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～臨時議員総会および常議員会を開催～ 

会頭に豊島半七氏(豊島㈱)再任、第二期体制スタート 

新副会頭には粟野秀樹氏(いちい信用金庫)・森正志氏(モリリン㈱) 

総会では、そのほか、副会頭・常議員・監事・専務

理事の選任(次頁参照)を行い、続いて開催された常議

員会において、顧問、相談役の承認、常務理事の選任

および議員代表者の変更が報告された。 

また、今回の改選に伴い、新たに就任した議員(下記

参照)には、豊島会頭より議員バッジが贈呈された。 

 

■ 新規議員事業所 ■ 

（※敬称略） 

事 業 所 名 氏  名 

㈱桑原一宮営業所 桑原 英樹

ダイショーニット㈱ 辻  哲也

名鉄西部交通㈱ 河村 富貴

日本エコシステム㈱ 松島   穣

協同組合一宮繊維卸センター 滝   幹夫

学校法人修文大学 丹羽 利充

豊島会頭 就任あいさつ 

  

 このたび、皆様のご推 

挙により、一宮商工会議 

所会頭に選出いただきま 

した。 

微力ではありますが、 

この 2期目も地域商工業 

の発展に精一杯務めさせいただきたいと存じますの

で、議員の皆様方の格別のご支援を賜りますようお

願い申し上げます。 

平成 25 年 11 月 1 日に、一宮商工会議所会頭とい

う大任をお引き受けして、3年が経過いたしました。 

この間、本所役員・議員をはじめとする会員皆様

のご協力により、また一宮市のご支援もいただきな

がら、永年の念願でありました新会議所ビルを新た

なビジネスと会員交流の拠点とするとともに、創業

支援やビジネスマッチングの強化、広報活動の多様

化、商店街・個店の新たな支援など新規事業にも取

組むことができました。誠に有難うございました。 

引き続き、一宮商工会議所は地域総合経済団体と

して存在意義をさらに高め、「信頼され、存在感のあ

る商工会議所」を目標に掲げ、行政とも連携して当

地の産業育成、産業誘致を進めてまいります。 

また、多様で複雑化する中小企業の経営課題に対

して、キメ細かな伴走型支援を行う体制を整備し、

会員企業の持続的な発展につながるよう各種の施策

を講じてまいります。 

 一宮市は優れた交通インフラ、38 万人余の人口、

自然や歴史遺産など多様な地域資源を有しておりま

す。「一宮モーニング」、「だいだいフェスタ」、「いち

のみや食ブランド」などの地域資源を活用して、都市

のブランディング化を進めることで、当市の知名度ア

ップと魅力アップに努めてまいります。 

 何よりも、地域経済の活性化を進める中で、「この

街に住んでみたいヒト」、「この街で創業してみたいヒ

ト」を増やしてまいりたいと考えております。 

■ 議員代表者変更 ■ 

（※敬称略） 

事 業 所 名 氏  名 

㈱滝善 滝  善藏 

いちい信用金庫 粟野 秀樹 

尾西信用金庫一宮支店 高間 正道 

㈱キシショッピングセンター 牧島  禎彦 

一宮商工会議所は、11 月 1日、臨時議員総会および常議員会を開催し、任期満了に伴う役員の選任を行

い、豊島会頭第 2期の新体制が発足した。 

新役員の任期は、平成 31 年 10 月 31 日までの 3年間となる。 

会頭就任にあたり、所感の一端を申し上げました

が、皆様方のご期待に添えるよう、精一杯務めさせ

ていただきたいと存じますので、何卒ご支援、ご鞭

撻を賜りますようお願い申し上げます。 

 

△総会で挨拶する豊島新会頭

■ 相談役 ■ 

（※敬称略） 

氏    名 

佐々木  光男   (元会頭) 

森      克彦   (元会頭) 

藤原    基弘  (元副会頭) 

長尾  大八郎  (前副会頭) 

 
■ 顧問 ■ 

（※敬称略） 

氏  名 

大村  秀章  (愛知県知事) 

中野  正康  (一宮市長) 
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    ◇一宮商工会議所役員・議員一覧    ※順不同・敬称略 

 

会 頭  豊 島 半 七  ：  豊島株式会社 
副 会 頭  高 岡 幸 郎  ：  株式会社ソトー 

則 竹 伸 也  ：  共和食品工業株式会社 
粟 野 秀 樹  ：  いちい信用金庫  
森    正 志  ：  モリリン株式会社 

専務理事  中  神      優 
常務理事  原      正  則 
常 議 員 

氏 名 事業所名 氏 名 事業所名 氏 名 事業所名 

伊藤 正樹 中外国島㈱ 森  俊夫 ㈱森吉物流倉庫 高間 正道 尾西信用金庫一宮支店

長尾 昌浩 長大㈱ 垣見 正則 ㈱垣見設計事務所 白木 規博 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行一宮支社 

