


おめでとうございます！

笑顔でつなぐ
周年企業アルバム

　本所では、会員継続3年以上で創業10年以上（以後10
周年毎）の事業所を「永年継続事業所」として毎年顕彰し
ており、本年度は317事業所を顕彰いたします。
　本特集では、90周年以上の事業所から皆様の素敵な笑
顔をお届けします。

※ご希望された方へ顕彰状をお贈りします。
　創業年の根拠は本所への登録に基づいております。
　本所創立記念日は11月15日。今年で129年目を迎えます。

特 集

正長刃物店 〔連尺通〕
大正10年（1921）創業

100
周年

他にはない豊富な品
揃えと熟練の「研ぎ」
でいつまでも最高の
1 本を提供。親子二
代で訪れるお客様も
多い。

代表　
竹内真治さん

(資)呉服のいちこし 〔西魚町〕
大正10年（1921）創業

100
周年

「貴方の和装 お助けマン」こと山脇さんと奥様が素敵な
笑顔でお迎えして最適な和装を提案。ブログも毎日更新中。

代表社員
山脇寿人さん

㈱犬塚石材本店 〔稲熊町〕
大正10年（1921）創業　

100
周年

多様化する時代にあわせて、石屋の新たな
ビジネスモデル構築や新製品開発に挑戦中。

代表取締役
犬塚克明さん

愛媛から修業中
亀田さん

石工職人
工場長
千葉勇さん

(同)シバジ 〔能見町〕
大正10年（1921）創業

100
周年

IT に強い代表の柴田さん。自作ソフトで学生服の
採寸・発注のデジタル化に取り組み中。

代表社員
柴田幸典さん

取締役社長
志賀爲宏さん

肥料商として創業。現在は
地盤調査・地盤改良を行う
建材事業と肥料・農薬を扱
うアグリライフ事業の 2 本
柱。時代を先読みして変化
を続ける。

志賀爲㈱ 〔羽根町〕
明治14年（1881）創業

140
周年

代表取締役
三原貞敏さん

創業の地 大阪で
ふ と ん 用 収 納 袋

「 赤 玉 フ ト ン 袋 」
を開発。事業拡大
のため紡績で栄え
た岡崎へ製造拠点
を移転し現在に至
る。

赤玉産業㈱ 〔滝町〕
明治34年（1901）創業

120
周年

代表取締役会長
永田正也さん

自社でも三河仏壇の製造を手掛ける。
現在、15 店舗を展開。2025 年までに
さらなる展開を目指す。

㈱永田屋 〔上六名〕
明治34年（1901）創業

120
周年

代表取締役 今川清さん

和の空間づくりに欠かせない「畳」の文化。一級畳製作技能士の
資格をもつ父と子の 3 人で伝統技術を守っている。

奥様と息子さん
でパシャリ

㈲今川畳店 〔福岡町〕
明治34年（1901）創業

120
周年

代表取締役
柴田幸一さん

大型車や特殊車両
のタイヤを修理・
販売する専門店。
熟練した技術をも
つスタッフが丁寧
に対応！

㈲東海タイヤ商会 〔松本町〕
昭和６年（1931）創業

90
周年

代表取締役
山本隆一さん

草刈機械からトラク
ターまで大小様々な
農機具を販売・修理
し、地域の農家さん・
生産者をサポート。

山本機械販売㈱ 〔井田南町〕
昭和６年（1931）創業

90
周年

代表取締役
黒田祥裕さん

昔ながらの製法を守る。
本物の和菓子を食べて
欲しいと小学校を卒業
する学区の子ども達に

「いがまんじゅう」を
毎年プレゼントしている。

㈲近江屋本舗 〔矢作町〕
明治44年（1911）創業

110
周年

近年、工場・倉庫の「鉄骨建設」、
病院・クリニックの「医療建設」に
注力されています。

代表取締役
蒲野功樹さん

丸ヨ建設工業㈱ 〔戸崎町〕
大正10年（1921）創業

100
周年

代表取締役
峯田和幸さん

お麩のおいしさを届けるため、来年 1月からキッチンカーでの販売を
計画中。どんな新商品が誕生するのか今からワクワクです。

㈱麩屋万 〔日名本町〕
明治44年（1911）創業

110
周年

専務取締役
加納勇介さん

代表取締役
長谷川智之さん

先々代が始めた“街の洋品店”から“学校制服専門店”に。
園児から学生と、お客様の支えに感謝し、次なる“進化”
を模索中。

㈱アサヒヤ 〔伝馬通〕
大正10年（1921）創業

