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　11月7日にがまごおり創業支援ネットワークの連携事業として「コワーキングＥＧＧ」を本所会館内に開設しました。

　「コワーキングＥＧＧ」は、創業予定者、創業間もない方及び新規事業を考えている方を対象に「インキュベーション機能」、「スペース＆セミナー機

能」、「シェアオフィス機能」を兼ね備えた蒲郡初の施設です。「コワーキングＥＧＧ」を活用する利用者同士の情報交換・共有、人脈形成などを通じ、

地域のイノベーションの源泉となる創業を促進させることを目指します。（詳細は折込みのパンフレットをご覧下さい。）
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　医療機関と連携して巡回健診を実施しています。会社

で一斉に受診することができる為、受診率を高めることが

でき、短時間に効率的に検査を行うことができます。協力

会社にも受診紹介をし、一緒に仕事をする会社全体での健

康経営を推進しています。

　週初めの朝礼の機会を利

用し、副社長が健康に関す

る情報提供を行っています。

　生活習慣病予防や健康

と運動に関する内容など幅

広いテーマを取り上げ、セミ

ナーや勉強会にも積極的に

参加するなど、健康に関す

る知識を深めています。

　手指消毒液アルコールを社内に設置しています。さまざ

まなウイルスや細菌に効果があるアルコール消毒液を使うこ

とで、インフルエンザ・ウィルス感染症などの予防対策に積

極的に取り組んでいます。

　34歳以下の社員は、健診項目を増やした精度の高い診断
を、また35歳以上の社員には、通常健診に加え、胸部ＣＴ・
内臓脂肪ＣＴ・胃カメラ・腹部超音波検査等と婦人病検査
を含めた人間ドックを実施しています。そして、健診結果に
より再検査などが必要な場合は、業務時間内に早期の病院
への受診を必須としています。また、これら健康診断は、全
額会社負担で行なっています。

　
　朝礼後に毎朝全社員でラジオ
体操を行っています。平成11年度
には、東海郵政局からラジオ体操
優良団体等地方表彰を受けるな
ど、50年以上前から社員の健康
づくりに継続的に取り組んでいま
す。

　複数個所に消毒液の設置はもちろん、出勤簿近くに自由
に使用できるようマスクを用意しています。マスクを着用す
ることで、「周りに広げないこと」「周りからもらわないこと」
を徹底し、風邪やインフルエンザなどの感染症予防に取り
組んでいます。

　社員のコミュニケーションをはかるため、毎年社員研修旅
行を実施しています。仕事をスムーズに進めていくためにも、
コミュニケーションは重要であると考えています。

　社員の人生において仕事をして

いる時間のウエイトは大きく、会社

が責任を持って行動する必要があ

ります。健康経営の取り組みを継

続することで、社員一人一人が健康

への意識を高め、更に個々で進ん

で取り組みが行われるような形を

目指していきたいと考えています。

　優秀な人材が長く在籍でき、存

分に力を発揮してもらえるよう、社

員への健康に関わる投資は、積極

的にサポートし、「自らの健康に対

する高い意識は、かけがえのない

家族の為に何より大事」という、社

員一人ひとりの啓発にも心掛けて

います。

　蒲郡商工会議所では、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践する「健康経営」の考え方を地域の企
業活動に浸透させていくため、講演会開催の他、「健康経営」の取り組みを内外に広く発信する「健康宣言」の勧奨を推
進しています。蒲郡商工会議所においても、平成29年4月11日に「健康宣言」をし、職員の健康づくりに積極的に取り
組んでおり、また、健康経営に取り組む優良な法人を認定する制度である「健康経営優良法人2017（中小企業法人部
門）」にも認定されました。
　11月号では、本所と同じく「健康経営優良法人2017」の認定を受けた小池商事㈱と小森㈱の健康経営に関する取り組
みについて紹介します。従業員の健康は企業経営の重要なファクターとなっています。会員企業様におかれても、ま
ず「健康宣言」にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。「健康宣言」「健康経営優良法人2018」認定申請について、
詳しくは事務局までお問合せ下さい。

