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創立130周年
おかげさまで

利用者の声

商工会議所は会員事業所と地域の応援団！
経営者の身近な相談相手として、課題解決をお手伝いします。

商工会議所は、商工会議所法という法律に基づいて設立された地域総合経済
団体で全国 515ヶ所にあります。

岡崎商工会議所は明治 25年 11月 15日に認可を受け、全国で 16番目・愛知
県内では名古屋に次いで２番目に設立されました。今年で130周年を迎えます。

同業・異業種の会員同士の相互交流で “つながり” がひろがります。
ビジネスの情報収集や交流の場としてご利用ください。

関心の高いテーマを取り上げ、視察会やセミナーなどを開催しています。

（８ページ掲載）

「結婚・出産、入学などのお祝い、お見舞いの制度を整えたい」そんな貴社のために、保障はもちろん
商工会議所独自の給付制度で福利厚生の充実をお手伝いします。
また、近年注目されている「健康経営」推進にも、アクサ生命保険㈱と協力して皆様を支援しています。

いつもは出会わない同世代の仲間と語り

合えば課題解決の糸口が見つかるかも！

（６ページ掲載）

業種や年齢の異なる女性同士が職場を

越えて悩みや課題を共有。自分らしく

イキイキ働くヒントが得られます。
地元に特化し、貴社の採用活動をサポート
します！

①就職情報サイト「ＯＫナビ」での企業採用情報発信
②合同企業説明会を通じた学生との出会いの場づくり
③採用力向上やネットワークづくりに繋がるセミナー

　などを行っています。
（３ページ掲載）

実務に役立つスキルが身につくのは
もちろん、ご自身や従業員のキャリ
アアップ、話題のリカレント教育（学
びなおし）にも役立ちます。

仕事に活かせる“オススメ”検定

　　　　●日商簿記検定
　　　　●原価計算

今年も開催予定！詳細は次月〈８月号〉で紹介します。

　心強いミカタです  

「健康経営優良法人認定」取得の際には、セミナーや健康

習慣アンケート実施、個別指導など商工会議所とアクサ

生命の支援があり大変助かりました。

㈱新東　常務取締役　渡辺 浩二 さん

ど
んな

使い方が
あ

る

の
か
な？

交流 福利
厚生

採用
・
定着

部会（視察会） 青年部（提言勉強会）

女性部（フラワーアレンジメント製作会）

若手社員交流会

合同企業説明会

女性社員交流会

新入会員交流会

交流
採用 福利

厚生

特集

人気のサービスを〈ほんの一部ですが…〉ご紹 介します。ぜひ、ご利用ください！

→パソコンを使ったネット
　試験も受験できます。

３ページからは、

会員事業所さんの取り組み

や知っておきたい制度情報

など幅広く掲載です。

わたしもチャレン
ジしてみよ！

おまかせく
ださい！

事業展開のヒントが得られた！　　

パソコン・スマホなどのＩＴサポートを行って

います。参加者との交流を通して、社内ＩＴ化

やネットなどへの皆さんが抱える課題を具体的

に知ることができ、今後の事業展開に向けた

ヒントを得られました！

ＡＩＯ　代表　西脇 真理子 さん

参加者の声

　　　　　　　　産業振興部 滝川
　　　　　　総務企画担当 板倉
　　　　広報観光担当 桑原
　　人材支援担当 藤木
広報観光担当 林 結花

中小企業支援部

高田

総務企画担当

三ッ矢

人材支援担当

角岡

人材支援担当

岡田
労務経理部

本間

中小企業支援部

林 みずほ

専務理事

山中 賢一

中小企業支援部

平岩

アクサ生命保険㈱

三木 所長

トライ＆エラー。私が常々職員へ投げ掛ける言葉のひとつです。
正解が無く、また無数にある答え。交わりの中から、色々な刺激を受け、
考え、新しい挑戦が生まれます。
本所が皆様方にとってその様な場所となるよう職員一丸となってつくっ
てまいります。