100
周年

代表取締役
市川寿一さん　

これからも、地元岡崎の
皆様に必要とされ続ける
お店づくりを目指す。

㈱市川メガネ 〔伝馬通〕
大正10年（1921）創業

100
周年

下駄や草履など店内には
履物がズラリと並ぶ。
運命の 1 足に出会えるかも？

代表
伊藤進朗さん

さくらや本店 〔康生通東〕
大正10年（1921）創業

100
周年

代表取締役
松井洋一郎さん

初代が開業した玩具店が商いの始まり。
みどりや創業者の「商売の趣味化」への
思いを記す 12 項目は、現在の化粧品店
経営にも受け継がれている。

㈱みどりや 〔康生通東〕
大正10年（1921）創業

100
周年

代表取締役
深谷富彦さん

㈱深谷由松商店 〔元能見町〕
昭和６年（1931）創業

90
周年

産元業として発展。お客様の求める
繊維素材をメーカーと協力して開発
も行う。
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　特定商工業者とは、市内事業所で資本金300万円以上または、
営業所等の従業員数が20人（商業・サービス業は5人）以上に
該当する商工業者の方です。なお、本所会員とは異なります。

　商工会議所は「商工会議所法」に基づく地域の総合経済団体で、
全国に515ヵ所あり、約125万の会員数からなる中小企業のた
めの組織です。
　岡崎商工会議所では、4,100を超える会員事業所の「経営支援」
を基盤として、地域経済の発展を目指し事業活動を行っています。
　この機会に、ご入会をご検討ください！

　　　年会費	 お問合せ
　　　個人事業者　16,000円～	 会員事業部
　　　法人・団体等				22,000円～	 ☎ 53-6164

岡崎商工会議所
LINE 公式アカウント
友だち募集中！

商工会議所ってどんなトコロ？

今月の会報は『特定商工業者』の
皆様にもお送りしています。

　経営改善・経営相談

　採用活動・人財育成をサポート

　経営者と従業員の安心

　交流の場でネットワークづくり

　販路開拓・生産性向上の
　ための補助金サポート

　広報ツールで貴社をPR

メニュー

ビジネスに役立つ最新情報が届く！

▶ 講習会・セミナーご案内▶ 補助金等施策情報▶ 専門家相談日　など杉本 桑原
（新入職員）

松岡 山本

皆様のお声が、励みとなり、元気の源です。
「こんな情報が欲しい」「今回のココがよかった！」
「こんな新商品・サービスあるから、
うちにも取材にきて！」などなど、
ぜひ広報までお聞かせください。																																		

情報発信ツールいろいろ

総務企画部　広報担当
☎53-6161　　	info@okazakicci.or.jp

①メールマガジン　（毎週木曜日配信）
　事業紹介・会員情報・経営情報・地域情報をお届け
②ブログ　（平日毎日更新）
　押さえておきたいビジネスネタから職員の奮闘記まで

③会報　（毎月１日発行）
④ホームページ
⑤ Facebook ページ
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　インボイスとは、売手側が買手側に対して、正確な消費税率や消費税額を伝えるツールで、登録番号や消費税
額などの一定の事項が記載された書類や電子データをいいます。また、インボイスを発行するには税務署への登
録申請が必要になります。
　確定申告の際に消費税の計算をしますが、計算の仕組みをご存じでしょうか？現在、事業者の方が消費税の計
算をする際は原則として次のように計算します。

ポイント
インボイス制度が開始されると、原則
「インボイスという書類がない仕入や経費などに係る消費税額は、上図の『①売上税額』
から引く『②仕入税額』に入れてはだめですよ」
ということになります。（経過措置はあります。）

ポイント インボイス制度は、現在消費税を納める必要のある法人や個人事業主の方はもちろんのこと、
今まで消費税を納める必要のなかった免税事業者の方についても影響がでてくる制度
となります。

