


杉本

Instagram
“ 映え ” 写真を活かすならコレ！
＃ハッシュタグは新しい検索ツール。

LINE
連絡手段として定着し、身近な存在に。クーポンや宣
伝などの機能があり、商売に直結しやすい。

YouTube
主要な動画配信サービス。
写真や文章では表現できない動きを伝えられる。

Twitter
「今、起きていること」が投稿されるため速報性があり、
リツイート機能で拡散力がある。

Facebook
世界最大の登録者数を誇る SNS。
ビジネス向けの機能が充実している。

ブログ
情報が蓄積されるブログは、SNS での発信と組み合わ
せることで、自社への入口をさらに増やし、効果倍増。

　今や SNS は、仕事においても欠かせない存在。
「やってみたいけど、知識がなくて不安…」
「始めてみたものの、どんな内容がいいのかわからない…」
と悩みを抱える方も多いのではないでしょうか。
　時流に合わせて活用する５社の事例を見てみましょう！

〈よく活用される SNS〉

N
ニ キ ー タ
ikiita（㈱NIFTY）〈美容業 / 錦町〉

おしゃれや流行に敏感な 20 代・30 代に人気
開設アカウント：Instagram、ブログ

費用ゼロ！ 集客も採用も Instagram オンリー
　写真がメインの Instagram は、ヘアスタイルやカラーリ
ングを一覧で見せることができ、集客の定番となっている。
無数の投稿から見つけてもらうために欠かせないハッシュ
タグ「＃」を同店では「#nikiita女子」とつけることで集客アッ
プにつなげている。
　また、現在のスタッフ７名と来年入社
予定の３名は、全員 Instagram からの
採用。SNS に慣れた世代と接点をもち、
ファンを醸成することで、採用にも好影
響が生まれ、求人に費用をかけることな
く応募者が集まっている。

㈲倉橋建築〈建設業 / 大平町〉

高気密・高断熱で年中快適な家づくりが得意
開設アカウント：Instagram、ブログ

社長宅の随所に光る施工例を大公開
　収納・照明・水回り等、お客様が抱えるお悩みポイント
解消に社長宅の施工例を紹介。洗練された写真と分かりや
すいタイトルとを組み合わせた投稿は、閲覧者が思わず次
も見たくなる秘訣である。
　また、コロナ禍でも相談に対
応できるように「オンライン相
談」をスタート。目線カメラと
一緒に気になる場所を部屋ごと
に解説し、入居時のイメージづ
くりに一役買っている。　

特集

インタビューしてみた！

写真にタイトルを入れる
ことで印象を強化。たく
さんの写真の中から見て
もらう工夫の一つ。

プロフィール欄には、
お店の概要、営業時間、
アクセス方法、連絡先、
ホームページなど基本
情報を簡潔に記載する
ことがポイント

岡崎製材㈱〈建材卸売業 / 戸崎元町〉

創業 100 年を超える老舗建材商社
開設アカウント：YouTube、Instagram、
　　　　　　　　Twitter、Facebook

SNS は自社の得意技を知ってもらう入口
　自社で取り扱う銘木や稀少木材を紹介するYouTubeチャ
ンネル「材木屋のおやじとせがれ」は、おやじ（代表取締役
社長 八田欣也さん）とせがれ（経営企画室長 八田壮史さん）
の親子で登場。動画投稿を始めてから、県内外の視聴者の
みならず海外からの問合せやコメントも届くようになった
という。Instagram では、各事業部がオリジナル木製家具
や木をふんだんに使った建物の施工事例を投稿し、自社の
専門性と木の魅力を知ってもらうきっかけとしている。

▲ 2020 年 4 月に開設し登録
　者数2，440人（９/21現在）
◀本社倉庫の木材を紹介する動
　画は6万再生を超える

㈱コーリンベール〈洋菓子小売業 / 緑丘〉

しっとりふわふわシフォンケーキが絶品
開設アカウント：LINE、Instagram、
　　　　　　　　Facebook、ブログ

わずか 20 分で完売！配信のタイミングにひと工夫
　新商品発表やお得情報の発信に便利な LINE を活用。お
客様の視線に合わせて設置した「友だち登録」のポップと
新規登録者への初回 10％オフクーポンが功を奏し、登録者
が順調に増えている。
　また、タイムセール情報の配信では、過去にわずか 20
分程で完売する記録をもつ。普段の配信頻度は月に３回程
度に留め、開店時間や閉店１時間前などのタイミングを意
識し、お客様の「いってみようかな」と来店意欲を掻き立
てる工夫をしている。 ▲取締役　神尾 久美子 さん