はじま
りまー

す！
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■企業DATA■

代表者名
所 在 地
事業内容

取締役社長　小島 栄二 さん
保母町字上平地１番地　　☎ 47-3011
自動車用プラスチック締結部品製造

  以前より、他社の同世代の人事担当者の方と交流し、
採用活動の課題について情報収集をしたいと思っていま
した。
　情報交換会では、各社でのSNSの活用やインターンシッ
プの開催方法・課題について話し合う貴重な機会となっ
ています。今ではそこで出会ったメンバーと個別で連絡
を取り、インターン
シップのコンテンツ
について相談しあっ
たりしています。他
社の方と話せる場を
提供してくださり、
ありがたいです。今
後も積極的に参加し
ます。

大和化成工業㈱
人事研究会でできたネットワークは“財産”です

人事研究会の「若手メンバー情報交換会」に参加され
ていかがですか？

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。

売り手市場が続き、年々厳しくなる新卒採用環境。毎年変化するトレンドについていくのも大変です。
そんな中、他社がどんな工夫をしているのか？インターンシップや SNSの活用は？など
情報交換したい企業の皆様には『人事研究会』がおススメです！
多業種の人事・労務担当者が集い、雇用管理全般の課題解決を目指し活動しています。
今回は採用活動に力を入れている人事研究会の若手メンバーを取材しました。

担当職員のひとこと

ホームページ

  母集団形成のため、インターンシップに力を入れて
います。年々学生の就職活動は早期化しており、イン
ターンシップ期間に企業を探す学生が増えています。
昨年より遠方からも参加できるようオンライン型のメ
ニューも増やしました。

採用活動で力を入れていることは何ですか？

　この事業でできた繋がりが、実務に活きているとのこと、
とても嬉しいです！人事・労務担当者同士が業種を越えて気
軽に相談し合えるネットワークを作りたい方は「人事研究
会」へご入会ください。また、昨年より若手メンバー同士の
情報交換会もスタートしました。ご関心のある事業所の方は
お問合せお待ちしております。必ず、お役に立ちます！ 

 人材支援担当　☎ 53-6165

▲管理部　総務統括室総務課　権田 一真 さん

インターンシップは参加者募集に苦労される声も
伺います。PRはどのようにされていますか？

　大学訪問を重点的に行い、PR しています。大学ごと
に担当を決めて、年に数回訪問し、関係を深めています。
　コロナ禍前は人事研究会の会員限定企画として大学
との懇親会もあり、大学キャリアや教授との関係を深
める機会として大変有意義であったと先輩から聞いて
います。感染状況を見ながら、今後、開催いただける
ことを期待しています。

藤木 七海

詳細は
コチラ

▲若手同士の情報交換。課題解決
のヒントが見つかります。　

市川 優美子

■会員企業 30 社
　　 製造業19社
　　 サービス業6社
　　 建設業4社
　　 流通業1社

■年会費 30,000 円
（税込）

会員募集中
人事研究会

地元に特化し、 貴社の採用活動を 応援します！
合同企業説明会＆業界研究会
開催日　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

おまか
せ

　くだ
さい！

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、
採用情報を掲載しています。
随時募集中です。

オンライン（Zoom）
合同企業説明会＆企業研究会
開催日　７月 15 日（金）
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創立130周年
おかげさまで

掛金は月額 1,000 円～
70,000 円の範囲内
（500円単位）で自由に
選べます。

事業資金に困っ
た場合に納付し
た掛金の範囲内
で貸付が受けら
れます。

貸付制度が
利用できる❸掛金は

全額所得控除❶

中小企業支援部　青山　☎ 53-6164担当

【加入対象者】個人事業主・共同経営者・会社等役員で、雇用されている従業員（正規雇用人）数によって判断されます。

　４年程前から井田町で床屋を営んでいます。商工会議所には、オープン前から相談
に乗ってもらい、記帳指導も受けています。この制度は、職員の方に勧められ加入し
ました。将来に備えつつ、掛金は全額所得控除でき節税効果もあります。とてもお得
な制度だと思います。

小規模企業共済って？？

国がつくった経営者のための退職金制度です。

　受け取り時も
税制メリット❷
共済金は廃業や退職時のほか、65
歳以上で 180 か月（15 年）以上
掛金を納付した方も受け取ることが
できます。受け取りは「一括」「分割」
「一括と分割の併用」があります。