日　　時
会　　場
講　　師
内　　容

お申込み

　令和5年10月 1日よりインボイス制度がスタートします。

詳しい内容は今年最後の講習会で！

参加費
無料

①売上などに係る
　消費税額（売上税額）

②仕入や経費などに係る
消費税額（仕入税額）

納税する
消費税額ー ＝

〜インボイス制度編〜

今月の
先生

本
所
専
門
指
導
員

税
理
士
　
堤 

昭
博 

氏

　インボイス制度の登録申請は義務ではありませんが、免税事業者の方が令和５年10月１日より前に登録
を受けた場合は令和５年10月１日から課税事業者となり、消費税を納めることとなります。（令和５年
10 月１日以降に登録を受けた場合は、登録日からの課税事業者となります。）
　登録申請は令和 3 年 10 月 1 日から開始しています。制度開始まで 2 年近くありますが、制度内容をきちん
と理解し、自分の会社はインボイスを発行する会社となるべきなのか判断をしたうえでの登録申請が必要とな
ります。

12月８日（水）午前 10 時 30 分 ～ 11 時 30 分
岡崎商工会議所　２階　中ホール（※コロナ感染症拡大防止のため定員 40 名となります）
堤昭博税理士事務所　代表　堤 昭博 氏（税理士・本所専門指導員）
１）消費税の仕組み
２）軽減税率とインボイス制度の概要
３）今後のスケジュールと準備、留意点
事業所名、参加者名、連絡先を電話、メール等にてご連絡ください。
TEL：53-6500　FAX：53-0101　E-mail：jizokuka@okazakicci.or.jp 今泉
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【日　時】	12 月３日（金） 午後２時～３時30分
【会　場】	岡崎商工会議所　大ホール
【対　象】	平成30年度～令和3年度新入会員
【定　員】	限定 25 社 50 名（1社2名まで）
【申　込】	右記QRコードにてお申込ください。
【その他】	お申込後、「自社紹介用紙」をお送りいたします
	 ので、必ずご提出ください。

★福利厚生、応援月間中！　～ “ もしも ” に備える様々な保障を提案いたします～
　経営者・役員の退職金準備のほか、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様のニーズに
お応えします。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、ぜひお話をお聞かせください。

メリット

その１     

メリット

その2     

福利厚生の充実で従業員の安心とやる気を応援！
～あおい共済～

つながり ひろがり 交 流 会 参加者
募集中

㈲ワインセラーウメムラ
梅村	由衣さん

詳細

～自社のイチオシ商品・サービスを PR ～
参加者同士がお互いを知り、つながり、ネットワークを拡げるきっかけづくりの場になりますので、

「情報交換・情報発信、自社 PR をしたい！」皆様は、この機会にぜひご参加ください！

あおいちゃん

・自分のペースで受講でき、分からないこと
		は個別で講師に聞け、初心者でも続けやす
		いです。
・過去に記帳指導で来ていた場所なので安心して通えます。			
		今後は請求書発行やスマホの使い方を学びたいです。

メリット

その4     

パソコン教室が会員価格で利用可能！
～機器使用料が免除～

利用者の声

申込・問合先　パソコン教室 ☎ 52-7002

パソコン教室でネット検定（簿記２・３級、販売士）の受験
もできます。詳細はお問合せください。

※その他、どなたでも参加できる部会例会もあります！詳細は８ページへ

会員事業所同士の交流と情報交換の場を提供！

①	主催者挨拶・会議所紹介
②	自己紹介・自社紹介
　	　自社の事業内容・商品・サービスなどのPR
③	フリー交流
　	　PRブース（希望者のみ）…机1本分（90㎝×180㎝）

【内	容】

　ネット販売を主力としたワイン専門店です。あおい共済には、福利厚生の一環として
2012年から加入しています。結婚や出産、小学校入学の祝金を、白内障やヘルニア、捻
挫などの通院の際には見舞金を渡し、従業員からは「こんなにしてもらえるんですか！」
と喜んでもらえました。福利厚生の充実は、社員の安心感や会社への信頼感を醸成するの
に役立っています。手ごろな掛金（820円 / １口）で、全額損金に算入できることや、
365日・24時間、業務内外を問わずに利用できることも魅力です。

H30 年度からご入会の皆様へ

※PRブース希望がない方には、共有展示スペースの用意があります。

情報交換・情報発信
のチャンス !!
参加費無料

　例えば、労災事故とそれによる
企業の賠償リスクに備える業務災
害補償プランでは

最大 58％ OFF ！

メリット

その3     

全国商工会議所のスケールメリット !
低廉な保険料で加入可能！

詳細は同封の黄色の冊子→
をご確認ください。

※政府労災の上乗せ補償も！

New!!

