


創立130周年
おかげさまで

ウィズコロナ時代を突き進む新リーダー

青年部・女性部 会長インタビュー
本所には、若手経営者の育成を目的に「自己研鑽」、「相互啓発」、「地域振興」を柱に活動している“青年部（YEG）”※と、
女性経営者としての資質を磨き、相互の交流・啓発を目的に活動している“女性部”があります。
今回は、それぞれの新会長に活動方針や抱負についてお話を伺いました。
※「YEG」とは商工会議所青年部の英語名“Young Entrepreneurs Group”の頭文字で、「若き企業家集団」を意味します。

「真時代突入」
さあ、走り出せ！走り続けろ！

設立：平成元年 3 月　会員数：226 名　※５月 24 日現在

—青年部（YEG）※について教えてください。 —活動方針（スローガン）に込めた想いを教えてください。

社会保険労務士法人
Office Aim.
代表
鈴木 志信 さん
Suzuki　Shinobu

—活動方針（スローガン）に込めた想いを教えてください。 —女性部について教えてください。

歩みを止めず繋がりを守る
～また出たいと思える女性部に～

設立：平成 2 年 4 月　会員数：77 名　※５月 24 日現在

特 集

　初めて参加した商工会議所主催の講習会終了後に、
その足で青年部の加入手続きをして帰りました。当
時は正直、青年部の活動は知らなかったです。（笑）
意識が変わったのは開催地として運営に携わった東
海ブロック大会からでした。メンバーに「参加すれ
ば多くの経験が得られる」と言われ、様々な事業に
参加し続けた結果、徐々に役員として声をかけてい
ただくことになりました。積極的に行動したことで、
自分の価値が認めてもらえ嬉しく感じています。

　この２年間は、コロナの影響で活動に制約がかかり、
メンバー一同試行錯誤しながら活動してきました。今年
度は、コロナにうまく対応し、躍動感をもって活動して
いきたいとの想いをスローガンに込めました。コロナ禍
で実施してきた活動の必要性をみんなで考え、古くから
あるものを見つめ直し、新しいものは取り入れまずはやっ
てみる。よりよいものを見つける機会とし、本当に大切
なもの（真実）を見つけていきたいです。

—重点的に取り組むことを教えてください。

　コロナ禍で気づいたことは情報共有の大切さでし
た。今まではメンバー各社の向上により青年部の活動
を大きくしていこうとしてきましたが、今後は行政や
親会（商工会議所）とのパイプを太くし、協力し合い
ながらお互いの強みをうまく活かした活動をしていき
たいです。特に今年は、大河ドラマ「どうする家康」
の放送が控えています。相互協力により観光だけでな
く、働く場所や住みたい街など、いろいろな角度から
岡崎に人が集まる仕組みを作りたいです。

—最後に、抱負をお願いします。

　地域があり、商工会議所があり、青年部があるから
自社がある。地域が賑わうことで自社の発展に繋がる
ことを信じ、人とのつながりを大切にしながら魅力
ある岡崎を PRしたいです。そして自分たちが中心と
なって岡崎を盛り上げていきます。

　平成 24 年 4 月に、友人に誘われ入会しました。い
ろいろな活動に参加する中で、先輩方の、仕事も遊
びも、楽しいことも大変なことも “全力で向き合いや
りきる姿” や “オン・オフの切り替えの見事さ” を拝
見し、こうありたいと思いました。今では、不安や
悩みがあれば相談できる場であり心の支えです。

　コロナの影響により対面で会うことが難しく、会員同
士の繋がりが薄れてしまったように感じました。今年度
は、会員同士の積極的な交流で繋がりを強くし、また出
たいと思ってもらえる女性部を目指します。できないこ
とをできないで終わらせず、やれる方法を考え実践して
ゆく、まさに “歩みを止めず”活動していきます。

—重点的に取り組むことを教えてください。

　大河ドラマ「どうする家康」が放送される今年度
は、会員同士の強みを活かし活動します。特に、SNS
をうまく活用し多くの方に情報が発信できる仕組みづ
くりや、岡崎を知ってもらうための講演会や視察会な
ど、人と人とが繋がり合える企画に取り組みます。ま
た、女性部内での繋がりも強くし、一丸となって岡崎
を盛り上げていきます。

—最後に、抱負をお願いします。

　温かい雰囲気の中で楽しく参加できる女性部は、先
輩方が築き上げてきてくださった繋がりの賜物です。
それを継承しつつ、厳しい社会情勢に対応するための
講演会や勉強会も企画して、少しでも会員の皆さんの
お役に立てる女性部でありたいと思っています。

大学卒業後は父の会社に就職。結婚を機に呉服の世界へ入る。子育ての傍ら夫の仕事をサ
ポート。40 歳の時に、先代の急病により夫とともに事業を承継。突然全てを任されること
となり、当時は覚えることが多く大変な思いもしたが、周りの方々の支えが大きな力とな
り現在に至る。今年で創業 177 周年。手描き友禅体験キットの販売を新たに開始するなど、
180 周年を目標に邁進中。