→

公的年金等の
雑所得扱い

→

退職所得扱い

一括受取

分　　受取割

【加入者の声】髪きり小屋　原田 浩男 さん

加入すると

お得！

「パワハラ防止法」対応できていますか？
「管理職のためのパワハラ防止セミナー（５/13）」
「ハラスメント相談窓口担当者セミナー（６/３）」
からポイントをご紹介！

パワハラは、ほとんどのケースが“グレーゾーン”であり、「感覚・解釈・好み・価値観の相違」が
発生原因となる。認定の基準は、「内容・受け取り方の違い・頻度・期間」であるため、社内事例を
積み重ね、基準を明確にすることが大切。

ハラスメントがもし発生してしまうと・・・

従業員への影響…心身の健康を害し、休職・退職等に至る、職場環境の悪化、ケガ・事故等
企　業への影響…士気の低下（生産性の低下）・企業イメージの悪化（採用への影響）・コンプライアンス上の問題

改正労働施策総合推進法（パワハラ防止法）とは？　※中小企業は 2022年 4月～より義務化

　企業としてパワハラ防止に努めること、またパワハラが起きた時に迅速かつ適切な対応をすること。

①トップによるハラスメント防止宣言
②ハラスメント防止、対応に関するルールの整備
③ハラスメント相談通報窓口（外部・内部）の設置
④周知活動（全社活動を推進するためのアナウンス）
⑤教育訓練の実施（ハラスメント防止研修など）
⑥相談に対する迅速かつ適切な対応
　（事実確認、ヒアリングなど）
⑦事実確認後の適切な処分や再発防止策の整備
　（加害者・発生部門対象の再教育など）

法律で義務化された内容

担当者は相談を受けたら…
①導入（進め方等ルールを説明）　②ヒアリング（話を聴く）
③クロージング（相談内容の確認と今後の流れの説明）の実施
＜相談窓口担当者が注意すべきこと＞
①中立の立場で聞き役に徹する（自己判断しない /否定しない）
②守秘義務の遵守　③安心感を与える
※不適切な対応では窓口担当者が訴えられることもある

★重要になるのが《③ハラスメント相談通報窓口》

2022.7
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岡崎商工会議所議員 選任・選挙　経過報告

３号議員 21 人を選任

担当　総務企画担当　板倉・三ッ矢　☎ 53-6161

選任された３号議員 事業所名 50音順・敬称略

３号議員の選任
２号議員の選任　

（各部会にて２号議員を選任）
１号議員の立候補届出期間
１号議員選挙　投票日　開票
１号議員確定　告示
臨時議員総会開催（役員選任）

６月 28
７月  ６

26
８月  ８

22
11 月  １

日
日～ 12 日

日～ 29 日
日　
日
日

●
●
 

●

●

令和４年度　議員選任・選挙日程
会頭が常議員会の同意を得て会員から選任した議員（21人）
３号議員とは？

業種ごとに分類された８部会において、部会員のうちから
選任した議員（49人）

２号議員とは？

会員および会員以外の特定商工業者が投票によって会員の
うちから選挙した議員（70人）

１号議員とは？

商工会議所から“お便り”が届いた！ そう思われた方へ…

今月号は、本所未加入の「特定商工業者」※に該当する
方にも会員限定誌「会報」をお送りしています。
ビジネスに役立つ情報やサービスをご案内しています。
ご一読いただき、ぜひ会員加入をご検討ください。

なお、該当事業者様におかれましては、７月下旬に負
担金納入依頼書（年間 4,000 円）を発送いたしますの
で、８月末日までにご納入をお願いいたします。
〔口座振替の方は、８月 17日（水）に引落しさせてい
ただきます。〕

※特定商工業者とは？
資本金（払込済出資総額）が 300 万円以上、または、従業
員数が 20 人（商業・サービス業は５人）以上の事業者の方。

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。今回６月 28日に開催された第 567 回
常議員会において、３号議員 21人を選任いたしました。