㈲大賀屋呉服店〈呉服小売業 / 連尺通〉　

創業 217 年 きもの文化の発信基地として毎日ブログ更新中
開設アカウント：YouTube、Instagram、
　　　　　　　　Twitter、Facebook、ブログ

小さな積み重ねがもたらす、大きな反響
　複数の SNS を使い情報発信しているが、最初は 10 年前に始めたブ
ログ。しばらくは、商品やイベント情報を中心に不定期に更新していた
が、投稿は、お客様との関係性を築くのに有
効と感じ、３年前から毎日欠かさず続けてい
る。自身の商いへの想いや日常の出来事なども
書くことで、店の雰囲気や人柄が伝わり興味を
持った方からの問合せが次第に増えていった。
現在は、SNS の情報を見てクリーニングや修
繕の依頼が全国から届く。

▲代表取締役
　纐纈 匠 さん

▲代表取締役　倉橋 猛 さん
　コーディネーター

　倉橋 彩子 さん

岡崎商工会議所も SNS で情報発信中　登録よろしくお願いいたします！

LINE

New!!

Facebook ブログ メルマガ ホームページ

HP

インタビューから分かった
共通点は「継続して発信」
すること。私たちも大きな
ヒントを得ました。

どう
使
っ
て
る
？

S
N
S
活
用
企
業
に

▲七代目　植田 浩一郎 さん

Twitterで着物を解説したところ、
7万件を超える「いいね！」が
ついたことも。

「＃nikiita女子」
のハッシュタグ
をつけて紹介。

2021.10

2
2021.10

1



資金面での新型コロナウイルス感染症対策の支援

 

代表：石川 和雅 氏　　所在地：岩津町檀ノ上151-４
☎45-7556　　事業内容：洋菓子販売

シェ・カズ

利用者の声

　開業当初より記帳指導を受けています。昨年は、小規模事業者持続化補助金
を活用して、商品開発のための設備を購入しました。今年に入り、10 年を超え
る車両を買い替えようと、記帳指導の担当職員に相談したところ、低金利・保
証人不要・保証料不要の「マル経融資」をすすめられました。コロナの影響で
若干、売上が下がった月があり、「新型コロナウイルス対策マル経融資」の要
件に該当したため、さらに有利な条件での借入ができました。

月次支援金 愛知県協力金・応援金
緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和を目的とした支援制度です。
対象期間、支給額等随時更新されますので、都度ご確認ください。

国：月次支援金 県：協力金 県：応援金

対象期間
（令和３年） ８月分 / ９月分 ①８/ ８～８/26 実施分

②８/27 ～９/30 実施分
一般枠：７月分 / ８月分 / ９月分
酒類販売事業者枠：８月分 / ９月分

対象事業者

休業や時短営業又は外出自
粛等の影響を受けた飲食店
と直接・間接の取引きがあ
る事業者（売上比較 50%
以上の減少）

愛知県内全域の営業時間短縮要請を
受けた飲食店等を運営する事業者

（大企業含む）
　　　◀協力金詳細

　　　　　　  あいスタ認証▶

　　　◀感染防止資機材の配布は　　
　　　　11/30 必着分が対象

緊急事態措置又はまん延防止等重点措
置による、休業要請・営業時間短縮要
請や不要不急の外出・移動の自粛の影
響に伴い、売上が減少した事業者（売
上比較 30% 以上 50% 未満減少）

           ※異なる対象月であれば国の
　　　　　月次支援金と両方交付対象
           ※県協力金との併給は不可

申請期間

８月分→ 10/31 まで
9 月分→ 11/30 まで
※「登録確認機関での事前
　確認」は、申請期限の　
　数日前までとなります。
　ご注意ください。
　８月分→ 10/26 まで
　9 月分→ 11/25 まで

①８/ ８ ～８/26 実施分→ 10/22 まで
②８/27 ～９/30 実施分→ 11/19 まで
※大規模施設等営業時間短縮要請枠は、
　ホームページでご確認ください。