上田 伸一 日本毛織㈱中部事務所 木村  実 ㈱木村硝子店 植田 常幸 永興物産㈱ 

早川 隆雄 早善織物㈱ 榊原  讓 榊原建設㈱ 猪子 誠兒 ㈱エンジェリーいのこ 

宮田 智司 宮田毛織工業㈱ 西岡 則男 東洋空調㈱ 大森 輝英 大森石油㈱ 

佐々木久直 ササキセルム㈱ 安井 久雄 中野建設㈱ 杉山 貴治 ㈱名鉄百貨店一宮店 

鈴木 清治 鈴弥㈱ 西岡 隆夫 ㈱マルエム商会 光嵜 賢一 ㈱ライト 

辻  隆浩 ﾀﾞｲｼｮｰﾌｧｯｼｮﾝﾃｷｽﾀｲﾙ㈱ 柴田 哲伸 オムロンアミューズメント㈱ 岩田  功 岩田食品㈱ 

小島 幹人 日本エース㈱ 神戸 孝行 神戸産業㈱ 長谷川正己 ㈱東海パン 

青木 俊憲 ㈱シーエーシ 木村 嘉孝 ㈱木村鉄工所 岩田 孝逸 三井食品工業㈱ 

木崎 真樹 ㈱JTB 中部一宮支店 梯  國彦 ㈱シーディアイ 加藤 良克 社会保険労務士法人大和総合労務事務所 

内田  勉 西日本電信電話㈱ﾋﾞｼﾞﾈｽ営業本部尾張営業支店  矢野 尚彦 ㈱中  工 大橋 生江 中部電力㈱一宮営業所 

藤原 一弘 尾州倉庫㈱ 山上 哲司 ㈱バルダン 井上 義之 東邦ガス㈱一宮営業所 

松田 暁昌 松田自動車㈱ 鎌田 芳彰 東洋繊維㈱  

加藤 信貴 名鉄観光バス㈱ 森  初男 ㈱八丁商会  

 
監 事 

氏 名 事業所名 氏 名 事業所名 氏 名 事業所名 

野杁 章夫 ㈱のいり 滝  幹夫 (協)一宮繊維卸センター 土川 保夫 ㈱土川油店 

 
議  員 

氏 名 事業所名 氏 名 事業所名 氏 名 事業所名 

江崎 正和 江崎織物㈱ 加藤  辰己 東和システム㈱ 大野  聡 ユニー㈱テラスウォーク一宮・アピタ一宮店  

小澤  俊夫 オザワ繊工㈱ 岩田  茂樹 ㈱中村工業 渡邉  肇 菊一あられ㈱
片山 英孝 片山撚糸㈱ 松島  穣 日本エコシステム㈱ 牧島 禎彦 ㈱キシショッピングセンター
桑原 英寿 ㈱桑原一宮営業所 花木  達美 花正建設㈱ 脇田 隆祥 ㈱なごやきしめん亭
辻  哲也 ダイショーニット㈱ 平野  吉廣 平野建設㈱ 坂井田 敏行 ㈱フアキ
時田  典幸 時田毛織㈱ 金森  智博 ㈱ブレーン 藤井 典雅 フジフーズ㈱名古屋工場
平松 誠治 丸松織布㈱ 荒井  宣善 北東通信建設㈱ 加藤 亘 ㈱美ノ久
岩田  真吾 三星毛糸㈱ 村川 恭敏 村川設備工業㈱ 瀨古 篤司 ㈱アイ・シー・シー
森  隆彦 森織物(資) 森    全光 ㈱モリテツ 青山  佳裕 ㈱青山
伊藤 光治 レインボー㈱ 近藤 尚文 ㈱油傳商店 林  隆春 ㈱アバンセコーポレーション
浅井  孝介 糸喜㈱ 服部   浩 和泉化成㈱ 阿部    博 ㈱阿部商会
安藤 滋朗 ㈱ＡＳＫ 江﨑 文隆 ㈱江崎製作所 磯部  茂 磯部㈱
滝  善藏 ㈱滝善 松山 英樹 ㈱サンメカニック 国本    実 一宮紙原料㈱
玉山 一男 玉一商店㈱ 眞野 和博 眞和興業㈱ 林  一彦 (公社)一宮法人会
山口  元彦 (名)山口商店 佐々  憲一 東和工業㈱ 浜島 俊哉 ㈱壱番屋
後藤 雅徳 ㈱山本定 廣瀨 德藏 ㈱プロスタッフ 梶 喜代三郎 ㈱カジ・コーポレーション
伊藤 幸一 ㈲伊藤新聞舗 森部  克明 豊栄工業㈱ 後藤 光伸 ㈱後藤印刷所
鈴木  洋志 鈴木自動車㈱ 鷲津 暢彦 ワシズ機械㈱ 丹羽 利充 学校法人修文学院
橋本 喜弘 東海倉庫㈱ 小林  敬 アクサ生命保険㈱名古屋支社西尾張営業所 加藤 晃嗣 ㈱中日総合サービス尾張支社
伊藤  健治 永井自動車工業㈱ 枝松 俊雄 大同生命保険㈱名古屋支社一宮営業所 二ノ宮 道彦 手仕上げ本舗㈱
河村 富貴 名鉄西部交通㈱ 玉井 紀好 ㈱みずほ銀行一宮支店 栃倉  勲 ㈲栃倉勲事務所