平成 24 年４月１日創業。今年で 10 周年。学生時代は、イラストレーターを夢見て専門
学校に通いながらアルバイトに励んでいた。卒業後は、就職氷河期の中で、派遣社員とし
て多種多様な企業で働き、その傍ら興味があった労務について独学。仲間うちで話題にな
るほどのめり込み、正社員として派遣会社の労務部へ就職。この経験を足掛かりに起業し、
現在は、人とのつながりを大切にお客様の相談にお応えしている。

㈾くすや呉服店
役員

荒川 江美 さん
Arakawa　Emi

- 経歴 - - 経歴 -

石原 久也 平岩 佳奈中小企業支援部
☎ 53-6500

中小企業支援部
☎ 53-6164所在地：大樹寺３丁目 2-1　☎ 83-6689　事業内容：社会保険労務士・行政書士　従業員数：12 名

企業DATA
所在地：両町 1 丁目 10　☎ 22-0236　事業内容：呉服販売　従業員数：４名
企業DATA

今後も、青年部
事業を積極的に
サポートしてい
きます！

今年から担当に
なりました。
皆さんのお役に
立てるよう精一
杯頑張ります！

スローガン スローガン

担当職員のひとこと 担当職員のひとこと
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■企業DATA■

代表者名
所 在 地
事業内容

代表取締役社長　峰澤 彰宏 さん
井田南町４-５　　☎25-5000
機械工具・配管資材の専門商社

  弊社のオリジナル商品「塩飴・塩ラムネ」のプレスリ
リースを行ったところ、地元の新聞社（３社）・テレビ
局（１社）に取り上げていただきました。その結果、お
問合せや購入数が増えて売上アップにつながりました。 
　また、メディアで紹介されたことで、普段は接点の少
ない一般消費者の方々に向けて PR でき、企業として知
名度を上げることができました。
　さらに、意外な効果もありました。取引企業様などか
らも「新聞に載っていたね！」 と反応があり、開発に携
わった社員や営業担当者は、自分たちの商品に注目が集
まったことで“自信”が生まれ、イキイキした様子でした。
プレスリリースによる PR に確かな手応えを感じました。

㈱MINEZAWA
自社商品を広くPR できました！

 プレスリリースの反響・効果は？  記者が取材したくなる資料づくりのポイントは？

がんばる企業を応援サポートReport

「気づき」から「実践」まで。職員が会員の皆様に寄り添い、経営のご相談をお受けしています。

新聞やテレビで自社の商品・サービスを紹介されるには、どうしたらいいの？
あのお店はどうして取材されたのだろう ･･･ ？
そんな疑問を感じた方、費用をかけず効果的に PRする方法をお探しのあなたに朗報です！
新聞社やテレビ局の記者に向けて情報発信を行う「プレスリリース」がオススメです。気になる方はご相談を！
今回は、自社商品の新シリーズ発表に向けて広報活動に邁進する、がんばる企業を取材しました。

杉本 幹和

担当職員のひとこと

ホームページ

参考に
オリジナル商品
　「塩飴・塩ラムネ」の
プレスリリース公開中

　自社商品の PR 方法について相談を受け、本所の広報ツール（メルマガ・ホームページ・ブログ）
の利用とプレスリリースを提案しました。資料づくりに自信がない方は書き方のポイントもお教
えしていますので、ご安心ください。広告掲載とは異なり、費用がかからない点がメリットです。
なお、ご自身で報道機関へ情報提供することも可能です。その際は「岡崎市役所 東庁舎 ５階 記
者室」へ投函ください。“なるほど、その手があったか！”と思っていただける提案をしていきます。

 広報観光担当　☎ 53-6161

▲広報・EC 担当　中嶋 晃三 さん

※掲載可否は報道機関の判断となるため、掲載を保証・確約するものではありません。

　何と言ってもまずは、記者の目に留まるタイトルで
す。パッと見ただけで“何が書かれているか”予測で
きる内容にしています。本文は、伝えたいポイントを
絞りながら、データや数字を用いて客観的に書くよう
にしています。また、季
節商品やキャンペーンの
場合、早めに発信するな
どタイミングも気にして
います。最後に取材の
チャンスを逃さないため
に担当者の連絡先を明記
することも重要です。