10 月下旬頃予定

常時使用する従業員が 20 人以下
（商業・サービス業の場合は 5 人
以下）の法人・個人事業主の方

マル経融資 （小規模事業者経営改善資金融資制度）
小規模事業者の経営改善を目的とした「無担保・無保証人・信用保証協会の保証料不要」の融資制度です。

マル経融資 新型コロナウイルス対策マル経融資
R3 12/31 まで

要件 小規模事業者
マル経融資の別枠
売上５％以上減少
または、同様の状況にある小規模事業者

使途 運転資金・設備資金（併用可能）
限度額 2,000 万円 別枠　1,000 万円

貸付期間 運転 7 年以内　 （据置 1 年以内）
設備 10 年以内（据置 2 年以内）

運転 7 年以内  　（据置 3 年以内）
設備 10 年以内（据置 4 年以内）

貸付金利
R3 9/7 現在 1.21％（固定金利） 1.21％　（当初３年間は▲ 0.9％の 0.31％）

利子補給制度 なし
あり※借入後当初３年間
　　　条件：①個人事業主：要件なし
　　　　　　②法人事業者：売上 15％以上減少

詳細

■企業DATA■

▲代表の石川さん

2021.10

3

本ページのお問合せは中小企業相談所　☎53−6500へ



【お問合せ】　東京商工会議所 検定センター☎ 03-3989-0777
　　　　　　（土日・祝日を除く 午前 10 時～午後６時）

申込・詳細

申込・詳細

夏目 竹内 青山 杉本 山本三ッ矢 平岩佳奈

従業員の“安心”と“やる気”を応援します！

　福利厚生の充実は「従
業員を大切にしたい気持
ちの見える化」です。“会
社に大切にされている”
という想いは、従業員の
やる気アップにつながり
人材定着や業績向上が期
待できます。

★その２〈福利厚生 応援月間〉が始まります！
10/1～ 11/30

　経営者・役員の皆様の保障や退職金の準備の他、入院・
介護・老後に備えた様々な保障などをご紹介し、事業
所のニーズにお応えします。
　期間中、本所職員やアクサ生命保険㈱推進員が一緒
に伺った際には、是非お話しをお聞かせください。

本所も取り組んでいます！～健康経営～
　働き方改革を推進し、健康で働きがいの
ある職場を目指し「健康経営プロジェクトチーム」を立ち
上げました！次号から、その取り組みを紹介していきます。

試験日 級・受験料 試験時間 申込受付期間 申込場所・お問合せ

11/21（日）
１級 7,850 円
２級 4,720 円
３級 2,850 円

１級 前半・後半 各 90 分
２級 90 分
３級 60 分

10/12（火）～ 10/22（金）
【ネット申込】～ 10/23（土）

本所３階  ☎ 53-6164
平日午前９時～午後６時

（土日・祝日は除く）
※ 2021 年度より試験時間（２・３級）・出題問題数の変更、試験問題等は、すべて回収となりました。

日商簿記検定試験 ( 統一試験 ) のご案内

東商検定ＩＢＴ 受験申込のご案内
IBT(Internet Based Test ) とは、インターネット経由で自宅や会社のパソコンか
ら受験する方法です。受験日時が選べるほか、即時採点ですぐに合否が分かるなど
メリットがあります。社会人の学び直し ( リカレント教育 ) にもお役立てください！

福利厚生の充実で

 ★その１　わが社も活用しています！～あおい共済（一口 820 円）～

・弥生会計講座、弥生給与講座
・日商 PC 検定
　《文書作成・データ活用》試験対策講座
            申込・問合せ☎ 52-7002

パソコン教室開校！！
～仕事に使える講座が満載～

▲中日新聞販売所㈲野々山新聞店
　野々山由佳さん（前列右）と
　スタッフの皆さん

　雨の日も風の日も決まった時間までに新聞を配達して
くれるスタッフが、気持ちよく働ける環境づくりに努め
ています。「スタッフを大切にする」を念頭に、福利厚
生の一つとしてあおい共済に加入しています。手ごろな
掛金で、通院のお見舞金や入学・卒業の祝い金が給付さ
れるなど、身近な出来事に対応してもらえるので、都度
スタッフに声をかけて積極的に活用しています。見舞金
や祝金などは、申請するのを忘れていても３年前までさ
かのぼることができ助かりました。

詳細

あおいちゃん

プロジェクト
メンバー

人気
№１
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本ページのお問合せは会員事業部　☎53−6164へ



今年度よりオンライン方式での面談も行うため、遠方の企業様、対面
方式当日に参加ができない企業様も受注企業様との商談が可能です。
モノづくりに関する「発注ニーズ」をお持ちの企業様は、新たなビジ
ネスパートナーを発掘できるこの機会を、是非ご活用ください！ 