会員になるとこんなメリットが！

当日は、職員も
参加します。

2021.11
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本ページのお問合せは会員事業部　☎53−6164へ



岡崎エリアの就職情報サイト
「OKナビ2023」　
11/ １（月）OPEN！

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！

＜参加者募集中＞
【経営者、人事ご担当者様 対象】
外国人雇用管理研修会

「外国人留学生の雇用」

日時：11/19（金） 午後2時～3時30分
会場：岡崎商工会議所　

【高校生・中学生の親御さん 対象】
保護者様向け
進路選択応援セミナー

日時：12/11（土） 午後2時30分～4時30分
会場：岡崎商工会議所　　　　

企業の皆様の採用活動、学生さんの就職を応援します！
2/17( 木 ) 西三河地区　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！

　長く働いてもらえる地元の方を採用したい私たちにとって、「就職情
報室」はかけがえのない存在です。
　例年、採用活動では就職情報サイト「OKナビ」のみを活用してお
り、また、合同企業説明会にも積極的に参加しています。今年は合同企
業説明会で出会った学生３名から内定承諾をもらい、４月から入社の予
定です。
　学生にはまず、必ず会社見学をしてもらいます。企画・デザインから
印刷・製本まで、全ての工程とともに、そこで働く社員のありのままの
姿を見せ、納得して選考に進んでもらっています。事前に飾らずに見
せ・伝えることでミスマッチを防ぐことができ、社員の定着にも繋がっ
ています。また、個々の学生とこまめに連絡を取ることで安心して入社
いただけるようにしています。
　今後は各大学との繋がりづくりにも積極的に力を入れていきたいと
思っています。
　また、 11月開催の「業界研究会＆合同企業説明会」で良い出会いがあ
ることを期待しています。

採用はすべて「OK ナビ」！積極採用 ～あいち印刷㈱～

▲左）総務課長　井澤 正明 さん
   右）総務課長　梅田 孝利 さん

■ 企業DATA ■　

代表取締役：尾崎 篤司 氏
所在地：大平町字杉本1番地1
☎21-5251
従業員数：100名
事業内容：総合印刷業（印刷物の企画立案、　
　　　　　　デザイン、印刷、加工製本、配送まで）

  

自転車通勤者の保険加入の確認・促進を！社労士に聞く！人事労務のツボ

　近年、自転車による交通事故の割合や、事故の加害者
である自転車利用者が高額な賠償責任を負う事例が増加
傾向にあります。
　愛知県では、「自転車の安全で適正な利用の促進に関
する条例（令和３年３月施行）」により、10月１日から
自転車損害賠償責任保険等（以下、「損害賠償保険」）
の加入が義務化されました。
　自転車通勤者が通勤時に加害者となる事故を起こした

際、本来は、賠償責任等は個人の問題ですが、被害者等
から会社に対応を求めてくるケースを耳にします。
　今後は、自転車通勤者に対して損害賠償保険の加入確
認を行い、未加入の場合は加入促進、情報提供などを行
うとともに、未加入者には自転車通勤を認めない等の
ルールも検討していく必要があります。
　もちろん、保険加入だけではなく、自転車通勤時の交
通ルール等についての教育及び啓発もお忘れなく！

⇒詳細は 愛知県　自転車損害賠償保険 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）

外国人雇用の
ルールを解説！

進学・就職の
“今”をお伝え！

採用対象 ：大学生・短大生（2023年卒）                
　　　　　　中途求職者 等
登録期間 ：登録日～2022年12月
登 録  料 ：本所会員70,000円
　　　　　（非会員120,000円）

