


年頭のご挨拶
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あけましておめでとうございます

新年を迎え、謹んでごあいさつを申しあげます。
さて、昨年来の新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、地域経済を担う会員事業所は、

大きな打撃を受けています。このような未曾有の事態に直面し、岡崎商工会議所の役割はますま
す重要であると考え、今一度原点に戻り、商工会議所を創設した渋沢栄一翁の遺訓である商工業
者の繁栄に尽力する所存でございます。
現在、岡崎商工会議所は4,100を超える事業所に加入いただいております。とりわけ、このコ

ロナ禍において「経営相談窓口」を拡充し、マル経融資をはじめ、持続化補助金、ものづくり補
助金、雇用調整助成金等の各種支援策の情報提供や申請手続きのサポートを職員一丸となって対
応しているところです。加えて、中小企業診断士や社会保険労務士等から専門的な助言を得られ
る体制も整え、多くの方々に利用いただいております。
今後も新型コロナウイルス感染症の状況を注視しつつ、引き続き会員事業所に寄り添った経営

支援に努めてまいります。さらに、今年は職員による事業所訪問を積極的に行い、皆様からの意
見をより本所の活動に反映していきたいと思います。これからも、岡崎商工会議所の諸事業に対
し、ご理解のあるご支援とご協力をお願い申しあげます。
そして、令和３年は私も丑年の年男になりますので、健康に留意し、会頭職を務めてまいりた

いと考えています。
結びに、皆様方のご健勝とご多幸を祈念いたしまして、年頭のご挨拶とさせていただきます。
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コロナ感染拡大の影響を
大きく受けるなか、還暦
という節目の丑年を我慢
強く、一歩一歩進んで行
きます。

㈱インテルグロー 代表取締役社長  鋤柄 禎彰

「食牛之気」
「呑牛之気」
社会情勢が不安定な中
でも前を向き、立ち向か
いたいと思います。

㈱岡田印刷 代表取締役  岡田 邦義

今年の３月で、６回目の
年男を迎えます。抱負と
して「その時その一瞬を
大切にし笑顔を忘れず
に」生きたいと思います。

㈱片岡機械製作所 代表取締役副社長  片岡 勝

今年は７回目の丑年で
す。運転免許を取得して
65年無事故でこれまし
た。返納の日まで続けた
いと思ってます。

㈱こうむら 取締役会長  甲村 雅彦

読んでる人には、かなわ
ない。今年も読んで読ん
で読みまくる！
一生勉強。

㈱正文館書店 代表取締役  春井 宏之

今年は還暦となります。
干支が一巡し誕生年の
干支に還ると言うこと
で赤ちゃんに戻って人
生を再出発致します。

伸興荷材㈱ 代表取締役 藤田 友之

今年は、コロナを乗り越
え、健康第一とし、仕事・
プライベートとも充実
した一年となる様行動
したい。

㈱名古屋銀行岡崎支店 執行役員支店長  高見 功

今年は還暦を迎え新たな
人生の第一歩を踏み出
し、地域の皆様の役に立
ちたいと思います。

㈲原田電工社 代表取締役  原田 晴夫

令和３年の干支は辛丑
になるそうです。痛みを
伴う衰退と新たな息吹
が重なり合う中で、大
いなる変革の年に！

㈱マルコおおむら 代表取締役  大村 康雄

この日この時この方とご
縁を頂く事に感謝、ジッ
クリ耳を傾け、教えをお
聞し、これを次の世代に
伝えたい。

㈱まるや八丁味噌 代表取締役  浅井 信太郎

アフター・コロナとなる
か、コロナ真最中の年
になるかわからないが、
新しい時代に期待です。
“時代は変わる”

ブラザー印刷㈱ 取締役会長  岡田 𠮷生

飲んで、食べて、語って、
歌って！そういう元気な
年にしたいと思います。
次の年男の時も“現役”
を目指します。

三浦会計事務所 所長  三浦 勝美

謹賀新年
ユニチカ㈱岡崎事業所 理事・事業所長  野田 靖

７周目に入りましたが、
気持ちは４周位の積もり
でおります。地域の発展
にもっと貢献しなければ
と思っております。

㈱ダッド 代表取締役  久保田 知久雄

大学院卒業、ＭＢＡ取
得、ロードバイクで年
間１万キロ走破、社業
発展を目指します。

㈱ナンブ 代表取締役  南部 淳

※事業所名50音順
年男議員 今年の抱負
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　 第550回常議員会　報告　12/15
≪議件≫
１．名誉議員該当者決定に関する件
　㈱セントラルソフトサービス　相談役　清川 茂満 氏
≪報告承認事項≫
１．議員の職務を行う者異動について
　新）マルサンアイ㈱　取締役　管理統括部長　磯村 智 氏
　新）鋤柄農機㈱　代表取締役　鋤柄 忠良 氏

２．主要事業の経過報告について
　１）「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口経過」報告
　２）「交通安全啓発パレード・立哨活動」報告
　３）「決算・申告無料相談（会員限定）」案内
　４）「ｅ－Ｔａｘ用 ＩＤ・パスワード発行会（会員限定）」案内
３．新入会員加入について
４．部会等開催状況について　他 原案通り承認されました。