新型コロナウイルス感染症等の影響で日程の変更や中止となることがありますのでご了承ください。

私たちが 応援します 〜ものづくり　　コーディネータ紹介〜

事業計画 /
海外展開支援

岡
おかもと

本 裕
ゆ う こ

子

【民間企業での実績】 
機械メーカーにて海外製造拠
点・国内仕入先支援に従事。
中国企業の統合業務、経済協
定を活用した関税低減、経営
計画策定など幅広く経験。

【メッセージ】
長きにわたる企業経営において、成長ス
テップでの課題はつきものです。貴社の思
い描くビジョンを叶えるお手伝いをさせて
いただきます。まずはお話しをお聞かせく
ださい。一緒に考えていきましょう !

お気軽に
ご相談ください 新

オ
ス
ス
メ

講
座
情
報

自主保全講座

設備の基礎知識や日常の管理方
法を学び、トラブルの未然防止
と、不良を出さないための自主
保全技能を修得し、高品質で効
率的な生産活動実現を目指しま
す。技能者のレベルアップにお
役立てください。

【座学・実習】12 月７日（火）・8 日（水）午前 9 時～午後５時
　　　　　　　㈱ジェイテクト刈谷工場　技能センター　　　

【成果報告会　２月４日（金）午後２時～４時 30 分
　  相談会　】 岡崎商工会議所　2 階　中ホール
㈱ジェイテクト　人事部　高等学園　主担当　小原 勇二 氏
35,000 円（テキスト代・昼食代・消費税込）
※但し本所会員は 11,000 円
9 名（先着順、最少催行 3 名）

設備の基礎知識＆正しい維持管理方法を学び品質向上を目指す

スケジュール

講　師
料　金

定　員

地域商談会（三河・知多会場） 
～発 注 企業募集中～

愛知県の優れた中小・小規模企業を
発掘できる絶好の機会です！

●開催日時
　対面方式　　
　令和４年２月17日（木）
　午後１時～５時15分

オンライン方式
令和４年２月18日（金）
　　　　　～25日（金）

●商談方法
　【対面方式】発注企業と受注企業の個別面談
　　　　　　　商談回数：最大８回、１回の面談時間：25 分
　【オンライン方式】Zoom、Microsoft Teams、Google Meet 等を
　　　　　　　　　　使ったオンラインの面談
　　　　　　　　　 （商談ツールは発注企業様が選択）

●申込方法
　（公財）あいち産業振興機構のホームページより申込。
●その他
　・名刺交換タイムの予定あり。
　・当日の面談スケジュールは、２月上旬頃にメールで案内予定。
●お問合せ先
　（公財）あいち産業振興機構　経営支援部　担当：吉原・寺田
　☎ 052-715-3068（ダイヤルイン）  E-mail：info-torihiki@aibsc.jp

●開催場所
　刈谷市産業振興センター
　（ＪＲ刈谷駅（北口）・名鉄刈谷駅（北口）から徒歩 3 分）
●募集企業
　約 60 社　（対面式の定数。先着順：定数になり次第締切）
　（受注企業参加 150 社予定）
●参加料 
　無料
●募集期間
　令和３年 10 月１日（金）～ 11 月５日（金）
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就職情報室 OKナビ 2023　登録募集中　～新卒・中途～

平岩佳奈藤木七海 角岡拓海
（新入職員）

箕浦桂子市川優美子 柴田浩志

スタートは
今がおすすめ

です！

★セミナー参加募集★ 検索岡崎商工会議所 講習会※詳細・申込は

知っておきたい！「Indeed」・「Googleしごと検索」活用

日時：10/20（水）午後1時30分～3時30分
会場：岡崎商工会議所

新卒採用セミナー
2022卒の中間総括・2023卒の展望

日時：10/28（木）午前10時30分～正午
会場：岡崎商工会議所

地元に特化し、貴社の採用活動をサポートします！

採用対象：大学生・短大生（2023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～2022年12月

詳細↓
●ＯＫナビ2023は 11/ １（月）OPEN!
●11/27（土）業界研究会＆合同企業説明会（参加企業募集中）は
　ＯＫナビ2023登録企業限定の企画です！