▲内容がひと目で分かる
　タイトルがポイントです。

 セミナー動画公開中

プレゼンスキルアップ勉強会
講師：Team N+1　代表　三ッ口 洋一 氏

マスコミの心を掴み「取材したい！」
と思わせる効果的なプレゼンとは？
プレスリリースの構成・書き順など
元新聞記者の視点でポイントを解説。

貴社の広報活動は岡崎商工会議所が応援します！
チラシ同封サービス
本誌「会報」と一緒に
チラシを同封します。
経営者のお手元へダイ
レクトに届きます。

〔　有　料　〕
メールマガジン・
ホームページへの掲載
ブログにて紹介

〔　無　料　〕

詳しくは2022.6
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創立130周年
おかげさまで

対象事業者 ※１ 対象分野 対象事業 助成限度額・助成率 ※２

・中小企業者
・小規模企業者
・中小企業者グループ
・中小企業者団体

地域資源を活用した新事
業展開のために行う事業

（ただし、主要地場産業〔繊維・
窯業・食品・家具・伝統的工
芸品〕を除く）

ａ新製品(商品)開発
ｂ販路拡大
ｃ人材育成
　※新製品（商品）開発・販路
　    拡大につながるもの

個別の中小企業者、その団体又は
中小企業者のグループ 

【助成限度額】50万円以上300万円以内 
【助成率】1/2以内（小規模企業者は50万円以上100万円
　　　　　　　　　　　 以下：2/3以内も選択可）

2022年度あいち中小企業応援ファンド 新事業展開応援助成金（一般枠）　公募開始！
　本助成金は、地域資源を活用した中小企業等の新事業展開を支援するものです。

【制度概要】　　　　　　　
〇補助上限　〔通常枠〕　 50 万円　〔賃金引上げ枠〕200 万円　〔卒業枠〕200 万円　　　　　
　　　　　　〔創業枠〕200 万円　〔後継者支援枠〕200 万円　〔インボイス枠〕100 万円
〇補助率　　 2/3（賃金引上げ枠のうち赤字事業者については 3/4）

地 道な販路開拓、業務効率化を支援　持続化補助金を活用しましょう。

【公募要領】

※１愛知県内に本社又は主たる事務所を有する事業者が対象です。※２新型コロナウイルス感染症の感染防止に資する新製品（商品）開発又は感染拡大の影響
により売上が大幅に減少した事業者に対して、助成率を引き上げて（2/3 以内）実施します。

事 業復活支援の申請期限が 令和４年６月17日（金） まで延長されました。

本所での事前確認は予約制につき
必ず事前にお電話ください。

☎ 53-6500/53-6164

　※記載内容は５月 23 日時点の情報です。

６月 14 日（火）までに
「事前確認」を受けてください。

申請は必ずホームページ
の内容をご確認ください。 ➡

詳細は同封チラシをご覧ください。

販路開拓等の取り組みに補助金が活用出来ます！

椿総合法律・行政書士事務所
パートナー弁護士　小出 和之 さん

　東海地区を中心に弁護士業務全般を行っています。
　コロナ禍における相談の非対面化等のニーズに応えるべく、オンライン相談
システムの構築やオンライン案件管理システムの導入を検討していました。
　私が所属している青年部の事務局（商工会議所職員）に相談をしたところ、
相談の非対面化等の実現に持続化補助金の活用を提案されました。経営課題の
明確化・取り組む事業のブラッシュアップ・売上予測のグラフの見せ方等、職
員の方がしっかりフォローをしてくれました。
　その結果、採択され事業の効率化・非対面化及び売上増加が実現しました。
販路開拓等に取り組む方には是非おすすめいたします。

■企業 DATA ■　代表：鈴木 昭弘 さん 　所在地：南明大寺町４-24TS ビル３階 　☎ 64-2314 　従業員数：10 名

会員の声

但し、５月 31 日（火）までに「申請 ID」を取得された方が対象です。

６月20日（月）～７月22日（金）
(公財)あいち産業振興機構　☎052-715-3074
(公財)あいち産業振興機構のホームページより
お申込みください。※６/13〜７/15で同機構の事前確認が必要となります。

【公募期間】
【お問合せ】
【申込方法】

６月６日（月） 午後１時30分～
岡崎市図書館交流プラザ りぶら
６月８日（水） 午後１時30分～
愛知県産業労働センター ウインクあいち

公募
説明会
ご案内

会場
日時

会場
日時

事前予約制　＊会員の方は３回まで、非会員の方は１回まで
事業計画の下書きが出来たら、jizokuka@okazakicci.or.jp へ送付してください。
内容を確認後、職員や専門家（中小企業診断士）がブラッシュアップ支援します。

専門家個別相談で事
業計画をブラッシュ
アップしましょう。

STEP

２ 個別相談
案内

まずは、講習会を受
講して制度の概要を
把握しましょう。

STEP

１ 講習会
案内

６月 22 日（水）午後 3 時 ～ 4 時 ＊今後、毎月開催予定です。　
岡崎商工会議所　５階　特別研修室　　　　　15 名　　　
柴田 竜幹 氏（中小企業診断士）　　　　　　　無料
①補助金の制度概要　②事業計画、立案の進め方とポイント内容