健康経営優良法人2017
小池商事㈱&小森㈱
取り組み紹介

小池副社長に聞く～健康経営～ 市川社長に聞く～健康経営～

巡回健診を実施

社員に向けて健康講和を実施

手指消毒液アルコールを設置

毎朝のラジオ体操

充実内容の健康診断を実施

社員研修旅行の実施

マスクを設置

社員の健
康管理に

コミュニ
ケーショ

ン

の促進

感染症
予防に

協力会
社と共

に

感染症予
防の徹底

健康知
識の向

上

小池商事株式会社 小森株式会社

健康な体
づくりに

　本所会報「The Chamber News」を、お読み下

さりありがとうございます。

　昨年同様、来月号（平成29年12月号）は休刊と

させていただき、１月号は発行日を1月15日より

１月初旬に変更して、新年号として発行致しますの

でよろしくお願いします。

年末年始の業務のお知らせ
　年末年始の業務は、勝手ながら下記のとおりとさ
せていただきます。皆様にはご迷惑をお掛けします
がよろしくお願いいたします。

仕事納め：12月28日（木）

仕事始め：   1月  4日（木）

※休業期間：12月29日（金）～1月3日（水）
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新年交礼会開催のご案内

恒例の本所平成30年新年交礼会を、次のとおり開催しま
すので、ご出席くださいますようご案内申し上げます。

　日時：平成30年1月11日（木）
           午前11時より
　場所：本所　コンベンションホール
　会費：1名様　3,000円（当日ご持参ください）

ご出席いただける場合は、ご一報頂ければ、正式なご案内
を送付いたします。

■お問合せ　蒲郡商工会議所　℡ 0533-68-7171

平成30年１月初旬に発行されるThe Chamber News－
がまごおり－新年号で、紙上名刺交換を行います。掲載を希
望される方は、蒲郡商工会議所広報担当までご連絡下さい。

　1マスの大きさ：縦4.5cm、横3.0cm
　掲載料：１マスにつき2,000円
　締　切：11月24日(金)

■お問合せ　蒲郡商工会議所 広報担当　℡ 0533-68-7171

平成30年新年号
紙上名刺交換のご案内

第３３５回常議員会開催

会員加入承認に関する件が承認されました

本所副会頭　

　  竹田 知史氏　黄綬褒章受章
　  蒲郡信用金庫　緑綬褒章受章

　去る１０月２６日、第３３５回常議員会を本所に
て開催し、原案通り承認されましたので、ご報告い
たします。

◇議案第１号
　会員加入承認に関する件
◇議案第２号
　コワーキングＥＧＧ利用規則承認に関する件

報告事項
議員の職務を行う者の異動について▼一号議員の欠
員について▼蒲郡市に対する予算要望について▼ア
クションプランの上期進捗状況について▼創業支援
ネットワーク支援協力機関の新設について▼健康経
営優良法人２０１７の追加認定について▼小規模事
業者持続化補助金並びに蒲郡市販路拡大事業費補助
金の採択者について▼イチオシ逸品フェスについて
▼おらがの店じまんｖｅｒ．９について▼蒲郡シテ
ィセールスプロジェクトについて▼テックスビジョ
ン２０１７ミカワの開催について▼平成三十年新年
交礼会について▼蒲郡マリン共済キャンペーンの結
果報告について▼ベストウィズクラブ「福祉制度キ
ャンペーン」について▼その他

　秋の褒章受章者が公表され、
本所関連では、副会頭の竹田
知史氏（蒲郡信用金庫 理事長）
が、黄綬褒章を受章。また、蒲
郡信用金庫が、緑綬褒章（社会
奉仕活動）を受章されました。
長年のご功績に対する栄えあ
るご受章を、心からお祝い申
し上げます。

理事長 竹 田 知 史
蒲 郡 市 神 明 町 4 番 25 号

お客様に安心と安全を提供します。

弁理士（特定侵害訴訟代理業務可能）

代表取締役
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　厳しい経済環境の中、企業が存続し、成長・発展していくためには、何よりも人材の育成が欠かせません。本所では、
このような情勢を踏まえ、G.アカデミーを開設し、経営者から従業員までの各人の能力開発を促すための人材育成セミナ
ー・講座を数多く開催しております。また、G.アカデミーメンバー登録をいただくと、最新の人材育成セミナー情報・地域
情報満載のメールマガジン配信サービスなどを無料で利用することができます。この機会に、人材育成セミナーへの参加
及びメンバー登録をお願いいたします。