伊貝 英治 ㈱イチテック 伊藤  裕彦 ㈲ラムダ 渡邉 一史 日興毛織㈱
加藤  敏治 ㈲加藤商会 安藤 元二 (資)安藤商店 加藤  恭章 ㈱プラスワン
矢田  賀也 ㈱サン・エネルギー・サービス  関  英司 関染料薬品㈱ 松本 興司 三井堂㈱
上田 隆章 清水建設㈱名古屋支店一宮営業所 野村 政司 ㈱のむら本店 間瀬 道男 ㈱名鉄犬山ホテルグルメ有楽
尾関 栄司 昭和土建㈱ 内藤 幹夫 ㈱文光堂   

杉山 義幸 杉山タイル㈱ 村川 文穂 ㈱むらかわ   
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 本所は、8 月 23 日に開催した常議員会・臨時議

員総会において、常設委員会の見直し（案）並びに

委員会規約の一部改正（案）が承認されたことを受

け、11 月からスタートした新議員体制において、

今後は、7 常設委員会にて活動を行うこととなっ

た。 

改編の上、新たに発足した常設委員会は右記のと

おり。 

△広報視察研修会であいさつする青木委員長

安城商工会議所と 

広報活動に関する意見交換を実施 
一宮警察署を激励慰問 

11 月 22 日、名古屋市の名鉄ニューグランドホテ

ルにおいて、愛知県商工会議所連合会会頭会議が開

催され、本所からは豊島会頭が出席した。 

当日の議題である県内各地域の抱える諸問題につ

いて、豊島会頭は、西尾張ブロック（津島・稲沢・

江南・犬山・一宮）商工会議所を代表して発言を行

本所は 10月 25 日、一宮警察署を激励慰問した。

これは、10 月 14 日に一宮市奥町地内における女

性被害強盗殺人事件の特別捜査本部が設置されたこ

とに伴い、108 名による捜査体制を敷く一宮警察署

を慰問したもの。 

当日は、豊島会頭が関屋署長に日頃の警察活動へ

の感謝と労をねぎらうとともに、慰問品を手渡し、

本事件の捜査状況や管内の防犯体制などについて懇

談した。 

11 月 21 日、安城商工会議所広報委員会のメンバ

ーが来所され、広報視察研修会として、広報活動に

関する意見交換が行われた。安城商工会議所では毎

年、広報活動に関する視察研修を実施しており、今

年度は本所への依頼がなされ実施されたもの。 

当日は、安城商工会議所より磯貝廣治・広報委員

長をはじめ 10 名が来所。本所情報委員会の青木委員

長らと、会報誌の編集実務やホームページの運営な

ど、商工会議所の広報活動全般についての詳細な質

疑応答や意見交換がなされた。 

△慰問品の贈呈の様子 

委員会名 主な所管事項 

産業振興委員会 産業振興に関すること 

まちづくり委員会 街づくりに関すること 

中小企業委員会 
中小企業相談所業務の充実に

関すること 

税制・人材委員会 企業税制・人材に関すること

観光委員会 観光振興に関すること 

情報委員会 
会議所事業の情報化・ビジネ

スマッチングに関すること 

組織運営委員会 
商工会議所の運営、財政基盤

等事業全般に関すること 

常設委員会を７委員会体制に改編 

った。 

内容は、当地域の抱える諸課題を、①小規模企業

対策、②交通インフラ整備、③地域の開発促進事業

に大別したうえで、地域活性化・産業発展・観光利

用促進の観点から、愛知県に対し様々な環境整備に

向けた支援を要望した。 

愛知県商工会議所連合会会頭会議 西尾張ブロックを代表し会頭が発言 
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 一宮コスチュームタウン推進委員会（委員長：