講師
会場
日時

受講料
定員

昨年度から
補助金額がアップ
しました！

中小企業支援部　井波・鈴木・神谷貴博　☎ 53-6500担当
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本年度は本所議員改選の年です
　岡崎商工会議所議員は令和４年 10 月 31 日
をもって、任期が満了になり、改選となります。

『議員は商工業者の代表です』
　商工会議所では、「商工会議所法」という国の
法律で、会員事業所の中から地域商工業者の代
表として議員を選ぶことが定められています。
　選ばれた 140 人の議員は、商工会議所の最高
議決機関である「議員総会」の構成員として、
商工会議所の運営について意思決定を行うこと
になります。

＝議員選挙および選任に関する日程＝  （一部抜すい）
選挙人名簿調整基準日
選挙人名簿縦覧期間
選挙人名簿確定
常議員会にて 3 号議員（21 人）の選任
３号議員確定
２号議員（49 人）の選任期間　（各部会を開催、２号議員選任）
２号議員確定
１号議員（70 人）立候補届出期間
１号議員選挙　投票・開票
１号議員当選人確定
臨時議員総会開催（役員選任）

岡崎エリアの就職情報サイト「OK ナビ」
　登録企業 150 社の企業情報、採用情報を掲載

合同企業説明会＆業界研究会
　開催日  ６月７日（火）、８月４日（木）、10 月 14 日（金）
　会場  岡崎市竜美丘会館
　　　  ⇒ 詳細は就職情報室 登録企業へご案内
　担当  人材支援担当　藤木・角岡・岡田・市川・箕浦・山本
　　　  ☎ 53-6165

2022 年度 東商検定 IBT 受験申込のご案内
　インターネット経由で自宅や会社のパソコンから受
験可能。受験日時が選べるほか、即時採点ですぐに合
否が分かります。
　

お問合せ　東京商工会議所 検定センター 
　　　　　☎ 03-3989-0777
詳細・お申込み 東商検定 検索

「家康公グルメスタンプラリー」参加店募集
　三河観光 GON（G：蒲郡・O：岡崎・N：西尾の商工
会議所・観光協会）では、3 地域の交流促進による地域
経済活性化を目的にグルメスタンプラリーを実施しま
す。詳細・申込は担当までお問合せください。

【募集要項】

三河観光 GON

担当　広報観光担当　杉本・林結花　☎ 53-6161

実施期間

募集店数
参 加 費
参加条件

申込締切

：

：
：
：

：

10 月１日（土）～ 12 月 31 日（土）
　⇒グルメスタンプラリー（デジタル）
令和５年１月中旬～５月 31 日（水）
　⇒クーポン事業
15 店舗（３市で合計 45 店舗）
3,000 円
徳川家康公に因んだ食事の提供
例）武将や家紋をイメージしたメニュー
　　家康公の長寿を支えた健康食　等
 ６月 15 日（水） 
※申込多数の場合は選考

検定試験名 / 級・受験料 試験実施期間
7 月 22 日（金）
～ 8 月 8 日（月）

福祉住環境コーディネーター
２級 7,700 円　３級 5,500 円

BATIC（国際会計検定）
5,500 円 申込受付期間

6 月 15 日（水）
～ 6 月 24 日（金）

eco 検定（環境社会検定試験）
5,500 円

３月31
６月 ７

16
28

７月 ５
６
20
26

８月 ８
22

11 月 １

日
日 ～９日
日
日
日
日 ～ 12 日
日
日 ～ 29 日
日　
日
日

●
●

●

●

●

ホームページ インスタグラム

あなたのビジネスシーンを食で応援！
岡崎会議弁当 2022
　市内飲食店・弁当製造事業者の PR と販路開拓支援を
目的に実施。各店舗が自慢のお弁当を紹介しています。
　ちょっぴり贅沢なお弁当でパワーチャージ！
　従業員の福利厚生として、ぜひご活用ください。

担当　広報観光担当　桑原・林結花　☎ 53-6161

登録店
随時募集中

地元に特化し、
貴社の採用活動を応援します！

5
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創立130周年
おかげさまで

　しばらく魅せられてしまうほど美しくカットされた旬のフルーツは、今がま
さに食べ頃。数種類のカラフルな果物が盛られたギフトボックスは、贈る側も
贈られる側も幸せな気持ちでいっぱいになります。
　岡崎げんき館前にフルーツ専門店をオープンしたのは、青果物卸売業を営む
有限会社山七商店さん。地域の八百屋さんが年々減っていることを憂慮する傍
らで、仕入れた野菜や果物が箱の中で食べ頃を迎えていくのを残念に思ってい
ました。一般のお客様へ直接届ける機会はないかと考え、３年前から贈答用フ
ルーツをインスタグラムで発信し、美味しさを紹介してきました。小売を考え
るきっかけは、取引先の飲食店オーナーに誘われたマルシェへの出店。お客様
から、『選び方や食べ頃が分からない』等の悩みを聞きました。見分け方・切
り方などを伝える中で、対面販売の楽しさと手応えを感じ、新たな挑戦への気
持ちが徐々に固まってきたと、オープンに至った経緯を振り返ります。
『周りの皆さんからいただいたラッキーのおかげです。チャンスを逃さず頑張
りたい。』と渡辺さん。夏に向けジュースの種類も充実
させていく予定。みんなも笑顔になり、美味しくフード
ロスにも貢献するお店が新たに誕生しました。