本所1号議員補欠選挙実施に関するお知らせ
本所 1号議員の欠員に伴い補欠選挙を実施いたします。
立候補届出期間
立候補者確定
当選人確定 告示

１月13日（水）～15日（金）
1月25日（月）
２月16日（火）

大林会頭が岡崎警察署を年末激励慰問
　12月４日（金）、大林会
頭が岡崎警察署を訪問し、
後藤安彦署長に「年末年始
は交通事故や犯罪などが多
発する時期でもでもありま
す。さらに、安全・安心な
岡崎のまちづくりを推進い
ただくよう、よろしくお願
いします」と激励し、慰問
品を贈呈しました。

問合先　会員事業部　会員サービス担当　滝川・柴原
　　　　Mail：takikawa@okazakicci.or.jp ☎ 53-6164

岡崎商工会議所　SDGs 検索

“会員にご興味のある方をぜひご紹介ください！”
～ご紹介いただきました会員様には、3,000円のギフト券を贈呈します。～
　入会についてのお問合せ・お手続きは担当までご連絡ください。

        【担当：会員事業部　☎53-6164】

会員
募集中

 　（順不同・敬称略）
事業所名 事業内容 事業所名 事業内容

ダンススタジオ・イノウエ ダンス教室 ㈱ファースト 人材派遣業
㈱海斗 飲食店業 農とレコード合宿所 農業、古物、小売
To-mark コーティング（内装業） ㈱Sun Create 結婚サービス業
コーケン中部㈱ リサイクル業 Y's lab 実験用治具の製作
ランダーズ不動産㈱ 不動産仲介業 AURICULER グラフィック・ファッションデザイン

ఛۙޏȮގ ご入会いただきありがとうございます。　会員数：4,115事業所（12月９日現在）

SDGs実践セミナー

 （岡崎市の担当者様より説明）

▲大林会頭（左）と後藤署長（右）

オンラインで開催！

詳細・お申込はこちら

日時：２月８日（月）午後１時30分～３時

事例紹介を交えた
実践プロセスの解説
＋岡崎市のSDGs推進

内容
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採用対象：大学生・短大生（2022年春卒）、
                中途求職者等
登 録  料：本所会員70,000円
　　　　　（非会員120,000円）
登録期間：登録日～2021年12月

子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得について社労士に聞く！人事労務のツボ

　今月から、子（小学校就学前）の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得できるようになります（令和元年12月
27日改正、令和３年１月１日施行。）。
　法令上の取得単位は、①始業時間から連続する時間、又は②終業時間まで連続する時間としており、「中抜け
（就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、就業時間の途中に再び戻ること。）」は規定されていません
が、労働者が両休暇を柔軟に取得できるように、法令を上回る「中抜け」ありの制度設計を推奨しています。
　また、休暇時間を無給にするか、有給にするかは、会社ごとに設定することができます。

⇒詳細は 子の看護休暇・介護休暇 検索 （本所専門指導員／社会保険労務士・行政書士　三浦 太介 氏）

 ★採用力向上★

 就職情報室　登録企業募集中 地元に特化し、貴社の採用活動を応援します！

登録企業の求人情報を掲載
検索ＯＫナビ

★企業の魅力発信★

柴田佳奈藤木七海 板倉諒 箕浦桂子市川優美子 山本京子

まずはご連絡
ください

研修会・セミナー参加者募集中

合同企業説明会　開催予定
3/16（火）午前９時30分～午後０時30分　午後２時～５時
会場：岡崎市竜美丘会館　
※詳細は就職情報室登録企業様宛に、後日ご案内します。
※開催方法の変更や中止となる場合もあります。

★学生・求職者との出会い★

外国人雇用管理研修会「外国人留学生の雇用」   
１/19（火）午後２時～３時30分　会場：岡崎商工会議所
セミナー「オンライン業界研究会＆合説　参加のポイント」
１/25（月）午前10時～正午　会場：岡崎商工会議所
セミナー「高卒採用戦略」
１/29（金）午後３時～4時30分　Zoom（オンライン）開催
セミナー「面接の秘訣」 
２/３（水）午後１時30分～４時30分　会場：岡崎商工会議所

お子さんの就職が気になっている保護者様必見！
大学生・短大生保護者様向け　就活応援セミナー
1/23（土）午後２時30分～４時30分　会場：岡崎商工会議所

　社員の成長が会社の成長につながると考えているので、採用・育成には力を入れています。
　新卒者は育つまでに時間が必要なので、将来を見越して継続的に採用活動を行っています。
私が岡崎商工会議所の合同企業説明会に参加しはじめて５年目になります。合同企業説明会
の回数が多く参加料が安価なため、出会いの機会として、まめに参加しています。毎回、成
果が出るわけではありませんが、諦めずに継続することでチャンスが巡ってくると感じてい
ます。実際、直近４年間に入社した13名のうち、11名は就職情報室事業がきっかけで採用に
至りました。セミナーや大学との懇談会など、多様なサポートがあり、内容面でも大変満足
しています。
　弊社では、部門別の採用を行っており、部門長が面接を行います。入社前から受け入れる側、新入社員側双方が会う
ことで、納得感・安心感が増し、定着率向上につながっていると感じます。採用担当・役員以外にも採用に関わる社員
の数が多いため、進捗状況・スケジュールを確実に情報共有する仕組みをつくり、業務効率向上・ミスの防止にも役立
てています。