日常業務に潜む問題点を発見し、解決する手法を学ぶ！　～問題発見・解決セミナー～

日 時
12月7日（木）

10：00～ 16：30

主な
対象者

中堅社員等 ■講演会のポイント
　本セミナーでは、問題を発見し特定する

力、そしてその問題の真の原因を追及する

力を身に付けます。また解決すべき順位・

対策等、その整理方法を修得します。

講 師
㈱インソース
糠塚 淳  氏

場 所
蒲郡商工会議所
イベントホール

受講料 会員：6,000円 非会員：12,000円

人材育成セミナーのご案内

※計画内容が変更される可能性もございますので、詳細は今後ご案内させていただく各セミナーの案内状をご確認下さい。

検定試験 合格者の声

日商PC検定(文書作成) Basic級 日商PC検定(文書作成) 3級

日商PC検定(データ活用) Basic級 日商PC検定(データ活用) 3級

※学年表示は受験当時(平成29年8月実施)の学年です。

平野 香帆さん 形原小学校5年生

　少しきんちょうしたけど、練習の成
果が出せてよかったです。

藤高橋 稜さん 西浦中学校3年生

　知識科目が入り心配だったけれども受かってよ
かったです。

中山 美貴さん 中央小学校６年生　
　わからない問題もあったけれど、
合格できてうれしかった。

竹内 陶真さん 三谷中学校3年生

　一度落ちてしまったけど、そこからしっかり勉
強して合格できたので、うれしいです。

石川 貴恵さん 塩津中学校1年生

　分からない所もあったけど、合格できて、よか
ったです。

中山 亜美さん 中部中学校3年生

　筆記試験が特に難しかったけど、資
格がとれてうれしかったです。

平野 櫻和子さん 三谷中学校3年生

　問題が難しくて焦ったけれど、最後まで粘って
合格できたので安心しました。

試験会場：
グッドラック教育センター (蒲郡市神明町2－1)         

株式会社 アクティー
交通ルールを守りましょう

http://www.acty-info.com
E-mail：info@acty-info.com

－Agreement Creation Trust  調和と創造と信頼－

■本社  豊橋市東光町7番地の1

☎0532-65-8080
■蒲郡オフィス  蒲郡市宝町9番2号セントラルビル2F

☎0533-69-2228

総合人材
ビジネス

人材の流動化とアウトソーシングは
総合人材ビジネスのアクティーから

・人材派遣  ・紹介予定派遣 

・職業紹介（正社員）・各種生産工程請負受託

・労務管理/コンサルティング ・介護デイサービス

♦人事システムの効率化

♦企業の合理化をお手伝い

税理士法人  みどり経営
●代表社員税理士  天野 卓男 　●社会保険労務士  守山 暁子

フレー
フレー

フレ
ー

フレー

経営計画・公的資金や助成金の活用など
御社の資金繰りを強力にバックアップします！

相続・事業承継・創業支援 etc 

お気軽にご相談下さい。

会計・税務のトータルサポート

株式会社みどり経営システム

URL : http://www.midori-keiei.com

刈谷市幸町2-3-3  TEL.0566-23-3240
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去る10月4日、10月例会「東三河を学び、想いをカ
タチに。」を蒲郡商工会議所にて開催しました。
研修委員会（中野香余委員長）企画の本例会は、豊

橋市を拠点に各地で活動されている「花男子プロジェク
ト」の近藤祐司代表による講演と、パフォーマーのお二
人を加えて実際に花束づくりを行うワークショップを開催
しました。
愛知県は、東三河を中心に切り花や鉢植えの生産額

で長年に亘って全国一位となっています。同プロジェクト
は「日本一花を作る町を、日本一花を贈る町にすること」
を目指し、花贈りパフォーマンスはじめイベント等のプロ
デュースや展示でメディア出演も多く、注目を集めています。
講演の中では、近藤代表より市場が縮小している花

き産業の現状から、プロジェクト結成に到る経緯、B-1、
マラソン、ラグーナテンボス等の各地で手掛けた活動の
ほか、人から人へと贈られる事で花が生み出してきた「感
動」について数多くのエピソードをお話いただきました。

講演に続いてはKenny氏、Saori 氏のパフォーマー
二名を加え、音楽と共に花束をつくるパフォーマンスの
披露と、参加者一人一人が大事な方へ向けて、それぞれ
の想いを込めた花束づくりを実践しました。
東三河の基幹産業の一つである「花き産業」につい