一番おいしいタイミングを伝えたい　　　　　　　　　　　
カットフルーツ＆ギフト専門店・２号店を若宮町にオープン 　㈲山七商店

フレッシュジュースも好評です。
神谷店長（右）、スタッフの森本さん（左）

（取材／広報担当　松岡）

代表取締役　渡辺 隆宏 さん
　 若宮町２-５　☎ 24-0773　 ［本店：天白町郷西 49-９（丸八岡崎青果地方卸売市場内） 　☎ 51-6083］
　 火・木・土・日 10:00 〜 17:00（ドリンク 16:00 まで）　
所
営

CHECK

食べきりサイズ
のカットフルー
ツからギフト
ボックスまで。

3月24日

ものづくり岡崎フェア 2022
岡崎のものづくりを“全国へ 世界へ”発信！
岡崎のものづくり企業を発信するプラットフォームとして、「ものづくり岡崎フェア 2022 オン
ライン」を開催しています。個別の取引に向けた商談を進めることができます。
第２弾となる今回は“岡崎発”の高い技術を活かした産業用装置をはじめとする企業の研究開発
をアシストする企業５社のラインナップです。

６月〜７月の

ラインナップ

オンライン

アクセス
はコチラ

中村科学工業㈱

合理化機器の開発、製造で
の成形現場をアシスト

㈱ Edge Creatos

開発から試作、実験、評価
や現場改善など、貴社のニッ
チなご要望にお応えします。

㈱三葵コーポレーション

射出 /ブロー成形による、
化粧品容器の製造業

ポリマーエンジニアリング㈱

反応性樹脂成型設備の
専門メーカー

㈱イナック

開発試作品専業メーカー
として幅広い業界に
精密試作品をご提供

OMS
岡崎ものづくり

推進協議会

➡
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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：4,106 事業所（５月 16日現在）

順不同・敬称略
事業所名 事業内容

川村洗濯屋 クリーニング業
Pleasure パーソナルジム、エステサロン
さいとう動物病院 動物病院
洋菓子店 LIFE 洋菓子の製造販売
㈱ LiNK 設備業
天野ユニット ユニットバス施工
㈱ウチキカク プロジェクションマッピング企画制作
MIURA IRON WORKS 鉄工業

　　　　　第566回常議員会 ならびに
第251回通常議員総会 報告 5/24（火）

≪議件≫
１．令和３年度事業報告ならびに収支決算承認に関する件
２．常議員補欠（4人）選任に関する件

≪報告承認事項≫
１．主要事業の経過報告について
　１）【新型コロナウイルス感染症対策政府支援策活用講習会】開催案内
　２）【自社商品の魅力度アップ ＆ 販路拡大等個別支援】開催案内
　３）【初めてのIoTプログラミング講座】開催案内
　４）【初めての3DCAD講座（Inventor編）】開催案内
　５）【インターンシップ徹底活用セミナー】開催案内
　６）【人事研究会】周知案内
　７）【岡崎会議弁当2022】実施案内
　８）【女性部広報誌Lala岡崎 第101号（総会特別号）】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 原案通り承認されました。

会議所の動き

スキルアップや従業員教育などに活用できます。
会場・料金・定員など詳細や最新情報は、
QR コードまたは

岡崎商工会議所 主催

岡崎商工会議所　講習会 検索

講習会・セミナー

イオンリテール㈱
イオン岡崎南店
店長
山崎 雅和 氏

㈱河合経営経理
研究所
代表取締役社長
河合 潤 氏

東邦ガス㈱
岡崎事業所
三河地域支配人
片岡 明博 氏

㈱トーエネック
岡崎支店
執行役員
岡崎支店長
二村 剛司 氏

　６月１日（水）より次のとおり変更いたします。
　皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解
賜りますようお願い申しあげます。

平日　午前 9 時～正午・午後 1 時～６時

本所 業務時間の変更について

　　新任・若手営業向け
　　顧客との信頼関係を構築する営業の基本
　コロナ禍で求められる営業の基本を講義・ワークシート記
入・ロールプレイングを通じて習得します。
　　　 ６月 16 日（木） 午前 10 時～午後５時
　　　 ㈱名南経営コンサルティング
　　　 マネジメントコンサルティング事業部
　　　 シニアコンサルタント　田村 貴之 氏
　　　 中小企業支援部　柳瀨　☎ 53-6164