新入会員募集中
ご紹介もおまちしております！

会費 個人 16,000 円から　法人 22,000 円から

㈱アイシン岡崎工場
太田油脂㈱
岡﨑信用金庫
小原建設㈱
㈱三龍社
中部電力パワーグリッド㈱岡崎支社
東海光学㈱

東邦ガス㈱岡崎事業所
東レ㈱岡崎工場
㈱ドミー
㈱丹羽鉄工所
㈾八丁味噌
服部工業㈱
㈴備前屋

㈱フジケン
富士ファイン㈱
フタバ産業㈱
マルサンアイ㈱
マルヤス工業㈱岡崎工場
三菱自動車工業㈱岡崎製作所
㈱三菱ＵＦＪ銀行岡崎支店
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創立130周年
おかげさまで

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：4,110 事業所（６月 20日現在）

順不同・敬称略
事業所名 事業内容

行政書士ほゆき事務所 車庫証明、遺言書等書類作成
ブティックリモージュ 婦人服雑貨小売業
㈱ A-quality 飲食店
㈱イーラトリップ IT に関するすべての事業
㈱フジケンファミリア マンション管理業
ease style 美容業
㈱グランドボウル　岡崎グランドボウル ボウリング場店舗運営
㈱ウェビー ホームページの制作・運用
㈱コンフォートライフ 接骨院・美容整体
Nice Garden Works 造園業
スプレモ 不動産仲介
U.STYLE サッシ・外構・金物・看板工事等全般
cajimo 家事代行サービス
㈲アンド 生花の小売・卸売り
ポリケミカル工業 コーティング加工およびスポット加工
じてんしゃ創庫モック 自転車販売、修理
happimum キッチンカー
㈱三徳屋菓子舗 和菓子製造小売業

　　　　　第567回常議員会 報告 6/28（火）
≪議件≫
１．第252回臨時議員総会提出議案に関する件
２．３号議員21人の選任同意に関する件
３．部会別選挙権数の確定に伴う２号議員の割当数決定に関する件
≪報告承認事項≫
１．議員の職務を行う者異動について
　新）大和化成工業㈱　取締役　坂野 克彦 氏
２．主要事業の経過報告について
　１）【ものづくり基盤人材育成事業 第１回推進会議】開催報告
　２）【繁盛店セミナー】開催案内
　３）【ＰＯＰ作成セミナー】開催案内
　４）【脱炭素経営セミナー】開催案内
　５）【共同展示商談会 feel NIPPON 秋 2022】出展募集案内
　６）【販路開拓セミナー＆交流会】開催案内
　７）【共済フォーラム2022】開催案内
　８）【おかざき創業塾 女性起業家コース】開催案内
　９）【おかざき創業塾 創業のための基礎講座】開催案内
３．新入会員加入について
４．部会等開催状況について 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

　　脱炭素経営セミナー
　講演・事例発表・支援内容の３部構成で開催。脱炭素経営
の取り組みの必要性を学び、身近な省エネからの進め方等に
ついて理解を深めます。
　　　 ７月 28 日（木） 午後２時～４時
　　　 中部大学 中部高等学術研究所
　　　 国際 ESD・SDGs センター　原 理史 氏　他
　　　 産業振興部　中根　☎ 53-6191

日時
講師

担当

無料

日時
講師
担当

無料
　実際に POP を作成しながら、魅力あふれる売り場づくり
の販促ヒントを学びます。

７月 12 日（火） 午後２時 ～５時 30 分
すごはん　代表　増澤 美沙緒 氏
産業振興部　滝川　☎ 53-6191

観光客の目に止まる POP を楽しく作ろう！
すごい POP の書き方教えまスペシャル‼

日時
ゲスト
担当

無料
　今年度、初めて「健康経営優良法人認定」を受けた企業の
事例から、取り組んだきっかけ・内容・効果などを紹介します。

７月 19 日（火） 午後１時 30 分 ～３時 30 分
㈱鈴木化学工業所　代表取締役　小幡 和史 氏
中小企業支援部　林みずほ・鈴木　☎ 53-6500

健康経営はじめの一歩　
事例に学ぶ！私たちの健康経営チャレンジ

日時

講師
担当

無料
　各種支援施策、事業計画の策定・申請のポイント、事業を
見直す発想法を事例とともに説明します。

 〔事業再構築補助金〕
７月 19 日（火） 午後１時 30 分 ～４時 30 分
 〔持続化補助金〕　
７月 29 日（金）午後３時 ～４時
中小企業診断士　柴田 竜幹 氏
中小企業支援部　井波　☎ 53-6500