社員の成長が会社の成長積極採用 ㈱片岡機械製作所

■ 企業ＤＡＴＡ ■　　従業員数：40名　業務内容：金属工作機械製造 　所在地：美合町字京ヶ嶺７番地1 　☎51- 4511

▲専務取締役　片岡 峰行 氏

改正前 改正後
半日単位での取得が可能
１日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない

時間単位で取得が可能
全ての労働者が取得できる
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http://okamono.com/

一品物の鈑金加工のことならおまかせください

産学官連携で企業課題の解決を！＝岡崎ものづくり推進協議会 学識委員ご紹介＝

　弊社は東阿知和町で一品物を中心とした鈑金加工を行っています。
急ぎの依頼にも対応できるように、全社員の多能工化と最新の機械へ
の設備更新、材料のストックを常に欠かさないことを心がけています。
　従業員教育においては、 “遊び心”を大切にしています。ただ「モノ
を作る」だけではなく「喜んでいただけるモノ」に仕上げることを心に
留め、看板やモニュメントなどの製作に取り組んでいます。展示会に
おいても、楽しく技術を知っていただくために、ガンダムの盾や豹など
を製作しました。これらの製作物は会社案内やホームページに多数掲
載しており、ご覧いただいた方から多くの問合せをいただいています。
　また、自然豊かな場所に工場があるため、他社にはない“遊び心”満載の社屋や山小屋カフェ
風の休憩・打合せスペースを設け、自由な発想が生まれる環境整備にも取り組んでいます。
　これからも“遊び心”を忘れず「鈑金屋のよろず相談」に応えるべく技術力向上に尽力します。

　本学科では、食品系、とりわけ醸造関係の共同研究が盛んで、岡崎市内の食品製造業を中心とする
企業との研究実績もあります。「味噌を醸造する桶材によって、どのような味の違いが生じるか」や、
「酒造りの精米時に発生する米糠の有効活用」の研究などを行っています。本学の取組が、岡崎地域
のものづくり企業の技術力向上推進のために、少しでもお役に立てば幸いです。

նఛྰᆀ์ێஒāൣଲำᄜāఛྰ!ਔێ!્
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▲自社製の恐竜モニュメントと新美社長。夕方からは
　電飾で光ります

▲山小屋カフェ風の休憩・打合
　せスペース。自社製の看板で
　洒落た雰囲気です■企業DATA■　　所在地：東阿知和町乗越９-36　☎46-2955

■大学DATA■　　所在地：名古屋市天白区中平２-901（健康栄養学部・名古屋キャンパス）　☎052-801-1201（代）

企業取引照会、ビジネスマッチングにご活用ください。岡崎のものづくり技術満載のデータが集結！
～岡崎ものづくり推進協議会　情報提供サイトが新しくなりました！～

vol.1

ホームページは、
岡崎ものづくり推進協議会 検索

企業名、カテゴリー、
キーワードで検索！

取引拡大に
ご活用ください
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上質なフレンチをカジュアルに提供
　新店舗オープン

　上質なフレンチをカ
ジュアルに楽しめるビ
ストロマオルーチェが、
渡町にオープンしまし
た。オーナーの永山氏は
以前、ビルへのテナン

ト出店でレストランを経営していましたが、「自分の思い
通りの店舗で、最高の料理と空間を提供したい」との思い
から新店舗オープンを決断しました。フレンチレストラン
での経験を積んだオーナーと前イタリア料理店シェフが、
前菜からデザートに至るまで全て手作りにこだわっていま
す。高級感漂う店内では、非日常の空間の中で、本格的な
料理をリーズナブルに味わうことができ、味はもちろん見
た目でも楽しむことが出来ます。来店されるほとんどの方
がネットで検索されるため、 “SNS映え”する盛り付けの

研究にも余念がありません。また、新店舗オープンにあた
り、商工会議所のサポートのもと愛知県の支援補助金にも
採択されるなど、各種施策も積極的に活用しています。
　永山氏は「コロナ禍でのオープンとなりましたが、地元
の回覧板にオープン告知のチラシを入れさせていただく
等、地域の皆様にもお世話にな
りながら、無事オープンできま
した。今後は、地元の食材も積
極的に取り入れ、地域の皆様が
気軽にお越しいただけるお店に
したいと思っています。」と話
されました。