日時
講師

担当

有料

　　初めての 3DCAD 講座
　3 次元ソリッドモデルからの設計・製図の手法を学び、設
計用ツールとしての CAD 活用法の習得を目指します。
　　　 ８月 24 日（水） 午前９時 30 分～午後４時 50 分
　　　　　  25 日（木） 午前９時 30 分～午後４時
　　　 愛知県立岡崎高等技術専門校　担当指導員
　　　 産業振興部　滝川　☎ 53-6191

日時

講師
担当

有料

　　〔就職情報室登録企業 限定企画〕
　　理工系大学教授等との情報交換会
　理工系学生の採用には、大学との関係づくりが重要です。
学生の就活動向把握や大学との関係構築のきっかけとして、
ご活用ください。（Zoom によるオンライン開催）

　　　 ９月８日（木） 午後１時～４時 30 分
　　　 人材支援担当　市川・箕浦　☎ 53-6165
日時
担当

有料

　　課長のためのマネジメント力強化セミナー
　グループワークで参加者同士、日頃の悩みや課題を共有。
チームで成果を出すコツを学びます。
　　　 ６月 29 日（水） 午前 10 時～午後５時
　　　 ㈱タナベ経営
　　　 経営コンサルティング本部　HR コンサルティング部
　　　 チーフコンサルタント　熊代 一毅 氏
　　　 人材支援担当　箕浦・市川　☎ 53-6165

日時
講師

担当

有料

　　 初めての IoT プログラミング講座
　アルゴリズムの考え方を学び、Scratch を用いた IoT 機器
の制御方法の習得を目指します。
　　　 ７月 27日（水） 午前９時 30 分～午後４時 50 分
　　　　 　 28日（木） 午前９時 30 分～午後４時
　　　 愛知県立岡崎高等技術専門校　担当指導員
　　　 産業振興部　滝川　☎ 53-6191

日時

講師
担当

有料

　　外国人雇用管理研修会
　当地域の外国人雇用の現状と課題、可能性等について、様々
な角度から講演いただきます。
　　　 6 月 13 日（月） 午後２時 45 分～４時 30 分
　　　 岡崎公共職業安定所　次長　岡本 和恵 氏
　　　 岡崎労働基準監督署　副署長　梅本 嘉一 氏
　　　 （特非）トルシーダ　代表理事　伊東 浄江 氏
　　　 人材支援担当　市川・角岡　☎ 53-6165

日時
講師

担当

無料

令和４年度
「愛知県優秀技能者表彰候補者」推薦について
　愛知県では、県内の事業所に勤務（自営業も含む）し、
優れた技能を持ち、その技能を通じて社会に貢献された方
を「愛知県優秀技能者（あいちの名工）」として表彰します。
　推薦基準など詳細は

本所への提出期限：６月 15 日（水）
担当　総務企画担当　三ッ矢・板倉　☎ 53-6161

愛知県優秀技能者表彰 検索

2022.6
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部会 例会 月６６
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！

商　　業　　７/11 （月）13:30 ～ 17:30 本所 機械金属　　７/７ （木）午後 本所
食品・サービス　　７/５ （火）時間未定 本所 建　　設　　７/７ （木）14:20 ～ 16:15 図書館交流プラザ りぶら
情報文化　　７/８ （金）14:00 ～ 15:30 本所 交　　通　　７/７ （木）14:30 ～ 16:15 図書館交流プラザ りぶら
工　　業　　７/７ （木）午後 本所 理　　財　　７/８ （金）10:00 ～ 12:00 本所
※会議に加え、講演会・説明会等を実施予定。時間等変更になる場合がございます。詳細は各担当者までお問い合わせください。

【ご案内】
７月例会では各部会とも、
２号議員（部会選出）議員選
任等についてご協議いただ
きます。

創立130周年
おかげさまで

※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。

講演会

今こそ考える、迫り来る脅威に立ち向かうチカラ
 「厳しい時代をどう生きるか？」
－チャスラフスカの言葉－

女
性
部

６
午後
　5時50分〜
　8時

会場：岡崎商工会議所　１階　大ホール 
講師：NHK グローバルメディア報道番組部
　　　エグゼクティブプロデューサー　日置 一太 氏
会費：無料
定員：75名(先着順)

【担当：平岩佳奈・高田　☎53-6164】

30木

商
業

勉強会

食品衛生合同勉強会（仮）
食
品
・

サ
ー
ビ
ス

５火７
　時間未定

※詳細は追ってご案内いたします。

【担当：林結花・板倉　☎53-6161】

会場：岡崎商工会議所　１階　大ホール
講師：岡崎市土木建設部　部長　中田 利隆 氏
　　　　　　都市基盤部　部長　横山 晴男 氏
　　　　　　上下水道部　部長　荻野 恭浩 氏
会費：無料