補助金説明会

日時
講師

担当

無料
　サイトの使い方や活用事例を分かりやすく紹介。終了後は
講師も交えて質疑応答・交流会を開催します。

７月 27 日（水）午後２時～４時 40 分
大阪商工会議所　経営情報センター
ザ・ビジネスモール事務局　松田 聡 氏
中小企業支援部　高田　☎ 53-6164

ザ・ビジネスモール活用セミナー

講師

担当

有料
　他社の同年代社員（入社１～３年目）との交流を通して、
若手社員の成長を促します。

10 月４日（火） 午後１時 30 分～５時
ポイント・フォワード㈱
代表取締役　永田 るり子 氏
人材支援担当　角岡・藤木・市川　☎ 53-6165

若手社員の視野が広がる！成長する！モチベーションが上がる！
若手社員交流会

日時

詳細は
チラシを
ご覧ください。

詳細は
チラシを
ご覧ください。

詳細は
チラシを
ご覧ください。

詳細は
チラシを
ご覧ください。

８月 11 日（木）～ 16 日（火）
８月 11 日（木）～ 17 日（水）

会 館 夏 季 閉 館 日
事務局夏季休業日

８月の夏季閉館・夏季休業日について、ご案内します。
夏季閉館・休業のご案内

 
　本所議員の加藤 資章 氏（㈱加藤組　代表
取締役会長）が去る６月２日にご逝去されま
した。享年 68 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】平成19年～：議員

議員　加藤 資章 氏　逝去される
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　約4,000発の花火が打ち上がり
ます。大会で一番の見どころは、
東京スカイツリーよりも大きい
「正三尺玉」です。夜空一面に広
がる直径約650ｍもの花火は、あ
なたの心を掴むこと間違いなし！

７月31日（日）
午後７時30分～９時
蒲郡市民会館周辺
蒲郡まつり実行委員会
☎ 0533-66-1120

８月６日（土）
午後７時～８時30分（予定）

岡崎市乙川河畔・矢作川河畔
７月上旬開始（一般有料観覧席）
※無料開放エリア廃止

　（一社）岡崎市観光協会
☎ 0564-64-1637

８月15日（月）
 〔万灯流し〕
午後７時～８時30分
 〔花火大会〕
午後７時30分～８時30分
矢作川米津橋下流
西尾観光案内所
☎ 0563-57-7840
当日専用ダイヤル
　（午前10時～午後８時)
☎ 050-3665-9650

第40回 蒲郡まつり
納涼花火大会

　今年は新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため、有料観覧席チ
ケットを購入の方のみ来場可能で
す。当日は、ご自宅でも楽しめる
ライブ配信もあります。

岡崎城下家康公夏まつり
第74回 花火大会

　約1,500個の万灯が川面に浮か
び、上空にはスターマインや仕掛
花火などの花火が輝きます。

幻想的な盆行事
第74回 西尾・米津の川まつり

三河観光ＧＯＮ　夏の夜空を彩る感動の花火 〜蒲郡Ｇ・岡崎Ｏ・西尾Ｎの
観光情報をお届けします。〜

蒲
郡

岡
崎

西
尾

※新型コロナウイルスの感染状況により内容が変更される場合があります。

日時

会場
問合

日時

会場
販売

問合

日時

会場
問合

例年と
開催方法が
異なります

　2023年大河ドラマを半年後に控え、岡崎城の大規模改修が先
月より始まりました。次いで、大河ドラマ館設置に向けた「三河
武士のやかた家康館」のリニューアルが8月29日より着工される
等、岡崎公園では着々と観光客受け入れの準備が進んでいます。
　この度、同公園内を管理・運営する岡崎パブリックサービスで
は、公園施設を活用し、来訪者も市民も楽しめる“おもてなしの
城下町”を一緒に創る企業・団体を募集しています。
　“岡崎を一緒に盛り上げたい”皆さま、参加してみませんか？

