだったんですよ。（笑）

私の息子と西山さんの息子さん

とは地元少年野球チームつながりで、息子どうし

もバッテリーを組んでいました。私たち母親も現

場は私が、事務的なことは西山さんと分担し、さら

に同じ少年野球チームのお母さん方もお誘いし

て、現場作業をこなしてきました。少年野球を通

じてお互いに気心も知れていて団結心も強かっ

たので、よく「女軍団」と言われていましたよ。（笑）

★独立されたきっかけは…〈佐藤さん〉西山さん
がご病気で亡くなられた後、どうしようかと随

分迷いました。元請企業の社長さんや周
りの人からの手助けもいただいて、平成
16年に独立させていただきました。
現場一筋で、営業も経理もしたことの
ない私が、周りから『経理的なことは商
工会にお任せしたら』とアドバイスを受
け、みよし商工会に加入しました。その
ころから、定年退職を迎えられた男性陣

の採用も増えて、仕事のバランスも人間関係も
良くなって相乗効果がありましたね。

★社名に込められた思いや、経
営者として身に付いた「哲学」は…
〈佐藤さん〉社名のアイムは英字で
表すと「ａｉｍ（エイム）」で、私たち
は「志を持って」という意味合
いで使っています。どんな仕事
もすべてのことを、“真心と誠
意”をもって取り組みたいと思
っています。

独立後、経営者を育成する学校へ研修に行っ
たことがありました。結構スパルタな研修で、
その講師から『ここまでやって来られたのは、
どうしてだと思いますか？』と尋ねられて、即
答できなかったんです。講師から『あなたには
感謝の気持ちが足りない』と指摘され、目から
ウロコ、涙がぽろぽろこぼれました。
10年ほど前、人権擁護委員を引き受けて、小
中学校へ行く機会が増えました。そのときに、
学校の環境が気になり、ボランティアで学校を
きれいにする活動を始めました。実は、私の夫
も私の仕事やボランティアの手伝いをしてくれ
ています。夫は自分の旦那というより「同僚」
（笑）。もちろん感謝しています。
「健康で生かしてもらっている」。その感謝
の気持ちをこれから仕事にも残りの人生にも大
切にしていきたいですね。　

輝 ラ リ

Active Woman 商工会女性部員

クリーン・アイム
代表 佐藤しま子さん

旬の貝とフルーツトマトのパスタ

●●●

中
島
住
宅

Ｐ

デザート４種盛り

●三好丘旭１丁目2-114 ℡/FAX 〈0561〉36-9093
●営業時間　 AM9:00～PM4:00 / 不定休

「女軍団」と呼ばれていたころの仲間
たちと。後列右端が佐藤さん。↓

清掃・除草・
家事全般

何でもお手伝い
いたします。

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

♪昼間はカラオケ喫茶で楽しめます♪

℡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

カラオケタイム
10:00－16:30

◎モーニングサービス

が12時まで付きます。

“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）

西山さんと仕事を始めたころ
の佐藤さん
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商工会・新会員ご紹介〈31年1月～31年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

泉造園 造園業 豊田市泉町山田

祥屋 小売業 三好町杓子

㈲ジンプランニング 保険代理業 天王台

ワイズテック 塗装業 三好丘緑２丁目

平下組 建設業 三好町半野木

岡嵜設備工業 配管業 東山台

みよし商工会の会員数は、Ｈ31年３

月21日現在896社です。今回新たに６

社が加わりました。

ご利用、ご愛顧賜りますよう、よろし

くお願い致します。

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。

「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）

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。

商工会商業サービス部会のサービス

内容を積極的にアピールするため、ア

イモールのセントラルコートでＰＲコ

ーナーを開設します。

例年、10社～15社ほど出店します。

お買い物ついでに、ぜひ、お立ち寄り

下さい。

★出店者募集中…締切りは４月26日（金）。

出店説明会を５月10日（金）午後７時から

保田ケ池センターで開催します。

◎当日のPR時間は10:00～20:00まで。

2020年３月新規学校卒業予定者を採

用するための求人説明会を開催しま

す。

求人申込手続きや採用選考方法など

についてご案内します。人事担当者や

採用担当者の方はご出席下さい。

■日時 ５月23日（木）午後１時30分～

４時（受付１時～）

■場所 豊田市民文化会館（小坂町）

■内容 最近の雇用情勢・新規学校卒

業者の概況・求人募集方法について

◎参加無料。申込み不要

■問合せ 豊田公共職業安定所

企業支援部門℡〈0565〉31-1400（31＃）

人事担当者の方へ

新卒者採用の求人説明会

商業サービス部会 
５月26日〈日〉にアイモールでＰＲ

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14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4,700円  
（商工会扱い加入者は2,700円）

同共済未加入者　6,200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26日（金）

■日時 ６月14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18,421円かかります

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11,421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26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

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〔6/14〕同じ会場で便利！

一般定期健康診断

生活習慣病予防健診

ピアゴ

黒笹駅

至三好ケ丘

至日進

★
●●●

至
福
谷

■

■

黒笹
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

キ
リ
ト
リ
セ
ン

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

お
客

様
満

足
、第

一

地
域

に
も

貢
献

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

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
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ル
ア
ッ
プ
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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。

〒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

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 ■月曜定休 ■Ｐ12台

仕出し・寿司・弁当・炉ばた焼き ひろけん

とりの唐揚げ
＆ハイボール

キャンペーン

うれし～い！さぁ、行こう
21日〈日〉から26日〈金〉まで

4月

680円→340円

380円→190円
〈税別〉

コース料理（2,500 円/3,000 円/3,500 円）も有り。
※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。

みよし商工会では、特産品開発委員

会を設置し、みよしの特産品を広く周

知しようと、昨年度までに次の商品を

認定しています。

【認定商品】
①農事組合法人夢の実ファームみよし…

梨ジュース

②㈱うお茂…いちご羊羹

③パスタライズ㈱…つぶつぶブルーベリー

ジャム

④環業開発研究機構…ローゼルジャム・

ローゼルハーブティー・ローゼル寒天ゼリー

⑤ＢＥＡＤＳ ＢＲＩＯ…ビーズアクセサリー

⑥㈱夢たまご…フォックスシフォンケーキ

⑦わらび福祉園…大ちょうちんサブレ

果樹専門農家で構成される「農事組

合法人夢の実ファームみよし（萩野敏廣

代表）」。４月中旬、約10㌶ある桃畑や

梨畑で夏からの収穫に向けて摘花 （てき

か）作業中。桃は６月下旬から７月にか

けて、梨は８月から出荷されます。

同ファームの活動を７月号（7/21発行）で

ご紹介します。 【問合せ】同ファーム

近藤さん℡080-3629-4265

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　  愛知県産業労働センター（ウインクあいち）16階　 ℡（052）587‐2223（代）

●三河支局／〒444-0860　 岡崎市明大寺本町1-34　 岡崎センタービル８階　 ℡（0564）22‐0191

（受付時間）
平日9:00～17:00

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

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

詳しくはパンフレットを

ご参照ください。

４月上旬、ドローンで撮影した
三好町平子地区の桃畑