商
業

説明会

令和4年度
岡崎市の建設行政について

建
設

23木６
午前
 10時〜正午

【担当：鈴木　☎53-6500】

会場：岡崎商工会議所　１階　大ホール
講師：岡崎市総合政策部
　　　次長 兼企画課　課長　岡田 晃典 氏
会費：無料（交流会にご参加の場合はお一人様 6,000円）

商
業

説明会

まち・ひと・しごと創生総合戦略からみる
岡崎市の近未来動向

理
財

23木６

【担当：三ッ矢・桑原　☎53-6161】

午後
　3時30分〜
　7時

提言勉強会

商工会議所活動の一翼を担うべく、
一致団結し行動を起こそう！

青
年
部

【担当：石原・柳瀨　☎53-6500】
23木６

午後 ７時〜９時

会場：岡崎市竜美丘会館ホール、Zoom配信
会費：無料

★本所会員であればどなたでも聴講いただけます。

会場：あんしん電気さかい、大口商工会
講師：あんしん電気さかい　代表取締役　酒井 央

ひさかず

員 氏
　　　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：お一人様 2,000 円 (バス代含む)

SNSの更新＝御用聞き？ その2
  〔事例研究：あんしん電気さかい/名岐電設㈱〕

商
業

視察会

【担当：滝川・柴田　☎53-6191】

13月６
午後
　０時30分〜
　５時

貸切バスにて移動

視察先：デンソーギャラリー （刈谷市）
会費：無料

商
業

視察会

グローバルカンパニーの全てが分かる
 「デンソーギャラリー」視察会

交
通

23木６

【担当：神谷貴博・林みずほ　☎53-6500】

午後
　2時10分〜
　4時50分

貸切バスにて移動

午前
　10時50分〜
午後
　4時45分

会場：豊橋市総合体育館
会費：無料（２名様以上参加の場合、１名につき500円）
※会場準備の都合上、お早めにお申込ください。17金６

視察会 

【機械金属部会担当：中根　☎53-6191】
【工業部会担当：竹内　☎53-6191】

工
業

機
械
金
属

ものづくり博 2022 in 東三河

昼食：岩津天満宮　余香殿なおらい
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 3,000 円（昼食代含む）
定員：22名(先着順)

商
業

視察会

岩津城跡・信光明寺・圓福寺
情
報
文
化

10金６
　正午〜　
午後
　5時30分 【担当：岡田・箕浦　☎53-6165】

貸切バスにて移動

貸切バスにて移動
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オリジナルＰＲポスター＆のぼり旗を掲げ、皆で盛りあげましょう

本所では、2023 年大河ドラマ「どうする家康」の放送決定を契機として、岡崎の魅力ある地
域資源をさらに全国へは紳士、岡崎に誘客するために、会員事業所全体で盛り上げていきます。

特設サイト

一緒に地域を盛り上げるお店・事業所の登録スタート。
お店のファン、リピーターをつくりませんか
本所では、2023 年大河ドラマ「どうする家康」の放送決定を契機として、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上げていきます。

特設サイトもっと岡崎、
きっと家康
もっと岡崎、
きっと家康

＼大河ドラマに向けた情報いっぱい／＼大河ドラマに向けた情報いっぱい／

同封チラシをご覧ください

「徳川家康公岡崎プロジェクト」
第８回 ４月 26 日（火）中ホール
第９回 ５月 24 日（火）中ホール

開催
報告

お店で PR！

　徳川家康公ゆかりの地 岡崎・静岡・浜松の３市３
商工会議所等で構成する同ネットワークでは、家康
公顕彰事業を推進するため、その気運を高める商品
などに使用できる推奨ロゴマークについて、地域を
限定せず広く申請を受け付けています。

【申請方法】 推奨ロゴマークを使用されたい事業の 
 開始日の１月前までに「承認申請書」 
 を提出ください。

【お問合せ】 全国家康公ネットワーク
 　（事務局 静岡商工会議所）　　　
 ☎ 054-253-5113

全国家康公ネットワーク
推奨ロゴの使用について

（モノクロ・カラーあり）
使用要綱・デザイン規定をご確認
ください

特設サイトで案内中
▶市協議会ロゴマークとキャッチ
　コピーの使用申請について
▶ PR ポスター・のぼり旗設置　
　のご協力について（無料配布）
▶PRのぼり旗レンタルについて