家康公が遊びに来たくなる楽しい城下町を一緒につくろう
「どうだん家康公！岡崎応援団」、仲間を募集 　(一社 ) 岡崎パブリックサービス

▲多目的広場を活用した「おもてなし横丁（案）」イメージ
（ステージイベント、グルメフェス、マルシェ、出店、芝居など）

▲本プロジェクトを一緒に盛り上げるコアメンバーの皆さん
　（後列）Okazaki ぐるめびゅー 佐藤さん、㈱ＯＮＤ 田口さん、
　　  　　㈱花徳 加藤さん、㈲かんや（さん太）神谷さん
　（前列）（一社）岡崎パブリックサービス 田野さん、岩附さん、千賀さん

募集要項

お問合せ・お申込み

対象施設：多目的広場・巽閣・能楽堂・城南亭
実施期間：2023年１月～12月
応募条件：公共施設で開催するため広く市民や観光客へ
　　　　　おもてなしする企画や企業PR等を主催・運営
　　　　　できる企業・団体
募集締切：８月31日（水）（第一次）

どうだん家康公応援団 事務局
 （三河武士のやかた家康館内） ☎24-2204
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部会 例会 月７７
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！

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。

見学会

どうする家康
 ～家康公ゆかりの地を巡る～

女
性
部

７
午前
　８時〜
午後
　４時50分

見学先：三河の三ヶ寺(勝鬘寺・上宮寺・本證寺)、
　　　　妙源寺、岩崎城、隣松寺　他
会費：お一人様 5,000 円
定員：30 名(先着順)

【担当：平岩佳奈・高田　☎53-6164】

22金

会員交流会

相談と戦略で勝利をつかめ！
委員会対抗モルック大会！

青
年
部

【担当：石原・柳瀨　☎53-6500】

28木７
午後 
　７時〜
　８時40分

会場：岡崎市体育館(六名体育館)
会費：無料
持物：動きやすい服装(YEGポロシャツ推奨）、　
　　　室内用シューズ、マスク、タオル

各部会 会　議 では、２号議員（部会選出）選任等についてご協議
いただきます。

会場：岡崎商工会議所　１階　大ホール
講師：岡崎ふるさと歴史教室　主宰　市橋 章男 氏
会費：無料

商
業

会議・卓話会

桶狭間の合戦 ～どうする元康～理
財

８金７
午前
 10時〜正午 【担当：三ッ矢・桑原　☎53-6161】

午後
　２時15分〜
　３時

会場：岡崎商工会議所　５階　特別研修室
講師：岡崎市　環境部　ゼロカーボンシティ推進課
　　　ご担当者様
会費：無料

７木７

会議・説明会 

【担当：竹内　☎53-6191】

工
業

岡崎市の脱炭素経営に対する
支援について

会場：岡崎商工会議所　４階　401会議室
講師：岡崎市　環境部　ゼロカーボンシティ推進課
　　　ご担当者様
会費：無料

商
業

会議・説明会 

岡崎市の脱炭素経営に対する
支援について

機
械
金
属

７木７
午後
　１時50分〜
　２時30分 【担当：中根　☎53-6191】

会場：岡崎商工会議所　２階　中ホール
講師：ポイント・フォワード㈱
　　　代表取締役　永田 るり子 氏
会費：無料
　　　※２号議員選任等の会議は７/５に開催いたしました。

商
業

勉強会

今からできる！誰でもできる！
売れちゃう魅せ方・伝え方セミナー（仮）

食
品
・

サ
ー
ビ
ス

21木７
午後
　２時30分〜
　４時

【担当：林結花・板倉　☎53-6161】

午後
　２時30分〜
　４時15分

会場：岡崎市図書館交流プラザ りぶら
　　　会　議　会議室302（建設）、会議室101（交通）
　　　説明会　会議室301
講師：名鉄都市開発㈱　開発事業本部　沿線開発部
　　　柴田 和亮 氏
会費：無料

７木７

会議・説明会 

【建設部会担当：鈴木　☎53-6500】
【交通部会担当：神谷貴博・林みずほ　☎53-6500】

建
設

交
通

名鉄東岡崎駅の再開発について

会場：岡崎商工会議所　
　　　会　議　２階　中ホール
　　　講演会　１階　大ホール
講師：三州フットボールクラブ㈱
　　　代表取締役社長　森山 泰行 氏
会費：無料