代　表：永山 正憲 氏
所在地：渡町字新田西3-1
☎ 74-4341 Instagram：

　B
ビ ス ト ロ
istro M

マ オ ル ー チ ェ
AOLUCE

クライミングシューズ専門の靴修理屋がオープン
リソールアズマ

　クライミングには、その登り方や目的によって様々な名称があります。例
えば、道具に頼らず、己の身一つで登る「フリークライミング」や東京五輪
の種目にもなった「スポーツクライミング」などです。そんなクライミング
に欠かせないアイテムが「クライミングシューズ」です。
　ゴツゴツした岩肌を登る際は、常に、つま先部分に強い負荷が加わるた
め、穴やひび割れが発生します。シューズ自体は１足２万円前後するため修
理して使い続けるケースが大半だそうです。
　リソールアズマは、全国でもまだ少ないクライミングシューズ専門の靴修
理屋としてオープンしました。代表の傍嶋氏は、開業前に修理屋２社で技術
を学び、これまでに500足以上の修理を手掛けてきました。さらに、クラ
イミング歴９年の経験があるため、顧客の要望に沿って調整できるのも同社
の強みです。「クライミングの楽しさは、自然の開放感と登ったときの達成
感。仕事の楽しさは、日々違ったシューズとの出会い。」と話されました。

代　表：傍
そばしま

嶋 和也 氏
所在地：真伝１丁目11- ８
☎ 050-3590-3935

ホームページ：

▲代表の傍嶋氏

　長引くコロナの影響で、多くの地域・事業者が大きな影響を受けている中、全国の
まちゼミメンバーが連携し、日本各地でまちゼミを実施することで、元気な個店と地
域を取り戻すことを目指し、“ 全国一斉まちゼミ ” を開催します。「客よし・店よし・
地域よし、の三方よしの精神から始まったまちゼミは、オンラインまちゼミで可能性
をひろげました。今回は全国の “ まちゼミの会 ” が連携することで、より多様な事業
で地域に元気を取り戻すお手伝いができれば」と岡崎まちゼミの会代表の松井氏。

まちゼミ開催にご関心の地域・事業者の方は、岡崎まちゼミの会までお問合せください。 ☎21-0985（㈱みどりや内）

▲オンラインまちゼミの様子

2021年秋、全国一斉にまちゼミを実施！予
告
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①基礎控除の改正
　・変更点 10万円引き上げ(38万円→48万円)
　・背　景 以前は、所得の多寡によらず、一定金額を所得から控除する所得控除方式が採用されていましたが、高所得 
 者にまで税負担の軽減効果を及ぼす必要性は乏しいとの考え方の下、基礎控除を48万円とし、合計所得金 
 額2,400万円超から基礎控除が低減し、2,500万円超で基礎控除が消失する仕組みとなりました。
②給与所得控除に関する改正
　・変更点 一律10万円引き下げ
　・背　景 働き方の多様化に対応するため、所得の種類に関係なく適用される基礎控除に、負担調整の比重を移してい 
 くとの基本的考え方の下、基礎控除の額を10万円引き上げるとともに、給与所得控除を10万円引き下げる 
 こととなりました。
　※なお、所得金額調整控除が新たに創設されました。給与等の収入金額850万円を超える居住者で年齢23歳未満の扶
　　養親族・特別障害者の扶養親族を有する方等は上限15万円控除されます。
　　算出式：（本年分の給与の総額（上限1000万円）―850万円）×10％（最高15万円）
③ひとり親控除および寡婦控除に関する改正
　・目　的 婚姻歴の有無による不公平、男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平の解消
　・控除額 ひとり親控除35万円、寡婦控除27万円（下記図参照ください）

令和２年度税制改正ポイント

ā3128༃8ॢ 21ȥɣɘȽȹĨ݊ޏஒʮ ʈ˅ĩɉĂ

୳ɬதȩႴĂǏ༃റȞɀȞɘȳăຂ৶ౘ971ૢࡥĂၸᄎ

ଞౘɉ35-111ॣɬȢɘȱȹăȭɦȥɣɜഽȩɈၫɈૅ ȢɅࠐଟ

ȱ௶ၡɬȤȫȱɀɘȞɤɘȳă

āʮ ʈ˅ɉȭȻɣ!ƋƋāā

āޑɈʮ ʈ˅ɉ˄ ˋʐ̒ ĜʇɼʒɁȳă

岡女レンジャースマイル６の

ス マ イ ル コ － ナ －
～Vol. ６～

āȭɭɅȻɉĊ݊ ட˄ ʐ̀̒ Ĝʑʁ ɼ˃ ǒĂr ɼ̌ʠɈᆹɁȳăǔॢ ȥɣǒޑʏ˂ ĜʒɁɘɤ

ɘȱȹʑʁ ɼ˃ ʋĜʢĜɜॢ ɁޑɂɄɤɘȱȹăॢ ɉĶᇯລ။ঃķɈȮڨ໘Ɂȳă
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āɘȹĂ८ಡࣞ ɬ܄ɚێఱపၫɈޣᅕɉĂইಃޏଜȦݡȱɀȞɥᇯ။ঃɁɉၒȯɦ

ɘȵɭɈɁĂێఱపၫᇯ။ঃɅݡȳɦɊȞȰɂȞȠ૪ɅڤఘɁȳĊ

ʑʁ ɼ˃ ʋĜʢĜɉᆡȱɀȱɘȞɘȳȦĂষɜഊඨɬฆȱɀĂȤᅕɅࡃɅ
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レンジャーのカラーは、地域資源を
モチーフにしています