詳細↓

令和4年　就職情報室（OKナビ2023）
登録企業募集中
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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559回常議員会　報告　10/26（火）
≪議件≫　
１．第249回臨時議員総会提出議案に関する件
２．永年勤続役員議員表彰ならびに永年継続事業所顕彰に関する件
≪報告承認事項≫　
１．議員の職務を行う者異動について
　新）マルヤス工業㈱　代表取締役社長　山田 泰一郎 氏
　新）東レ㈱岡崎工場　工場長　黒川 浩亨 氏
２．役員議員新年誌上名刺交換実施について
３．生命共済制度（あおい共済）
　 新型コロナウイルス感染症の取扱いについて
４．主要事業の経過報告について
　１）【会員限定 新型コロナウイルスワクチン職域接種事業】実施報告
　２）【物故商工業先覚者・功労者慰霊祭ならびに物故議員追弔会】

実施報告
　３）【新入会員交流会】実施案内
　４）【2023就職情報室】開設案内
　５）【経営課題として捉えるデジタル化・DXセミナー】実施案内
　６）【岡崎商工会議所 LINE公式アカウント】開設案内
５．新入会員加入について
６．部会等開催状況について　他 原案通り承認されました。

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：4,131 事業所（10月 15日現在）（順不同・敬称略）

30年に1度の商機。両プロジェクト、着々と進む
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28日(火)　岡崎商工会議所　中ホール

　本プロジェクト委員の岡崎市経済振興部 
植山部長より９月14日に発足した「岡崎市
徳川家康公顕彰推進協議会」の活動方針を中
心にご説明いただきました。同協議会では、
家康公の生誕地に加え、若き日の家康公(19
～29歳)が、岡崎で過ごし苦難を乗り越えた
時代を全面に打ち出して事業を展開していく
ことを報告。今後、本プロジェクトでは、同協
議会と連携し、ロゴマークの活用や各種事業
の取り組み等について協議していきます。

10月14日(木)　岡崎商工会議所　大ホール

　今回も盛んに異業種交流が行われ、参加者からは、「自社の
商品を持参することで新たな発見を得ることができた。」「コ
ラボ先と商品開発が進み、試作品ができあがった。」とのお声
をいただいています。参加者の課題を１つ１つサポートし
ながらご期待に添えるよう取り組んでまいります。

《お知らせ》
上記プロジェクトに参加している「㈾八丁味噌」

「宝生園」「ムラセ銅器」「㈱三浦太鼓店」の４社が、
第38回伝統的工芸品月間国民会議全国大会

（11/27(土) ～29(月)＠Aichi Sky Expo［愛知県国際展
示場・常滑市］）に出展します。

第３回 売れる！岡崎みやげ品開発プロジェクト
「商品開発がゴールではなく、売れることにこだわる」

第２回 徳川家康公 岡崎プロジェクト

事業所名 事業内容
(同)HTC ジャパン 輸出入、労務管理に関するコンサルティング
ペレファル ファイナンシャルコンサル事業
㈱マネジメントデザイン 企業向けコンサル、研修、採用動画作成
マルサンカクシカク おにぎり販売
(一社) 金融財政事情研究会 金融・財政に関する調査研究
㈱識学 識学を使った経営、組織コンサルティング
L'echelle de l'ange フェイシャルエステ・脱毛
魅RAKU流 心理学サロン

「物故商工業先覚者・功労者慰霊祭
　　ならびに物故議員追弔会」 を実施しました。
　10 月 14 日（木）に昌光律寺にて、当地域の商工業発展
の基礎をお築きいただいた物故先覚者（25 柱）と、永年に
亘り地域経済発展にご尽力いただいた物故功労者（58 柱）
の慰霊祭を、最近３年間の物故議
員（12 柱）の追弔会とともに平成
30 年以来３年ぶりに開催いたしま
した。今回はコロナ禍により祭主
の大林会頭はじめ執行部のみで挙
行いたしました。 ▲祭文を捧げる大林会頭

会員限定 新型コロナウイルスワクチン職域接種実績報告
　本所では、藤田医科大学岡崎医療センターのご協力により、
自治体接種に影響を及ぼさない範囲で、8 月 25 日～ 10 月
９日の期間に 110 事業所・1,100 余名の会員の皆様を対象
に職域接種を実施いたしました。
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会議所の動き
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※商業・建設部会の11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1111
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！