て学ぶと共に、自ら花束をつくり、それを家族等へ贈る
事を通じて、学び多き例会となりました。

　蒲郡商工会議所青年部（鈴木礎会長）および蒲郡シ
ティセールスプロジェクト（鈴木寿明プロジェクトリーダー）
は、国内最大級のご当地うどん大会「第 7回 全国ご当
地うどんサミット2017in 熊谷」に「ガマゴリうどん」を
出展します。
　同大会は、第 4～ 6回大会（平成 26 ～ 28 年度）に
かけて蒲郡市にて開催し、多くの来場者・出展者の方に
お越しいただきましたが、本年度は埼玉県熊谷市に舞
台を移して、30店舗参加のもと盛大に開催されます。
　第 3回の東近江大会で初出場初優勝に輝いた「ガマ
ゴリうどん」は、当市での開催にあたって投票部門に加
わらないオープン参加形式となっておりましたが、熊谷
大会からは一出展者に戻って参加を行います。
　優勝あるいは入賞を目指すことはもちろんですが、初
の関東圏開催となる同大会を通じて、当市の魅力を広く
届けて参ります。

11月例会  「全国ご当地うどんサミット2017 in 熊谷」
日　時   ：11月18日㈯・19日㈰
会　場   ：埼玉県熊谷市

12月例会 「集まろう 朝市で漁師メシを食べよう」
日　時   ：12月9日（土）
会　場   ：知柄漁港

10月例会「東三河を学び、想いをカタチに。」
花男子プロジェクトに学ぶ

次回例会

例会参加者による記念撮影

講演する近藤代表

真剣な表情で花束をつくる参加者

Saori氏、Kenny氏、近藤氏

全国ご当地うどんサミット2017in熊谷
国内最大級のご当地うどん大会へ向けて

次代を担う若手経営者たちへ　経営者として成功し、誇りある蒲郡を築くために

蒲郡商工会議所青年部　新入会員募集中！ー50歳までの経営者・後継者の方ー

お問い合わせは事務局まで　Tel : 0533-68-7171　Fax : 0533-68-0339　E-mail : yeg@gamagoricci.or.jp

地域の活性こそが我らの力になる！
本気！！馬鹿になる賢さをもって！
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local business outlook

　10 月の全産業合計の業況DI は、▲ 16.0 と、前月から▲ 0.7 ポ
イントのほぼ横ばい。電子部品、自動車、産業用機械関連の生産や、
インバウンドを含む観光需要が引き続き堅調に推移した。他方、
公共工事の一服感を指摘する声が聞かれたほか、長雨などの天候
不順による客足減少、人手不足の影響拡大、運送費・原材料費の
上昇、消費者の低価格志向を指摘する声も多い。中小企業の景況
感は総じて緩やかな回復基調が続いているものの、そのマインド
には依然として鈍さが見られ、足元でほぼ横ばいの動きとなって
いる。
　先行きについては、先行き見通しDI が▲ 14.1（今月比＋ 1.9 ポ
イント）と改善を見込むものの、「悪化」から「不変」への変化
が主因であり、実体はほぼ横ばい。輸出や設備投資の堅調な推移
や株高進行による個人消費の持ち直し、インバウンドを含めた観
光需要拡大などへの期待感がうかがえる。他方、人件費の上昇や
受注機会の損失など人手不足の影響の深刻化、運送費・原材料費
の上昇などを懸念する声も多く、中小企業においては先行きへの
慎重な見方が残っている。　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（日本商工会議所調査）

★ 鉄鋼や合板などの建材価格が上昇傾向にあり、採算は悪化。公
共工事の発注量に陰りが見え始めており、手持ち工事が不足し
ている（土木工事業） 
☆ 民間工事を中心に工事案件は豊富なため、売上は改善した。だ
が、自社の人手不足のほか、下請企業の人手不足も深刻なため、
受注を見送ることが増えている（一般工事業） 
 

☆ 新造船需要の低迷で取引先からの発注が減り、売上・採算は悪
化が続いてきたが、ようやく新規受注が決まり、今後の生産活
動の見通しが立ってきた（金属製品製造業） 
☆ 世界的な需要増で、自動車やロボット関連からの引き合いが多
く、売上は改善。すでにフル生産の状態だが、それでも需要増
に追い付かない（電子部品製造業） 

☆ 建設業の民間工事受注が堅調で、売上は改善。幹線道路沿線では、
インバウンド需要獲得を目指し、ホテル建設など不動産活用の動
きがあり、今後の受注増が期待できる（建設資材等卸売業）
★ 運送費や仕入価格の上昇により収益が圧迫されている。販売
価格への転嫁は難しいため、利益率の高い商品へ転換するな
ど仕入商品を見直し、粗利の確保に努める（飲食料品卸売業） 