和田

āɁɜഫȦʵʃʵʃɈૐɉĂĶᇊȢķɅɉჟܯɂૃ ȽɀȞ

ɘȱȹȦĂɃȠɞɣĂĶۣɦᇊȢķȞɩɠɥ໘ടȦᇊȢɀȞɥĉ

ɂȞȠȭɂɁĂĶߤݗķɬଌෂăൌݗɬǍ௫ȬɥɂჲܖᆵȦഝ

ȱĂ૭ᄨᆵȦȾȩɂɈૢăǏɈૢ Ɂൌݗɬ௫ȬɥĂຊɅ

ȲȽȩɤȾȥɥĂൌɈĶଽķɂȞȠɂȭɧɬݗɛɥຑęĂ

ຎȹɤɈ ȥૢɣଌȱĂʋ˅ ʢĆɼ̀ ʭ˃ ʀˋʎĆ

ဇଣຑĂɾɼ˃ ʑɅȫɄȞబൌȿȩɤɅᇋəɘȳĊĊ

ਈभउਞपোॉؙআথॡभඕ

中根

林

お客様の「こうしたい！」を形にするお助け隊として
結成した女性職員６人組が、“笑顔のタネ”をお届けします！

配偶関係 死別 離婚 未婚のひとり親
本人の合計所得金額 500万円以下

本人が女性 扶養親族等 いる 子 35万円 35万円 35万円
子以外 27万円 27万円 -

いない 27万円 - -

本人が男性 扶養親族等 いる
子 35万円 35万円 35万円
子以外 - - -

いない - - -

❶

❶
❷

❶ひとり親控除
❷寡婦控除

岡崎商工会議所
ブログ

岡崎商工会議所で事務委託できる方って？

労働保険事務組合
金融・保険・不動産・小売業・・・５０人以下
卸売・サービス業　 　　　　・・１００人以下
その他の事業　　　　　　　・・３００人以下

建設業一人親方労災組合
建設業を営む一人親方と家族従事者
　　　　　　　・・大工・左官・トビなど

●岡崎労働基準監督署管内（岡崎市・幸田地区）
　で事業を営む事業所
●岡崎商工会議所の会員事業所
●次の対象要件の事業所

3132/2
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もしもに備えたい！福利厚生を充実させたい！　会員限定のお得な優待サービスを是非ご活用ください。
申込方法 ①事前確認☎53-6164 ②商工会議所窓口にて購入

映
画
鑑
賞
券
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ

イオンシネマ岡崎
（戸崎町） 1 枚 1,800円→1,300円 1枚 1,200円

1回につき加入者1名で2枚まで

ユナイテッド・シネマ岡崎
（羽根町） 1 枚 1,800円→1,200円 1枚 1,000円

1回につき加入者1名で2枚まで

健
康
診
断

岡崎市医師会
はるさき健診センター
（針崎町）

１口につき受診料
1,000円助成
（給付請求書にて申請）

岡崎商工会議所健康診断の受診
（ご予約は直接健診センターへ）

サンボウル
（洞町）

1 枚
３ゲーム950円
２ゲーム740円

1枚
３ゲーム880円
２ゲーム670円

商工会議所会員特典 あおい共済加入者特典

あ
お
い
共
済
加
入
で

さ
ら
に
お
得
に
！

従業員のために！「優待サービス」のご案内

メ
モ
リ
ア
ル

三弘社葵斎苑
（小呂町）

十方舎セレモニー城北
（八帖北町）

葬儀会館ティア
( 岡崎北・岡崎中央・岡崎南 )

申込方法 申込方法

①事前確認☎53-6164

直接各施設へ問合せ
②商工会議所窓口にて優待券（割引券）受取
③各施設で利用 （事前予約必要な場合あり）

ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ

３FIT 岡崎
（戸崎町イオンモール岡崎店２F）

入会特典
（月会費１ヶ月分免除）

ロイヤルスポーツプラザ
（大平町）
ロイヤルスポーツクラブ２
（上和田町）

入会特典
（月会費1ヶ月分+事務手数料免除
条件：４ヶ月継続）

エイルリーブル（東大友町）
（トランポリンパーク）

入会特典
（登録料800円→無料+次回利用券
（登録時利用者限定）)

ロイヤルパークゴルフ
（大平町）

2時間打ち放題
2,000円→1,500円（２階打席限定）

岡崎グランドボウル
（日名北町） ゲーム割引

入
浴
施
設

おかざき楽の湯
（庄司田）

回数券10枚綴り
7,300円→6,500円

レ
ス
ト
ラ
ン

三河湾リゾートリンクス
（西尾市吉良町）

3,000円以上の飲食代
10％OFF
( 団体利用・宿泊は対象外 )