26金11
午後
　１時30分〜
　４時40分

説明：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 2,000円
定員：25名（先着順）

六所神社＆伊賀八幡宮

【担当：三ッ矢・桑原　☎ 53-6161】

理
財

見学会

講演会女
性
部

会場：岡崎商工会議所　１階　大ホール
講師：愛知ガテン女子推進委員会
　　　　㈱アウテック松坂　代表　穂谷 あかね 氏
　　　　㈱アイ・エコアップ　代表　今村 佳保里 氏
　　　　広告マネジメント会社　KUHAKU
　　　　　　　　　　　　　　　　  柏樹 久美子 氏   

会費：無料

“ガテン女子プレゼンツ”
活かそう女性の力！魅せよう多様性の魅力！

【担当：柴原・中根　☎ 53-6164】

19金11
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　１階　大ホール
講師：日本HACCPトレーニングセンター
　　　専務理事　杉浦 嘉彦 氏
会費：無料

商
業

勉強会

小規模な一般飲食店の衛生管理計画
〜明日からはじめる法令遵守〜(仮)

食
品
・

サ
ー
ビ
ス

26金11
午後
　３時〜
　４時30分

【担当：藤木・箕浦　☎53-6165】

説明：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 2,000円
定員：20名(先着順)

商
業

見学会

真福寺＆大樹寺
情
報
文
化

９火11
午後
　1時30分〜
 　5時20分

未来伝心塾

声を上げ、岡崎の未来を創るYEGを目指して
青
年
部

【担当：石原・柳瀨　☎ 53-6191】

25木11
午後
　７時〜９時

会場：岡崎市竜美丘会館ホール、Zoom配信
講師：日本商工会議所　青年部会長　吉川 正明 氏
会費：無料

講演会

機械金属【担当：柳瀨　☎ 53-6191】
工業【担当：岡田　☎ 53-6191】

機
械
金
属

工
業

会場：岡崎商工会議所　１階　大ホール
講師：元トヨタ自動車㈱　専務役員　福市 得雄 氏
会費：無料
定員：80名（先着順）

レクサスブランド生みの親が語る！
経営に息吹を注ぐデザイン
〜デザインには企（わけ）があり、スタイルには意味がある〜

18木11
午後
　２時〜
　３時30分

会場：岡崎市中小企業・勤労者支援センター
会費：無料

無人航空機（ドローン）操縦体験

【担当：林結花・滝川　☎ 53-6164】

交
通

体験会

10水11
午後
　２時30分〜
　４時

毎年恒例の全部会合同「新年賀詞交歓会」
は新型コロナウイルス感染防止のため、
令和４年の開催を中止します。

令和４年新年賀詞交歓会中止のお知らせ



独自の技術や自社製品をお持ちの中小・小規模企業の皆様、
新たなビジネスパートナーを発掘しませんか？
発注企業と直接商談できる絶好のチャンスです。

・新型コロナウイルス感染症の状況により、事業の変更（中止）等になることがありますのでご了承ください。

令和 4 年 2 月 17 日（木）開催

地域商談会（三河・知多会場） 
～受 注 企業募集中～

●商談方法
　【対面方式】発注企業と受注企業の個別面談
　　　　　　　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が選択）

●申込方法
　（公財）あいち産業振興機構ホームページより申込。

●申込締切
　令和 3 年 12 月 17 日（金）　※機構必着　定数になり次第締切。

●その他
　・「名刺交換タイム」、「発注企業への PR 資料送付ボックス」の設置
　　を予定。
　・面談スケジュールは、２月上旬頃にメール等で案内予定。
●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（対面方式）
　刈谷市産業振興センター「あいおいホール」
   （ＪＲ刈谷駅（北口）・名鉄刈谷駅（北口）から徒歩 3 分）

●募集企業
　150 社（先着順：定員になり次第締切。参加には事前に
　（公財）あいち産業振興機構への登録が必要）

●参加料
 　無料

●参加発注企業
　（公財）あいち産業振興機構ホームページで確認。

主催　（公財）あいち産業振興機構・刈谷市・岡崎商工会議所はじめ 13 商工会議所

「最近は、周辺の企業様からも焼肉弁当のご注文
を多くいただいています。」と包み込むような笑顔
でお話しされる中山さん。宴会や会食が難しい昨今、
職場でのお弁当は、社内のコミュニケーションづく
りに一役買っている。