商
業

会議・講演会

100 年先のまちを考える
～スポーツクラブによる地域活性化～

情
報
文
化

８金７
午後
　２時〜
　３時30分

【担当：藤木・岡田・箕浦　☎53-6165】

会場：岡崎商工会議所　
　　　会　議　２階　中ホール
　　　説明会　１階　大ホール
講師：すごはん　代表　増澤 美沙緒 氏
会費：お一人様1,000円(非会員5,000円)
　　　但し、会議のみの参加、商業部会員は無料

“今ある強み”を活かして
ファンを増やそう！

商
業

会議・説明会

【担当：滝川・柴田　☎53-6191】

11月７
午後
　１時40分〜
　５時30分

詳細は
チラシを
ご覧ください。
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特設サイト

家康公検定2022　申込スタート
岡崎・静岡・浜松の３地域で開催します
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。

PR ポスター・のぼり旗配布しています

日　時：８月８日（月）午後 3 時～５時
場　所：岡崎商工会議所　1 階　大ホール
講　師：岡崎ふるさと歴史教室　主宰
　　　　歴史研究家　市橋 章男 氏
　　  広報観光担当　林結花・杉本　☎ 53-6161

表紙紹介

　大手企業のバイヤーも新商品を探しに来場する商
談会で商品を PR するチャンスです。
期　間：９月 28 日（水）～ 30 日（金） 
場　所：インテックス大阪（大阪市住之江区南港）　
　　　　　※展示会「ライフスタイル Week 関西」内

募集数：原則４社
                   （希望者多数の場合、事務局にて調整させていただきます。）

※出展料・ブース基礎装飾（壁面、カーペット、看板、 
　商談セット等）の施工費用は原則本所が全額負担。
　出展条件等の詳細はお問合せください。
　　  産業振興部　中根・竹内　☎ 53-6191

※荼毘…火葬のこと。

もっと岡崎、
きっと家康

特設サイト

聴講
無料

申込みは上記
特設サイトから

も
っ
と
岡
崎
、

　
き
っ
と
家
康

も
っ
と
岡
崎
、

　
き
っ
と
家
康

お申込先・お問合せ
（一社）徳川家康公に学ぶ会事務局　☎ 25-7213
主催：（公財）德川記念財団、（一社）徳川家康公に学ぶ会
共催：岡崎商工会議所、静岡商工会議所、浜松商工会議所、徳川みらい学会

試験日時：10 月 15 日（土）午前 10 時 30 分～12 時 30 分
　　　　　（試験時間 90 分）
　　　　　　※問題数 100 問。70 問以上の正解で合格。
試験会場：岡崎・静岡・浜松の３商工会議所、
　　　　　岡崎信用金庫 本店・名古屋支店
受 験 料：一般 2,000 円・小中学生 1,000 円
申込期間：７月１日（金）～８月 12 日（金） 

　関ヶ原の戦いで天下を統一した徳川家康公は、平
和国家の建設を進める一方でダイナミックな外交政
策を展開しました。今回は『家康公の平和外交』を
テーマに善隣友好の海外戦略に学びます。

「家康公検定 2022」受験者募集！
今回のテーマ 「家康公の平和外交」　
　　　　～世界との出会い、日本の大航海時代～

父への思い－松平広忠の遺産
「我が祈念に應ずる松なり」
　もともと父・広忠の墓の代わりに植えた松の木が緑深く成長し、東の方角に伸びる
のを見て発した言葉であるという。「松

しょう

應
おう

寺
じ

」、寺名の由来と伝わる話だ。三代将軍家
光の時代に描かれた松應寺絵図（三州松應寺御起立略記）を見ると、なるほど松の緑
が東の方角に伸びている。そして松の木の周囲には立派な石垣と玉垣が巡らされ、大
変立派な廟