★ 長雨などの天候不順により大幅に客数が減少した。最低賃金上
昇によりコスト増が見込まれるが、消費者の生活防衛意識や
競合他社の価格設定などを考慮すると値上げには踏み切れない
（スーパーマーケット） 
☆ 気温の低下に伴い秋冬物衣料に動きが見られたことに加え、イン
バウンド需要が引き続き好調で、売上は改善した。ハロウィンをテー
マにしたイベント開催の効果も出ている（百貨店）  

★ 売上は堅調だが、人材の確保に苦戦している。求人に要する費
用が売上の２％近くに達するなど、利益が大幅に圧縮され、採
算悪化となった（飲食業） 

★ 自動車関連等の製造業や建設業からの引き合いが好調で、鉄鋼
やアルミなどを中心に配送需要が増加した（運送業）

建 設 業 （業況ＤI値）

製 造 業 （業況ＤI値） サービス業 （業況ＤI値）

小 売 業 （業況ＤI値）

卸 売 業 （業況ＤI値）
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三河観光ＧＯＮ 観光情報コーナー

冬の“家康公イベント”目白押し！

 イエヤスコウイルミネーション
【日時】11/25(土)～1/8(月・祝 ) 17:00～22：00
【会場】岡崎公園内

 岡崎 泰平の祈り
【日時】11/25(土)　夕暮れより
【会場】乙川　殿橋下流

 家康公生誕祭
【日時】12/23（土）～26（火）
【会場】岡崎公園周辺
　・開会式～生誕祭イベント
　　【日時】12/23（土） 12:30 ～ 20:00
　　【会場】能楽堂他
　・直虎劇～竹千代祭り
　　【日時】12/24(日) 13:00 ～ 20:00
　　【会場】家康館前他
　・祝い太鼓～献上餅つき
　　【日時】12/25( 月) 11:00 ～18:00
　　【会場】家康館前他
　・生誕祝い餅投げ
　　【日時】12/26( 火 ) 12:30・17:00 の 2 回

 井伊岳夫氏講演会｢彦根藩 井伊家の歴史｣
【日時】12/24(日) 14:00 ～16:00
【会場】岡崎商工会議所

　徳川家康公生誕のまち、岡崎では、誕生日の
12月 26日に向け、関連イベント盛りだくさん！ 
詳細はお問合せください。

　抹茶街道をボランティアガイドと一緒に歩き、抹茶工場を見学します。
【日 時】11月26日(日)9：45～13：00頃
【集 合】㈱松鶴園（西尾市上町南荒子50-2）
【参加費】 1,000円（ガイド･抹茶スイーツ券含む）

※幼児は同伴不可
【定 員】20人
【締 切】開催日の３日前
■お問合せ　 西尾市観光協会　℡ 0563-57-7882
　　　　　　http://www.240kanko.com/

■お問合せ プログラム事務局 (蒲郡市観光協会 )　℡ 0533-68-2526

■お問合せ
  蒲郡商工会議所　℡ 0533-68-7171

12/24 (日)まで
開催中!!

7つのプチ旅

西尾の抹茶街道を歩こう！ 抹茶スイーツ券付き

『労働保険に入っていない会社に、人が集まるでしょうか？』
労働保険は、社員とその家族だけでなく会社も守る保険です。

正社員、派遣、パート、アルバイトに限らず、ひとりでも雇ったら労働保険に入る。
それが、経営者の義務であり責任です。

　「労働保険」とは、労災保険と雇用保険とを総称した名称です。
　労働者（パート、アルバイトを含む）を一人でも雇えば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主
は加入手続きを行わなければなりません。（農林水産の一部を除きます。）

■お問合せ　蒲郡商工会議所　労働保険事務組合　℡0533-68-7171

「イエヤスコウ イルミネーション」

「西尾のお抹茶」

11/30(木)まで開催中! !