愛昇殿
（岡崎洞・岡崎錦・岡崎上和田）

提携法人特典と同等の
キャッシュバック
（葬儀金額の支払いに応じて）

イズモ葬祭
（岡崎・岡崎北・かけまち・矢作・六ツ美・西尾）

祭壇20％OFF、
ホール使用料30％OFF、
生花10％OFF

各プラン特別価格
（30～46万円相当の割引）にて提供

祭壇基本料割引

ブ
ラ
イ
ダ
ル ザ・グランドティアラ岡崎
（大平町）

結婚式利用 →衣裳代10万円OFF
一般宴会利用 → 料理・飲物代
5％OFF、会場費20％OFF

岡崎ニューグランドホテル
（康生町）

婚礼料理・飲料5％OFF、
参列者宿泊20％OFF

グランシェル岡崎
（庄司田）

挙式50％OFF
新婦衣裳1着目50％OFF
もしくは2着目無料

ＫＡＹＵＴＥＩ～花遊庭～
（豊田市大林町）

挙式料・料理・飲物
10％OFF

サンフィレール岡崎
（竜美西）

結婚式 → 挙式 10％OFF　
料理5％OFF、飲物10％OFF
衣裳 20％OFF

ララシャンス
OKAZAKI 迎賓館
（柱町）

挙式基本料金全額サービス
（ご来館前、予約時のお申出のみ有効）

祭壇基本料割引

講
座

岡崎情報開発センター
（羽根町）

パソコン講座
受講料10％OFF

結
婚
相
談
所

リンクスマリッジパートナーズ
（三河湾リゾートリンクス内）

相談所入会金30,000円→無料
※さらに特典あり

テ
ー
マ
パ
ー
ク

【夏季限定】
三河湾リゾートリンクス
吉良ワイキキビーチスライダーパーク

1日券50％OFF

★お申込み時に会員の申出をお願いします。

新規募集中
会員向け優待サービスをご提供いただける事業所を
随時募集しております。ご連絡お待ちしております！

会員事業部
☎53-6164

担当：滝川  ・  柴原  ・  中根  ・  金澤　 ◀　最新情報はこちら

会員限定

［各種 事業所名50音順］

１口 月額820円

ȜȤȞࢼ

✿業務内外問わず24時間（災害
　死亡・高度障害、入院・治療）保障
✿1年更新で医師の診査なし
✿岡崎商工会議所独自の給付制度
　（祝金・見舞金・助成金あり）
✿65歳まで加入 - 更新75歳まで

詳細はこちら

掛　金

引受保険会社：アクサ生命保険㈱
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もしもに備えたい！福利厚生を充実させたい！　会員限定のお得な優待サービスを是非ご活用ください。

㈱東洋工務店 加入制度：ビジネス総合保険制度、業務災害補償プラン

加入制度：あおい共済 加入制度：あおい共済

安価な保険料でリスクへの備え＋労災保険の上乗せを実現

ビジネス総合保険制度は、業務中の賠償・財物損壊リスクに備えられます。市街地
での建設現場が多い当社にとって、通行人や隣接する建物などの第三者への補償が
あるこの制度は、万が一の事態に備えられるので助かります。また、従業員が安心し
て働ける職場づくりのため、業務災害補償プランで労災保険の上乗せをしています。

■企業DATA■　　業種：総合建設業　従業員数：22名
▲前列左から𠮷倉代表取締役、
　𠮷倉取締役、従業員の皆様

団体割引により、低廉な保険料で加入ができる「商工会議所会員向け保険制度」のご案内

コロナに関連するリスクもカバーできます。詳細は同封の「団体保険制度のご案内」（A4両面）をご覧ください。

【引受保険会社（50音順）】
あいおいニッセイ同和損害保険㈱
損害保険ジャパン㈱
東京海上日動火災保険㈱
三井住友海上火災保険㈱ 

最大約58％割引業 務 災 害 補 償 プ ラ ン
企業を労働災害から守る

最大約33％割引ビジネス総合保険制度
企業を経営リスクから守る

最大約36％割引休 業 補 償 プ ラ ン
新しい福利厚生制度の構築に

最大約68％割引情報漏えい賠償責任保険制度
～サイバーリスク補償型

情報漏えい、サイバーリスクから守る

もしものために！

㈱横山製作所
従業員に好評！会員優待サービスでプライベートも充実

従業員には安心して働いてもら
えるよう30年ほど前よりあお
い共済に加入しています。入学
祝金で文房具・体操服購入に充
てることができたと喜んでもら
え、健康診断の助成金はじめ各給付申請手続きもアクサ
生命の推進員さんが来てくれるので助かっています。ま
た、会員優待サービスの映画券は共済加入で更に安く購
入ができ、今話題の映画も家族で見られると好評です。

■企業DATA■　　業種：各種プラスチック成型加工　従業員数：14名

㈱マルコおおむら
長く働きやすい職場づくりを提供

先代より従業員を大切にすることを引
継ぎ、相談しやすい職場の環境づくり
を社長とともに心掛けています。また
長く気持ちよく働いてもらうために福
利厚生の充実も必要と考え、あおい共
済に加入しています。手頃な掛金で、
入学・卒業の祝金、通院の見舞金がいただけ、従業員に
大変喜ばれています。その他優待サービスを活用し、今
後も福利厚生の充実を図っていきたいと思います。

■企業DATA■　　業種：食料、飲料卸売業　従業員数：39名

　