びょう

であったことが窺える。家康公の父への思いを家光が形にしたのだろう。
現在荒れていた同所も見事に改修され、往時を偲ぶことができる。
　広忠の死については、幕府関係の史料にも諸説があり判然としない。家臣による暗
殺説、または病没説などだ。ただいずれにせよ、家康公が尾張で人質として過ごして
いる間に父を失ったというのは事実。岡崎に一時帰還した際に、亡

なきがら

骸を荼
だ び

毘に付した
能
の み が

見ヶ原
はら

の地に、目印に松の木を植えたという。自分が大きくなった時に立派な墓を建てようというのだ。大
きく傷ついた幼

おさな

心
ごころ

が何とも痛ましいが、自分の将来に希望を抱いている様子も窺える話だ。
　広忠についてはあまり多くの遺物が残されていない。ただその中で一点、目を見張るものがある。美しい秋
草模様の蒔

まき

絵
え

を施した提
てさげ

箱
ばこ

と、その中の瓶
へい

子
じ

（壺、主に酒器）が二口、同様の模様が施されている。これは桃
山期の高

こうだいふう

台風と呼ばれるもので、広忠と京との繋がりを示すものと考えて良いだろう。家康公が松應寺に寄進
したと伝わる。幼い頃に亡くした父・広忠。家康公がその記憶を辿り、あまり多くを語られることのない父に
対し、その思いをこの寺院に遺したのだ。

松平広忠公御廟所
松應寺絵図
秋草文蒔絵堤箱内容物（松應寺）

4

（文／市橋 章男 氏　表紙デザイン／生田 薫 氏）

※新型コロナウイルスの感染拡大や自然災害など
　により試験日程が延期となる場合があります。

ホームページよりお申込みいただけます。

最新情報はホームページをご覧ください。

歴史講演会 第２弾
テーマ 「三河一向一揆と二分した家臣団」

その時、どうした？！

【会員限定】食品ギフト・雑貨・食器・インテリア等の商談会

「feel NIPPON 秋 2022」出展募集

担当

担当
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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 ７/20 ㈬ 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

７/５ ㈫
７/1２㈫、８/２㈫
７/19 ㈫　
７/26 ㈫

午前10時〜
午後４時

税理士　中嶋 有美子 氏
　同　　伊豫田 洋一 氏
　同　　小島 淳 氏
　同　　小林 英之 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 ７/21 ㈭ 午後１時30分〜 弁護士　横井 克俊 氏

④ 経　営　相　談　
　  販売促進、創業等に関するご相談

７/25 ㈪
８/１ ㈪

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

⑤ 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

⑥ 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

⑦ 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）

⑧ 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 ７/12 ㈫・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

⑨ Ｄ　Ｘ　相　談
　  業務効率化・情報セキュリティ等に関するご相談 随時 ー 中小企業診断士

DX相談員 等

  ☎ご予約は①53-6165、②~⑥53-6164、⑦~⑨53-6191 「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）

STOP！熱中症　クールワークキャンペーン社労士に聞く！人事労務のツボ　第63回

　毎年、梅雨明けの７月頃から日差しが急に強くなり、
急激な気温の変化に身体が対応しきれず、熱中症が発生
する傾向にあります。
　過去 10 年間の愛知県内における熱中症発生状況（休
業４日以上の死傷災害）を見てみると、全体の約 90％
が７月及び８月に発生しています。
　また、15 時から 16 時台をピークに全ての時間帯で発
生しています。発生場所も屋外に限らず、屋内の割合も
かなり高くなっています。
　愛知労働局は、クールワークキャンペーンと銘打って、
４月から熱中症対策の啓発を行っており、特に７月は重
点取組期間として、注意を呼びかけています。

　熱中症を防止するために、事業主が取り組むべき事項
として、作業時間の短縮や適切な休憩時間の確保、休憩
場所の整備、水分及び塩分摂取のための整備などに加え、
WBGT 値（暑さ指数）測定器を利用した対策等も推奨
しています。
　また、労働者一人ひとりが、熱中症予防を意識できる
ように、日々の健康管理（夜更かしを避ける、朝食をとる、
適量な飲酒など）に努めることや、異常を感じたらすぐ
に申し出ることなどを意識づけるための啓発活動も積極
的に行うようにし
ていきましょう。

⇒詳細は STOP！熱中症　愛知労働局 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）
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