アクサ生命保険株式会社　岡崎支社 豊橋営業所
〒440-0075 豊橋市花田町石塚42-1　豊橋商工会議所ビル６階　TEL 0532-55-8070

AXA-A2-1707-0221/801

アクサ生命は、商工会議所と協力し、会員事業所の各種ニーズ（弔慰金・見舞金制度、退職金制度、
リスク対策や事業承継など）を共済制度/福祉制度でサポートしています。

事業承継対策の一環として、

自社株の概算評価をおすすめします
事業承継に向けて、経営者が準備すべきことは多岐にわたります。
とりわけ、「自社株」の承継は経営権と財産の承継両方に関連し税負担な
ども伴う重要な問題で、早く始めることが肝要ですが、自社株の評価額が
分からなければ対策は立てられません。
そこで、商工会議所の共済/福祉制度の引受会社のアクサ生命では、「自社
株概算評価シミュレーション」を無料で実施させていただいております。
是非、この機会にご相談ください。

〒442- 0061  豊川市穂ノ原3丁目14番地8
電話 0533-86-8138（代）  FAX 0533-86-8924

代表取締役 細  井　幸  一
三河物産株式会社

ISO14001:2004認証取得

当社は循環型社会を目指して
金属回収に全力を注ぎます。

製鋼原料・非鉄金属

産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物中間処理業

〒443-0005 愛知県蒲郡市水竹町上リ島 5

H.P. 090-1410-3667
TEL/FAX〈0533〉79-8935
E-MAIL  ishida-sr@sk.aitai.ne.jp

石田社会保険労務士事務所

社会保険労務士

登録番号 :23150057号

石田武則

年金・助成金・就業規則・お給与計算・労働保険と社会保険の各種お手続き
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　三河・知多地域を中心とした中小企業の受注機会の
増大及び新規取引先の開拓を図るため、三河・知多地域
の各商工会議所と共催で、下記のとおり商談会を開催い
たします。

■日 時　平成30年2月20日(火) 13 :00 ～ 17 :10

■場 所　 刈谷市産業振興センター「あいおいホール」

■参 加 費　無料

■受付期間　平成29年11月15日(水)～ 12月15日(金)

■募集企業　 150社（予定）※愛知県内に事業所がある中

小企業者。なお、ご参加に際して、『(公財)

あいち産業振興機構』へ登録(無料)が必要

です。

■参加発注企業　 (公財)あいち産業振興機構のＨＰに

てご確認下さい。

■商談方法　発注企業と受注企業の個別面談

■申込締切　平成29年12月15日(金)

■お問合せ

(公財)あいち産業振興機構　℡ 052-715-3068

地域商談会(三河・知多会場)

受注企業参加を募集！！

■開催時期　平成29年12月12日（火）13：30～16：00
■場 所　名古屋商工会議所5階 会議室ABC
■内 容　説明会　
　　　　　　①容器包装リサイクル制度
　　　　　　② リサイクル（再商品化）の委託申込手

続き等
　　　　　　個別相談会
■お申込み･お問合せ
　名古屋商工会議所（環境・エネルギーグループ）
　℡052-223-6748

　家庭で消費される様々な商品に使われる「容器」や
「包装」は、多くの素材で製造されています。そのう
ち、ガラスびん、ＰＥＴボトル、プラスチック製およ
び紙製（飲料用紙パック、段ボールを除く）の容器・
包装を利用する“中身商品の製造事業者（食品・清涼
飲料・酒類・石けん・塗料・医薬品・化粧品など）”、
あるいは“容器そのものの製造事業者”、商品の販売
の段階で新たに容器・包装を使用する“卸・小売事業
者”、さらには“商品の輸入業者”の皆様には、「容器
包装リサイクル法」（平成12年4月完全施行）によっ
て、それら容器包装を再商品化（＝リサイクル）する
義務が課せられています。また、義務を怠ると国（所
管：環境省、経済産業省、財務省（国税庁）、厚生労働
省、農林水産省）からの指導や法的措置もあるなど、
ご留意をいただきたい事項も多くございます。
　そこで、公益財団法人日本容器包装リサイクル協
会は、今回、名古屋商工会議所、日本商工会議所との
共催で、これら容器包装に関わる事業者の皆様（ただ
し、同法が規定する小規模事業者は適用外）に、同制
度の基礎知識と、リサイクル義務を果たすための事
務手続等について、改めてご理解を賜りたく、説明
会・個別相談会を開催いたします。リサイクル義務
を負う事業者の皆様には奮ってご参加をお願いいた
します。

伊藤光学工業株式会社
眼鏡レンズ・コンタクトレンズ・光学機能部品製造

〒443-0041 愛知県蒲郡市宮成町 3番 19号
TEL〈0533〉69-3311（代）　FAX〈0533〉67-3188
http://www.itohopt.co.jp/