▲マルコポーロ店長
　大村貴美子さん

▲横山社長・従業員の皆様

加入事業所の声

各種制度の
詳細はこちら
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本所議員の鋤柄國佐氏（鋤柄農機㈱
代表取締役会長）が去る１２月２日に
ご逝去されました。
享年９２歳。
ここに謹んで哀悼の
意を表し、ご冥福を
お祈り申しあげます。

【役歴】
議員：昭和47年～ ( 在職48年間）

議員　鋤柄 國佐 氏　逝去される

部会だより
　11月30日（月）、交通部会が主体となって警察車両とともに輸送用トラック、大型バス、マイ
クロバス、タクシーに交通安全の横断幕を貼り、西三河トラック輸送サービスセンター（宇頭
町）を出発、国道１号線等を経由し、道の駅藤川宿（藤川町）まで、女性ドライバーの運転によ
る車両パレードを行いました。
　出発式ではセーフティレディへ一日警察官の委嘱、女性ドライバーの安全宣言を行いました。
藤川宿到着後は、隣接する国道１号線沿いで立哨活動と併せて、同施設販売所入口にて来所者に
交通安全を呼びかけ、交通安全の意識を高める啓発活動を行いました。（参加者：60名）

報告交通部会 「交通安全啓発パレード・立哨活動」

:
3132/2

※食品・サービス部会、工業部会、建設部会、機械金属部会、理財部会の
　１月例会は休会です。
※ご参加いただける方は事前にお申込みください。
※青年部・女性部の例会には所属の方のみ参加できます。
※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、中止・変更となる場合が
　あります。

部会 例会 月１１
新たな

発見・交
流の和が広がる部会活動にぜひご参加ください！

　岡崎YEGの目的を再認識し、合わせて設立時の思いを理解するこ
とで、意識向上を図り、岡崎YEGの今後の活動に活かし新たな未来
を創造する一助にすることを目的に研修会を開催いたします。

会場：岡崎市竜美丘会館　大ホール
内容：１.メンバーの会に対する認識チェック
　　　２.岡崎YEGの役割について（深田正義先輩の講話上映）
　　　３.岡崎YEGの規約についての説明
　　　４.ワークショップ、発表
服装：平服、徽章着用
持物：会員手帳、筆記用具、ネームプレート、マスク
会費：無料

39㇘Ǎ
午後
　７時～
　９時

研修会

未来創造塾「～Y
わ れ ら

EG同志と創る
未来のために～」

青
年
部

【担当：石原　☎53-6500】

女
性
部

【担当：中根・柴原　☎ 53-6164】

　新年のスタートに奈良の法隆寺、大阪の四天王寺、長野の善光寺
などとともに、聖徳太子建立の46カ寺の一つと言われる真福寺を参
拝し、ご祈祷と住職よりご講話をいただくとともに、歴史研究家　
岡崎ふるさと歴史教室主宰　市橋章男 氏より卓話をいただきます。

会場：真福寺（真福寺町字薬師山６）※現地集合
内容：10:15～ご祈祷　　10:45～卓話・見学
講師：歴史研究家 岡崎ふるさと歴史教室　主宰　市橋 章男 氏
会費：お一人様 2,500円（お持ち帰り弁当代として）

38㇗Ǎ
午前
　10時～
午後
　 ０時30分

見学・卓話会

竹膳料理で親しまれる古刹「真福寺」

新しい年を迎え、今年の交通事故が削減されるよ
う交通安全祈願を行います。
会場：龍城神社
会費：無料

交通安全祈願

「龍城神社」31㇗Ǎ
午後
　４時30分～
　５時

【担当：林結花・鈴木　☎ 53-6500】

交
通

ホームページ、チラシ、POP、DM等のツールにのせてあなた
は何をお客様に伝えますか？お客様のまわりに溢れる情報の中で、
あなたのお店や商品が伝わるメッセージについて学びます。

会場：岡崎商工会議所　５階　特別研修室
講師：ＭＯＲＥ経営コンサルティング㈱
　　　中小企業診断士　日野 眞明 氏
会費：無料

経営勉強会

「コロナ時代の店づくり
～メッセージ戦略編～」

2:㇖Ǎ
午後
　７時～
　８時30分 【担当：松岡　☎ 53-6190】

商
業

毎年恒例の標記事業は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため、今年度は開催を中止いたします。ご承知おきください。

「令和３年新年賀詞交歓会」
「女性部主催交流ボウリング大会」

中止のお知らせ

説明会

【担当：板倉・柴田佳奈・箕浦　☎ 53-6165】

　岡崎市が進める額田地区振興策に加え、地元でまちづくり協議
会を立ち上げ、自然を体感できるサイクリングや寺社仏閣めぐり
による歴史探訪等、“地元の魅力発信”をキーワードに新たな地
域づくりを進める額田・宮崎学区の挑戦についてお話しいただき
ます。

会場：岡崎商工会議所　１階　大ホール
内容：テーマ「額田地区の今後の可能性について 
                    ～ 岡崎市の山村振興策～」
　　　講師：岡崎市　総合政策部　企画課　課長　岡田 晃典 氏
　　　テーマ「宮崎学区の現状とまちづくり協議会の
                     活動について」
         講師：宮崎まちづくり協議会　会長　梅村 順一 氏
会費：無料（昼食を用意いたします。）