　当社では、営業職と介護職を募集しています。採用活
動にあたっては、各職種に対し求める人物像を明確に設
定して、採用に関わるメンバーで共有し、選考に臨んで
います。面接での受け答えがしっかりしている学生にど
うしても目を向けがちですが、今年度の新卒採用では応
募者の素直さや正直さ、育てれば伸びそうな期待感に着
目して採用を行いました。
　コロナ対策のため、説明会・一次面接はオンラインを
活用しています。オンラインでは対面よりも接点が限ら
れるため、応募者の疑問や不安へのフォローの機会とし
て、各選考の前後に、オンラインでの１対１の面談を何
度も設けました。結果、応募者の志向や考え、人柄もよ
くわかった上で最終面接（対面）を行い、納得する形で
内定を出すことができました。　　　　　

　新卒採用を進める
にあたり、大学・高
校との関係強化が課
題です。今後は就職
情報室が開催する
「産学懇談会」等に
積極的に参加し、各
大学のキャリアセン
ターや高校の先生と
繋がるきっかけを得たいと考えています。また、毎年企
画されている「採用力向上セミナー」では、講師からの
話だけでなく、他社の人事担当者の方とも交流でき、有
意義です。次年度もこうした就職情報室の事業を有効活
用して、採用活動を進めていきます。

入社後の育成・成長を見据えて採用積極採用 ～㈱ナンブ～

▲総務部　人事課　田邊 訓
のりあき

章 さん

■ 企業DATA ■　 代表取締役：南部 淳 氏　  所在地：戸崎町字牛転10番地91　  ☎64-0200　  従業員数：530名
事業内容：在宅医療機器・福祉用具のレンタル及び販売、有料老人ホーム等の介護サービス

  

愛知県 最低賃金955円に（10月１日から）社労士に聞く！人事労務のツボ

　10月１日から愛知県の地域別最低賃金が955円に
改定されます（引上げ額は、2019年と同じく過去
最高の28円）。全都道府県で地域別最低賃金が初めて
800円を超え、全国加重平均は930円となりました。
　今回の引き上げに伴い、業種別の特定最低賃金の
うち、次の業種については、現行の特定最低賃金を
上回ることになるため、10月１日からは955円に 
引き上げる必要があります。

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業

機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、
医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・
レンズ製造業及び武器製造業を除く）
自動車（新車）小売業
※特定最低賃金は、12月に改定予定です。

⇒詳細は 愛知県　最低賃金 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）

〈特定最低賃金 対象業種〉

（建設用ショベルトラック製造業、計量器・測定器・分析
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本ページのお問合せは人材支援事業部　☎53−6165へ



　第558回常議員会　報告　９/28（火）
≪報告承認事項≫
１．主要事業の経過報告について
　１）【岡崎商工会議所パソコン教室】開校案内
　２）【持続的で着実な支援が成果につながる
　　  ＜ものづくり支援＞】実施案内
　３）【徳川家康公 岡崎プロジェクト始動】実施案内
　４）【就職情報室 ＯＫナビ2023登録募集】実施案内
　５）【知っておきたい！「indeed」
　　  「Googleしごと検索」活用セミナー】実施案内
　６）【新型コロナウイルス感染症関連 支援制度】周知案内
　７）【女性部「Lala岡崎　第98号」】発行案内
２．新入会員加入について
３．部会等開催状況について　他

原案通り承認されました。

事業所名 事業内容
㈱リーサ IT技術を実生活に生かすお手伝い
㈱TDS 飲食（韓国料理、キッチンカー）
㈲愛知東部防犯センター 防犯システムの設計・施工・販売・保守業務、清掃業
山本 忠善 建設業
㈱ジュークエクスプレス 自動車運送事業
Bright エステサロン
ソノ　コンテンタ 菓子製造販売及び飲食店営業
岡崎にゅーす インターネット広告業

（同）EOT.edu 選べる、働く、体験する新しい習いごと
㈱クライム（オートバックス三河） 自動車部品販売・自動車整備
あべ住建 建築工事一式
㈱サニーグリーン 造園・土木業
greenbird 喫茶・宅配弁当・リフォーム業・高齢者支援
㈱エージェントジャパン 自動車販売業、飲食業（バー他）
(税)エムテラス岡崎事務所 税理士
㈱三方よし 仏壇に関する事業
㈱ジェイインプレッション 飲食店運営、物品販売
メンズサロン a.Rich 岡崎店 岡崎初のメンズ専門トータルケアサロン
Mon Web ホームページ・デザイン制作