東海精密工業株式会社

株式会社ティー・エス・エル

株式会社伊藤オプチカル

株 式 会 社 エ ツ ミ 光 学

愛 知 県 蒲 郡 市

東 京 都 墨 田 区

（本社）愛知県蒲郡市

福 井 県 鯖 江 市

光学プラスチックの設計・金型・成形・コーティング

メガネレンズ小売店への販売

メガネの小売「メガネで遊ぶ」fxg

眼鏡レンズ・サングラスなどへのコーティング

伊藤光学グループ

ISO 9001
ISO 14001

包む包む

蒲郡市浜町94-2（蒲郡市テニスコート前）
TEL (0533)69-6321  FAX(0533)69-7320

西三河営業所　高浜市小池町2-6-15
TEL (0566)54-5314       

【取扱い品目】：段ボール　化粧箱　ポリ袋　
　　　　　　　ラミネート袋　粘着テープ類　印刷物
　　　　　　　シール　物流機器　省力機器　等

★ 今のパッケージングを少し変えてみませんか？
★ 倉庫内・工場内をより効率的に、より安全にしませんか？
★ 物流方法・保管方法も提案させて頂けませんか？
★ 様々なご要望にお応えします。

創業67年-地域の皆さんにお世話になってきました。

株式会社 ニシキヤ

   加入申込み・お問合せは・・・
【 蒲 郡 商 工 会 議 所 】　TEL:0533-68-7171

経営者のための
退職金積立制度 小規模企業共済制度

小規模企業共済制度

掛金は全額所得控除になるため
節税のメリットもあります

※加入資格は、従業員が20人以下（商業・
サービス業では5人以下）の個人事業主・
共同経営者及び会社役員
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■お問合せ　会館担当　℡ 0533-68-7171　