家康公生誕伝承二題

※参篭…神社や仏閣などに参り、一定期間こもって祈願すること。

岡崎城を別名「龍ヶ城」と呼ぶ。龍神が守護するという伝説からこの名があるが、
それに基づいた伝承話が家康公生誕の時に語られたという。「この英雄児の生まれ出づ
るを待つが如く、城楼の上に雲を呼び風を招く金鱗の龍を見たりと云う」（龍城神社社
記より）。
本当の話か否かを論ずるのは愚であろう。「待つが如く」は龍ではなく、岡崎の人々
を意味している。平成８年（1996）、正に「待っていた」龍が龍城神社拝殿天井に出現した。
長さ４ｍ、幅 2.5ｍ、厚さ 40cm の巨大な白木彫の昇龍だ。岡崎呉服商組合の方々が、
一般の市民にも呼びかけ寄贈したものという。素材はベニマツ、柏手を打つと鳴くと
いう仕掛けだ。日光東照宮境内地にある本地堂の鳴き龍を模したものだろうか。生誕
伝承が形となって残されたのである。
今一つ紹介したい伝承話が「消えた真達羅大将」のお話。「北方鳳來寺峰の薬師に御祈願ありて、七日満願の
夜薬師十二神将の寅神を授け給ふと見給ひしより、身重くならせ給ふなど、日光山の御縁起にも記されし事多し」
（東照宮御実記より）。「北方」とは「北の方＝於大」のことである。鳳来寺の薬師堂に参篭した時、七日目の満
願の夜に寅神である真達羅大将を身籠ったという奇譚だ。鳳来寺縁起によれば、その日以来、真達羅大将像が
消えたという。作家の山岡荘八はこの伝承話に大まじめに向き合った。小説徳川家康では、於大が侍女に命じ
て隠させたという。「この世を救う神様が二人おられたら衆生は迷うであろうに」
家康公の生誕、天には金鱗の龍が昇り、地には真達羅大将が立ち上がる。想像してもゾクゾクするような伝
承話ではないか。　 　　　　　

表紙紹介

3

白木彫の昇龍（龍城神社）

真達羅大将像（鳳来寺 /新城市）

たつ

しら

しん たいしょうだ ら

き

き

かしわ で

がたつ

とらがみ

き

、 、 、 、

たん

じょじ

じょうしゅ

さんろう

しろ

（文／市橋 章男 氏　表紙デザイン／生田 薫 氏）
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相　　　談　　　名 開　催　日 時　　　間 担　　　当

① 労　務　相　談　原則毎月第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 ６/15 ㈬ 午前10時〜

午後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

６/７ ㈫
６/14 ㈫、７/５㈫
６/21 ㈫
６/28 ㈫

午前10時〜
午後４時

税理士　小林 英之 氏　　
　同　　中嶋 有美子 氏
　同　　伊豫田 洋一 氏
　同　　小島 淳 氏

③ 法　律　相　談　原則毎月第３木曜日
　  債権回収、契約等事業に関する法的なご相談 ６/16 ㈭ 午後１時30分〜 弁護士　蜂須賀 邦夫 氏

④ 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

⑤ 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

⑥ 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）

⑦ ものづくり相談　原則毎月第２火曜日・第４木曜日　
　  事業計画作成、販路開拓等のご相談 ６/14 ㈫ 午前９時30分〜

午後３時40分 中小企業診断士

⑧ 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

  ☎ご予約は①53-6165、②~⑤53-6164、⑥~⑧53-6191 「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。
※日本政策金融公庫 岡崎支店との共催で「よろずお悩み相談会」を実施しています。（毎週第３金曜日・日本政策金融公庫 岡崎支店 ☎ 24-1715）

採用活動のルール変更『大学生のインターンシップ』社労士に聞く！人事労務のツボ　第62回

　大学生の採用選考を行う上で、「インターンシップで
入手した大学生の情報の採用選考活動への利用禁止」や

「採用広報解禁は大学３年生の３月」等のルールがあり
ます。就職活動の長期化による学業への悪影響や早期の
青田買いの防止を目的にしています。一方で、このルー
ルは政府から企業への要請に過ぎず、遵守するか否かは
企業の判断に委ねられており、拘束力もありません。
　採用難が続いてきた中で、少しでも早く学生に接触し
たい多くの企業が、大学３年生向けに夏のインターン
シップを開催し、その後の採用活動に実質的につながっ
ている実態もあり、「就活スタートは大学３年生夏のイ
ンターンシップ」が企業、大学及び学生の共通認識となっ

ています。
　産学協議会（経団連と大学のトップが直接対話する枠
組み）から既に形骸化している取り決めの見直しの要望
を受けた政府は、来年度からインターンシップに参加し
た学生情報の採用選考への利用を認める方針を示しまし
た。ただし、高学年（３年生、４年生）及び大学院生が
参加した５日間以上のインターンシップで、その半分以
上が職場等での就業体験にあてられていることなどの要
件を満たしたものに限られます。
　インターンシップの位置づけが変わる
来年度に向け、今から準備を始めては
いかがでしょうか？

⇒詳細は 産学協働による自律的なキャリア形成の推進 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）

創立130周年
おかげさまで
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