新入会員ご紹介

ご入会いただきありがとうございます。
会員数：4,121 事業所（９月 21日現在） （順不同・敬称略）

新規会員募集中
お知り合いの方をぜひご紹介ください。

【お問合せ】会員事業部　☎ 53-6164

中根林みずほ 金澤 林結花柴原 滝川

30年に1度の商機。本所も参画し市の協議会がスタート
本所では、2023 年大河ドラマ「どうする家康」の放映決定を契機として、岡崎の魅力ある地域
資源をさらに全国へ発信し、岡崎に誘客するために、会員事業所全体で盛りあげていきます。

９月１４日 (火)　岡崎市役所

　大河ドラマ「どうする家康」放映決定を契機に、
地域経済の持続的発展を目指すため、岡崎市と地元
経済団体がタッグを組んで「岡崎市徳川家康公顕彰
推進協議会」を設立。本所大林会頭（写真：前列左）
が副会長に就任しました。
　今後は具体的な事業計画が策定・実行され、岡崎
の歴史・文化、自然環境等の資源を広く発信し、家
康公の生誕地および若き家康公を前面に押し出して
活動していきます。

9 月 7 日 (火)　岡崎商工会議所　大ホール 

　本所では、第２回「売れる！岡崎みやげ品開発プ
ロジェクト」を開催しました。講師の永田先生より、
自社の製品やサービスの魅力を再認識する重要性に
ついて学んだ後、異業種のメンバーによるグループ
ワークに取り組みました。途中でメンバー交代を行
い、自社のやりたいことや、今後の課題等について
活発な意見交換がなされました。
　商品のコラボについて進み始めているケースもみ
られ、今後が楽しみです。

異業種交流で、自社の強みを再発見市協議会発足
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会議所の動き
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※商業・機械金属部会の10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。
※例会には他部会の方も参加可能です。
　但し、青年部・女性部の例会には所属の方に限ります。
※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1010
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！

28木10
午前
　10時30分〜
　12時30分

会場：㈱太田商店「たまご工場」（上三ツ木町）
　　　　　　　　「らんパーク」（福岡町）
説明：㈱太田商店　代表取締役社長　原 祥雅 氏
会費：無料 
定員：20名（先着順）

「㈱太田商店」視察会
〜岡崎のブランド卵“ランニングエッグ”の魅力に迫る！〜

【担当：三ッ矢・桑原　☎ 53-6161】

理
財

視察会

講演会女
性
部

会場：岡崎商工会議所　１階　大ホール　
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

アフターコロナを見据えた経営戦略
“どうなる？！日本”ズバリ答えます！

【担当：柴原・中根　☎ 53-6164】

18月10
午後
　1時30分〜
　３時

【担当：本間・松岡　☎53-6163】

会場：岡崎商工会議所　２階　中ホール
講師：㈱壱吉コーポレーション　加藤 和仁 氏
会費：無料

商
業

説明会

〜業績回復のヒントや道筋が分かる！？〜
うどん屋さんの取り組みに学ぶSDGs経営

食
品
・

サ
ー
ビ
ス

27水10
午後
　３時〜
　４時30分

【担当：藤木・箕浦　☎53-6165】

会場：岡崎商工会議所　１階　大ホール
会費：無料

商
業

説明会

NTTグループコレクション2021（パブリックビューイング）
〜ビジネスをもっとスマートにする最新ICTのご案内〜

情
報
文
化

28木10
午後
　1時30分〜
 　3時30分

会場：岡崎商工会議所　１階　大ホール
講師：名古屋大学　減災連携研究センター
　　　副センター長　田代 喬 氏
会費：無料

近年の風水害に学び、しなやかに備える

【担当：林結花・滝川　☎ 53-6164】

交
通

説明会

７木10
午後
　１時〜
　２時30分

防災塾

その時あなたは行動できますか？
いざという時のために“救命処置”を学ぼう

青
年
部

【担当：石原・柳瀨　☎ 53-6191】

29金10
午後
　７時〜
　８時50分

会場：岡崎商工会議所　１階　大ホール　２階　中ホール
会費：無料

専務理事
　山中 賢一

セミナーや視察会、説明会を通じて、
企業経営・問題解決に役立つ例会を
企画しています。
ぜひご参加ください！

基礎講座・ワークショップ

【建設部会担当：滝川・林結花　☎53-6164】

建
設

工
業

会場：岡崎商工会議所　１階　大ホール
講師：中部大学 国際ESD・SDGsセンター 
　　　研究員　原 理史 氏
会費：無料
内容：❶SDGsについて一から学ぶ基礎講座
　　　❷自社とSDGsの繋がりを考えるワークショップ
　　　　　※両日参加されることをおすすめしますが、
　　　　　どちらか片方のご参加も承ります。