会議室等利用料

■会議室利用料金表（会員）           （単位：円  消費税込）

■設備・備品利用料金表

設備・備品名称 利用料金

音響システムA 2,700

音響システムB（ホールB専用） 2,160

常設プロジェクター 3,240

常設スクリーン 2,160

ワイヤレスアンプ 540

レクチャーアンプ 1,080

プロジェクター 2,160

スクリーン 540

TVモニター 1,080

BDプレーヤー 1,080

DVDプレーヤー 1,080

VHSプレーヤー 1,080

音響システムC（特別会議室1専用） 3,780

音響システムD（イベントホール専用） 2,160

金屏風 2,160

インターネット接続 2,160

追加机（当日空室のある場合） 270

追加椅子（3脚）（当日空室がある場合） 270

■設営撤収時間・料金表

会議室等名称
設　営 撤　収 設営・撤収

時　間 料　金 時　間 料　金 時　間 料　金

コンベンションホール 1時間15分 1,350 45分 810 2時間 2,160

コンベンションホールA 45分 810 30分 540 1時間15分 1,350

コンベンションホールB・イベントホール 30分 540 20分 270 50分 810

201会議室・205会議室 15分 270 15分 270 30分 540

202.203/203.204会議室一括 15分 270 15分 270 30分 540

202.203.204会議室一括 30分 540 20分 270 50分 810

会議室等名称
料金

区分

利用料金

午　前
9:00 ~12:00

午　後
13:00 ~17:00

夜　間
18:00 ~ 22:00

コンベンション
ホール

平日 23,220 25,650 28,350

休日 27,860 30,780 34,020

コンベンション
ホールA

平日 17,010 18,630 20,520

休日 20,410 22,350 24,620

コンベンション
ホールB

平日 9,180 10,260 11,340

休日 11,010 12,310 13,600

101会議室
平日 2,700 3,240 3,510

休日 3,240 3,880 4,210

201会議室
平日 4,590 5,130 5,670

休日 5,500 6,150 6,800

202/203/204
会議室

平日 3,240 3,510 4,050

休日 3,880 4,210 4,860

202.203/203.204
会議室一括

平日 5,670 6,480 7,290

休日 6,800 7,770 8,740

202.203.204
会議室一括

平日 7,560 8,640 9,450

休日 9,070 10,360 11,340

205会議室
平日 4,050 4,590 5,130

休日 4,860 5,500 6,150

イベントホール
平日 9,180 10,260 11,340

休日 11,010 12,310 13,600

特別会議室1
平日 12,960 14,310 15,930

休日 15,550 17,170 19,110

特別会議室2
平日 4,590 5,130 5,400

休日 5,500 6,150 6,480

コンベンションホール

蒲郡商工会議所会館では、少人数での打合せや大規模な集会、商品

展示会など様々な用途にご利用いただけます。また、音響・映像・

会議システムなど各種機器を取り揃えて、会員各位のご利用をお待

ちしております。お気軽にお問い合わせ下さい。

（単位：円  消費税込）

（単位：円  消費税込）

201会議室 特別会議室1
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◎相談は無料です。
　担当の都合により、日時を変更する場合もありますので事前にご確認下さい。（TEL：0533-68-7171）

年金相談は12時～13時は休憩となります。

◆12・1月の商工相談日◆

予約電話番号
0532-33-4111
（自動音声1→2）

チラシ折込 & 広告掲載 のご案内
　蒲郡商工会議所では、会員限定サービスとして会報誌“The Chamber News がまごおり”へのチラシ

折込・広告掲載を実施しています。企業名、製品・商品の宣伝、PRなどに是非ご活用下さい！！

■チラシ折込
　 会報誌へ貴社チラシを折込ます。商品・サービスまたはイベント・講演会等の告知にご利用下さい。

※チラシの体裁や内容によってはご希望に添えかねる場合もあります。予めご承知置きください。

※チラシ納入前にサンプルを確認させていただきます。

※年間契約は4月～ 3月

 ■お問合せ・お申込み　蒲郡商工会議所　広報担当　TEL：0533(68)7171

蒲郡商工会議所会報 “The Chamber News がまごおり” への  

チラシサイズ 料金（税込）

 A４版 ￥32,400

 A３版（二つ折り） ￥43,200

 その他（冊子・特殊形状） ご相談ください

申込期限 原則、発行日の1ヶ月前

チラシ納品期限 原則、発行日の10日前

チラシ納品部数 2,050部

料 

金 
表

掲載スペース 1回あたり（税込） 年間契約（11回）（税込）

 1段×１/２    ［4.7cm×8.4cm］ ￥  4,620 ￥  46,200 

 1段          　  ［4.7cm×17.4cm］ ￥  9,250 ￥  92,500

 ２段×１/２ 　［10.1cm×8.4cm］ ￥  9,250 ￥  92,500

 ２段           　 ［10.1cm×17.4cm］ ￥18,510 ￥185,100

料 

金 

表

会員限定

■広告掲載
　 掲載契約は、年間契約と回数契約の２通りです。掲載場所は、本所の指定するところで毎月変わります。

　 掲載スペースに応じた料金体系は下記の通りですが、定めの無いコマ割りについてはご相談下さい。
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種 別
相　談　日

相 談 員 種 別
相　談　日

相 談 員
12月 １月 12月 １月

ビジナビ経営相談
5日㈫ 10日㈬ 経営コンサルタント

中 小 企 業 診 断 士
日 野　 眞 明

労 働 相 談
13日㈬ 10日㈬ 社会保険労務士

小 林 英 一 郎13：00～17：00  予約制 13：00～16：00  予約制

経 営 相 談
19日㈫ 16日㈫ 蒲信経営相談センター

中 小 企 業 診 断 士 税 務 相 談
12日㈫ 9日㈫ 東 海 税 理 士 会

豊 橋 支 部 10：00～12：00  予約制  13：00～16：00  

金　 融　 相　 談

21日㈭ 18日㈭ 日本政策金融公庫
豊 橋 支 店
（国民生活事業）

特 許 相 談   22日㈮
13：00～16：00

休み
弁 理 士
尾 崎 隆 弘10：00～12：00  予約制

随時開催  予約制
日 本 政 策 金 融 公 庫
岡崎支店（中小企業事業） 登記測量相談    8日㈮

13：00～16：00 休み
司 法 書 士
土地家屋調査士

15日㈮ 19日㈮ 
愛知県信用保証協会

下 請 取 引・
あっせん相談

随時開催（予約制）
（公財）あいち
産業振興機構13：00～16：00  予約制

法 律 相 談
6日㈬ 10日㈬ 弁 護 士

坂 口 良 行 年 金 相 談

    7日㈭・14日㈭

   21日㈭・28日㈭
 4日㈭・11日㈭
18日㈭・25日㈭

豊橋年金事務所

13：00～16：00  予約制 9：30～15：30   予約制