2:㇖Ǎ
午前
　10時30分～
午後
　 ０時30分

「豊かな自然を活用した額田地区
の新たな挑戦」

情
報
文
化



相　　　談　　　名 開　　催　　日 時　　　間 担　　　当

① 労　務　相　談　毎月第３水曜日
　  雇用に係る労務全般（退職金・就業規則など）と助成金に関するご相談 １月20日㈬ 午後１時～５時 社会保険労務士

　　　　三浦 太介 氏

② 税　務　相　談　毎月第１～４火曜日
　  経営上の税務に関するご相談

１月12日㈫、２月９日㈫
１月19日㈫、２月２日㈫
１月26日㈫

午前10時～午後４時
税理士　齋藤 吉英 氏　 
　同　　伊豫田 洋一 氏
　同　　中嶋 有美子 氏

③ 経営専門家相談
　  店舗の改装、販売促進、web、事業計画などのご相談 

１月12日㈫・28日㈭、2月９日㈫
１月18日㈪、２月１日㈪
１月22日㈮、２月８日㈪

午前９時15分～
午後４時

中小企業診断士　豊増 さくら 氏
　   同　　　　松本 久敏 氏
　   同　　　　痴山 洋次郎氏

④ 法　律　相　談　毎月第３木曜日
　  債権回収、契約など事業に関する法的なご相談 １月21日㈭ 午後１時30分～ 弁護士　中倉 秀一 氏

⑤ 金　融　相　談　毎月第１木曜日
　  信用保証制度をはじめとする資金繰りに関するご相談 １月14日㈭、２月４日㈭ 午後１時～４時 愛知県信用保証協会

⑥ 発　明　相　談　毎月第２金曜日
　  特許・実用新案・意匠・商標に関するご相談 １月８日㈮ 午後１時～５時 弁理士　武山 峯和 氏

!!ԠȮᅅᄝɉϱ64.7275Ăϲ�ϵ64.7611Ă϶64.72:2「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」設置中

　朝陽や夕陽に輝く本殿妻飾り（屋根の東西の部分）の美しさは圧巻である。装飾や
色づかい、流造りの屋根の流麗さ、檜

ひ わ だ

皮葺
ぶ き

の重厚さ…等々。六所神社の本殿と共に、
まさに他に比類なき美しさと言っても過言ではないだろう。この二つの神社は三代
将軍家光の時代、幕府作事方大工棟梁・鈴木近江守長次の施工によるものだ。
　「三河は徳川家の本国であり、岡崎はその本城である」と言い切った家光は、岡崎に
残された重要な文化財の多くを手掛けた。伊賀八幡宮はその代表格であり、権現造
の社殿（本殿・幣殿・拝殿）、透

すかし

塀
べ い

、御
ご

供
く

所
し ょ

、随神門、神橋、鳥居の六件が全て国の重要文
化財に指定されている。
　社殿の外観では、拝殿の屋根に見られる腰折れの据え破

は

風
ふ

（途中で折れ曲がる屋根
の破風を平屋根に置いたもの）が特異なものである。この破風は実は構造上必要性
のない飾りである。ただ、無駄なものであるが故に立派なのだ。一見無駄と思われ
るものこそ、人間の遊び心であり、実は文化の一部を担っている場合も多い。そんな
気持ちで改めて眺めてほしいものだ。向

こ う は い

拝の上部は組物と手
た

挟
ば さ

みが極彩色、柱は丹
塗（朱漆）で、その鮮やかさに目を奪われる。彩色が長次の意匠上の特徴で、拝殿・幣
殿の内部は長

な げ し

押より上は黒漆塗、壁上部に花鳥を描き、組物に極彩色を施すなど「華
麗」の一言に尽きる。四百年の時を経た日本建築の美を垣間見ることができる。

三代将軍家光の遺産（三） ―幕府大工棟梁 鈴
すず き

木近
おう み

江守
のかみ

長
ながつぐ

次の意匠―

表紙紹介
ဦੰݛɉাɥ34

伊賀八幡宮社殿
国指定重要文化財

　（文／市橋 章男 氏　デザイン／生田 薫 氏）

※その他、雇用調整助成金個別相談、下請あっせん相談、創業相談はご希望日を基に日程調整いたします。

お店へご注文・お問合せの際に、『岡崎会議弁当、を見ました！』とお伝えいただけると嬉しいです。

季節感を大切に、見た目も美し
く、手作りにこだわる本格和食の
彩り弁当。
所  欠町栗宿1-1　☎ 73-1588
営  11:30～14:00　17:30～22:30
休  月曜日、第3日曜日

ふっくらと甘い玉子焼きは絶品！
定番弁当のご要望に応えます。

所  栄町4-80　☎22-0348
営  9:00～19:00
休  水曜日

このコーナーでは『会議弁当』を販売するお店を順次ご紹介いたします
※掲載のお弁当は一例です。詳細は当サイトをご覧ください

Nippon食の森　あざれあ 魚よし

2,160円（税込）
1,080円（税込）

岡崎会議弁当 検索
十二の巻

営業時間等、変更の場合があります。事前にご確認ください。
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