基礎から学ぶ！SDGs（持続可能な開発目標）
〜取り組む意義とは？自社との繋がりとは？〜

20水

１月

10

11

午後
　２時〜4時

午後
　２時〜4時

❶

❷

【工業部会担当：岡田　☎53-6191】



備長炭で香ばしくパリッと焼きあげた鰻に代々続く
秘伝のたれ。蓋を開けたときの歓声は、“ 幸せ ” の何
ものでもない。今回訪問した『おぎ乃』は、団体客
から個人客まで誰もが楽しめるお食事処。昭和元年

（1926）、板屋町での川魚屋が起源である。現在の井
田新町に新店舗を構えてからは、会社の宴席や団体旅
行者向けの食事・弁当を中心に提供し、多くの客人達
をもてなしてきた。

｢コロナ禍で大きく影響を受けましたが、その分、
自店の飲食店としての在り方を見つめる時間になりました。｣ と若女将は
話す。板場に立つご主人と県内の鰻店を 30 軒以上食べ歩き、味だけで
なく、自ら客として素直に感じた『幸せの感性』にも磨きをかけた。

今年４月、メニューを一新。時代によって微妙に変化するお客様に好
まれる味を探求し、焼き方とたれを改良した。原点回帰と次代に向けた
商売に期待が膨らむ。

登録店
訪問記

うなぎと和食　おぎ乃

若女将
荻野 友規子さん

井田新町 3-8 　☎ 23-7655

秋にもあった “土用の丑の日 ”

名物“桶まぶし”
ができるまでの
動画をインスタ
グラムで公開♪

　【担当】総務企画部　松岡・桑原・杉本　☎ 53-6161
お店へご注文・お問合せの際に、

「岡崎会議所弁当を見ました！」とお伝えいただけると嬉しいです。

あなたのビジネスと職場の活性化を応援する
オフィスめしなら《岡崎会議弁当》で決まり

特設ホームページでは、企業や団体向けに市内の飲食店・弁当製造事業者
の自慢のお弁当をご紹介しています。オフィス昼食、会議・研修、来客接待
など、様々なお弁当シーンに合わせてご利用ください。

今月 1 日、医療用ウィッグ等の購入費を補助する制度※が
岡崎市で始まった。この日が来るのを心待ちにしてきた一人
の経営者がいた。女性のキレイを応援するオリジナル美容・
健康雑貨の企画・販売業を営む㈱シエル代表の太田純子さん
である。７年前に起業し、程なくして医療用ウィッグの出張
訪問専門サロン ｢ 美

み ら い
来 ｣ も立ち上げた。自身の脱毛経験から、

隠すウィッグでなく、気持ちが前向きになるウィッグを提供
したいと、この事業をもう一つの柱に決めたのだ。

思いを同じくする女性美容師と提携し訪問するスタイル
は、家に居ながらにして美容室気分が味わえるとお客様もご
家族からも好評の声が寄せられた。２年前、県下で初めて医
療用ウィッグの助成制度が名古屋市で施行され、太田さんは
とてつもない使命を感じた。持ち前の明るさとバイタリティ
で、医療機関や行政機関へも足繁く通い、現場の声の代弁者
として岡崎市への要望活動を行い、晴れてこの日を迎えるに
至った。

人知れず悩みを抱える罹患者の方の心が、少しでも軽くな
り美しくなるために、今日も訪問先へ美と笑顔を運んでいる。
※「岡崎市がん患者へのウィッグ等購入費補助制度」
　詳細は岡崎市ホームページでご確認ください。

気になったらやればいい。

　０％でないなら、

　やる価値があるんです

所在地：戸崎町字沢田 39
☎ 64-6403 取材／広報担当　松岡

▲中根市長へ助成制度新設の
　要望書を提出

▲ウィッグを身近に感じる
　イベントを積極的に開催

2021年は
10/20（水）
11/1（月）
栄養満点の「うなぎ弁当」で
会社全体でパワーアップして
はいかがでしょうか。

連載企画
30店
掲載中

２年越しの思いが、現実に。
医療用ウィッグ等購入費への市補助金始まる。

㈱シエル 代表
　　太田純子さん

@okazaki_kaigi_bentou
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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 10/20 ㈬ 午後１時〜５時 社会保険労務士