昨年２月、中国四川省にグループ会社をもつ同社
は、日本でのコロナの影響を見据え、いち早く外販
事業部を立ち上げ、通販サイトやテイクアウト商品
の準備に着手した。その間、臨時休校中のご家庭へ
の支援として、おにぎり・カレー・マスクの無料配
布を行い、また、店舗のある岡崎・安城の市民を対
象に独自のクーポンキャンペーンを打ち出すなど、
取引先支援や地域の元気づくりにも貢献してきた。
食事を通して、その人の人生に関わり、常に人のこ
とを思いやる心は、ソウルカルビの真髄といえる。

登録店
訪問記

ソウルカルビ（㈱ Farmers Kitchen Japan）

外販事業部
マネージャー
中山 由紀子さん

六名東町 5-1　☎ 54-2941

キムチもイロイロ

キムチ活用法は、
インスタグラムで
カラーで公開♪

　【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、

「岡崎会議弁当を見ました！」とお伝えいただけると嬉しいです。

職場で味わう、ご褒美めし
月に一度のお楽しみは《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。

白菜、大根、キュウリの定番
はもちろん。
セロリ、ゴマの葉、
梅干し、ゴボウ等
いろいろなキムチ
をお楽しみいただけます。

連載企画
30店
掲載中

@okazaki_kaigi_bentou

●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）
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会員情報



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 11/17㈬ 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

11/２ ㈫
11/９ ㈫
11/16 ㈫
11/30 ㈫

午前10時〜
午後４時

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

③ 経　営　相　談
　  補助金活用、販売促進等に関するご相談

11/９ ㈫
12/14 ㈫

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 11/18 ㈭ 午後１時30分〜 弁護士　荒川 和美 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 11/９㈫・25 ㈭ 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

円空仏―おそらく皆さんもどこかでお目に触れたことがあるのではないか。その
数は12万体を超えると伝わり、現在明らかになっているものでも５千体を下らない。
その分布は、北は北海道から南は近畿まで広範囲に及ぶが、中でも最も多いのが愛
知県。３千体ほどの存在が明らかになっている。円空は江戸前期の寛永９年（1632）、
美濃国に生まれ、元禄8年（1695）にまた美濃国で生涯を終えた修

し ゅ

験
げ ん

僧
そ う

である。その間
全国各地を廻り、人々の安

あ ん

寧
ね い

を祈って仏を彫り続けた。岡崎との関わりは判然とし
ないが、私の知っている限りでは、瀧山寺の十一面観音像、恵

え

日
に ち

堂の宇
う

賀
が

弁
べ ん

財
ざ い

天
て ん

像
ぞ う

、
西光寺の円空仏などが存在する。身近な所にいらっしゃるのだ。

円空仏には素人目にも分かる共通点がある。一つは木地の姿をそのまま生かして
荒々しく造像されていることだろう。無心にノミを叩き、木片を跳ね返す。こんな
作業が延々と繰り返されたに違いない。今一つは、深い切り込みによる切れあがっ
た目。そして緩やかな丸みと、豊かな微笑みを湛えている口の周りだろう。厳しさ
と優しさ、円空仏の大きな魅力だ。

経
ふ

津
つ

主
ぬ し

神社は日本書紀に登場する「フツヌシノ命
みこと

」が祭神であるという。この神
様は武神でもあり、古くはこの地方を収めた物部氏一族の氏神でもあった。円空は
瀧山寺に程近いこの社に身を置き、そして毘沙門天と不動明王を無心に彫った。こ
こに来て耳を澄ますと、今でもそのノミ音が聞こえてきそうな気がしてならない。

円
えん

空
くう

仏
ぶつ

、その荒々しく繊細な存在感
表紙紹介
文化財は語る㊸

木造円空作
　毘沙門天像
　不動明王像
市指定文化財／経津主神社

　（文／市橋 章男 氏　デザイン／生田 薫 氏）（注）安寧：社会が穏やかで平和なこと

わ
が
社
の

  

“
健
康
経
営
”
大
公
開
！ 

～
岡
崎
商
工
会
議
所
編
～ 

階段つかって健康なカラダに！ カロリー表示と標語ステッカーを貼って楽しく運動意識を高めます！☝
本所で行っている健康経営の取り組みをこれからご紹介します(̂ ｖ )̂ 　
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専門家相談（無料）＆ お知らせ