　　　　三浦 太介 氏

② 税　務　相　談　原則毎月第１〜４火曜日
　  経営上の税務に関するご相談

10/5 ㈫
10/12 ㈫
10/19 ㈫
10/26 ㈫

午前10時〜
午後４時

税理士　伊豫田 洋一 氏
　同　　小島 淳 氏
　同　　堤 昭博 氏　 
　同　　中嶋 有美子 氏

③ 経　営　相　談
　  補助金活用、販売促進等に関するご相談

10/12 ㈫
11/９ ㈫

午前９時30分〜
午後４時30分

中小企業診断士　
　　　　痴山 洋次郎 氏

④ Ｄ　Ｘ　相　談
　  デジタル技術を活用した業務効率化に関するご相談 随時 ー 中小企業診断士

DX相談員 等
⑤ 法　律　相　談　毎月第３木曜日
　  債権回収、契約等事業に関する法的なご相談 10/21 ㈭ 午後１時30分〜 弁護士　都築 真琴 氏

⑥ 金　融　相　談　
　  信用保証制度をはじめとする資金繰りに関するご相談 随時 ー 愛知県信用保証協会 総合相談室

日本政策金融公庫 岡崎支店
⑦ 事 業 承 継 相 談　
　  事業継承や後継者問題等に関するご相談 随時 ー 愛知県事業承継・引継ぎ支援センター

日本政策金融公庫 岡崎支店 等
⑧ 発　明　相　談　
　  特許・実用新案・意匠・商標に関するご相談 随時 ー 工業所有権情報・研修館

（INPIT）
⑨ ものづくり相談　毎月第２火曜日・第４木曜日　
　  事業計画作成、販路開拓等のご相談 10/12 ㈫・28 ㈭ 午前９時30分〜

午後３時40分
中小企業診断士
　　　　豊増 さくら 氏

  ☎ご予約は①53-6165、②~⑦53-6500、⑧⑨53-6191
「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」設置中

※その他、下請あっせん相談はご希望日を基に日程調整いたします。

専門家相談（無料）のご案内

ずいぶん山の中を走らなければならない。桜
さくら

井
い

寺
じ

の門前を抜け、やがて須
す

佐
さ

之
の

男
お

神
じ ん

社
じ ゃ

の長い石段の下にたどり着く。この辺りから人家の気配も無くなってしまった。
しかし細い道の横には川が流れ、時々平坦な土地も見えている。昔、ある古代史の
先生が額田山中に遺跡が多い理由の一つとして、このような地形を挙げておられた
ことを思い出した。

細道の突き当たった所に一軒の民家が姿を現す。その民家沿いの坂道を登ると、
そこに目指す八面塔があった。足を踏み入れると空気が一変。「神秘的」という言葉
がぴったりの不思議な空間と存在感がある。八基ある塔は、どれも地面に掘り立て
た細長い四本の石の上に、平らな石を置いて土台となる第一層を築いている。この
地域で産出される片

へ ん

麻
ま

岩
が ん

だ。その上に丸みのある石がいくつか置かれ、さらにその
上に片麻岩の板を置いて全体で四層～六層に。最上部には細長い石が置かれている。
150cm以上はある、自然石を使った多層塔として大変珍しいものだという。新編岡崎
市史美術工芸編の記述によれば、天皇家の墓がある京都泉

せ ん

涌
にゅう

寺
じ

月
つきの

輪
わ の

陵
みささぎ

に同様の多層
石塔が見られるという。この八面石塔もさまざまな由緒が伝承されるが、平家の落

お ち

人
う ど

であった本間氏が、一族の高位を示すために建造したという説が有力のようだ。
市内で「探検」を楽しむことのできる、併せて歴史のミステリーを堪能できる、

とびっきりの名所だろう。　　　　　　　　　　　　　　

不思議な空間の不思議な石塔
表紙紹介
文化財は語る㊷

切
きり

越
こし

八
はち

面
めん

塔
とう

岡崎市指定文化財

　（文／市橋 章男 氏　デザイン／生田 薫 氏）
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専門家相談（無料）＆ お知らせ

本所名誉議員の原田
守氏（㈱原田弘商店 
代表取締役会長）が
去る８月 13 日にご逝
去されました。
享年 85 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】	 昭和53年 ~平成22年 : 議員
	 昭和 57年 ~平成９年　 : 常議員
	 平成12年 ~平成22年 : 監事
	 平成 22年 ~　　　　　　: 名誉議員

名誉議員　原田 守 氏　ご逝去される