豊島半七会頭）は、10 月 30 日、「一宮だいだい

フェスタ大集合 for Halloween 2016」参加事業

として、名古屋学芸大学生による「ハロウィンコ

レクション 2016」を、尾張一宮駅前ビル（i-ビ

ル）3階のシビックテラスにて開催した。 

 「ハロウィンコレクション」のステージでは、

夏場から数カ月をかけ名古屋学芸大学の学生た

では、カウントダウン 

の後、中野正康市長と 

豊島会頭によりイルミ 

ネーションの点灯スイ 

ッチが押され、銀座通 

りでの花火の打ち上げとともにイルミネーショ

ンが一斉に点灯し、会場は歓声に包まれた。 

 イルミネーションに関するイベントの詳細等

は、「冬の七夕カーニバル～一宮イルミネーショ

ン～」公式ウェブサイトで、随時情報提供する。

http://www.ichinomiya-cci.or.jp/illumination/

尾州産の生地を使ったファッションショー 

名古屋学芸大学生による「ハロウィンコレクション 2016」開催 

△40 点以上のオリジナル衣装がステージ上に勢揃い 

 一宮イルミネーション協議会（会長：則竹伸也

副会頭）は、10 月 30 日の点灯式を皮切りにスタ

ートした「2016 冬の七夕カーニバル～一宮イル

ミネーション～」事業のイベントとして、「クリ

スマスメッセージツリー」の飾り付けを、12 月

28 日（水）まで、尾張一宮駅前ビル（i-ビル）3

階のシビックテラスにて行う。 

 「クリスマスメッセージツリー」では、特製の

ビッグツリーのほか、市内の保育園児の願いごと

を書いたメッセージツリー約 30 本が、シビック

テラスに飾り付けられる。 

 10月30日にシビックテラスで行われた点灯式

△ユニークな衣装も登場 

「2016 冬の七夕カーニバル～一宮イルミネーション～」 

クリスマスメッセージツリーの飾り付けがスタート 

△点灯式での中野市長と豊島会頭 

ちがデザイン・制作した、尾州産の生地を使った

40 点を越える衣装が、学生自身がモデルとなっ

て次々と披露された。 

 「だいだいフェスタ大集合」の一環として、フ

ィナーレイベント前に実施されたこの「ハロウィ

ンコレクション」には数多くの観客が集まり、学

生たちの創意あふれるオリジナル衣装の数々に

拍手が広がった。 

△クリスマス用ビッグツリー（写真は昨年度）
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いちのみや秋まつり実行委員会（委員長：則竹伸也副会頭）は、10月に一宮市内各地で行われる各種

行事・イベントが相互に連携し、共同で発信することで、一宮を盛り上げる「一宮だいだいフェスタ大

集合 for Halloween」の最終日である 10 月 30 日に、下記事業を実施した。 

138 ハロウィン～おりものパレード～ 

日 時：10 月 30 日(日)15：30～16：30 

会 場：一宮市本町商店街 

参加者数：800 名 

総来場者数：1,500 名 

主催：いちのみや秋まつり実行委員会 

主管：(公社)一宮青年会議所  

最終日のメインイベントとして、一般参加 

 

者による仮装パレードを実施。尾張一宮駅前ビル

7階シビックホールで、受付を済ませ、本町商店

街 4丁目よりパレードをスタートした。 

音楽が流れる音響カーの先導とゲスト DJ によ

るパフォーマンスの中、本町商店街を抜け三八市

広場で折り返したのち、最終地点となる葵公園

で、全体撮影を行い終了した。 

一宮だいだいフェスタ大集合 

for Halloween 2016 開催報告

△フィナーレセレモニーの様子 

△衣装コンテストの様子 

△パレードの様子 △全体撮影の様子 

衣装コンテスト 

日 時：10 月 30 日(日)17：00～17：15 

会 場：尾張一宮駅前ビル(i-ビル)3 階 

シビックテラス 

 応募組数：30 組 

総来場者数：600 名 

主催：いちのみや秋まつり実行委員会 

主管：(公社)一宮青年会議所  

おりものパレード終了後に、尾張一宮駅前ビ

ル 3階シビックテラスにて、衣装コンテストを

開催。事前に応募があった計 30 組を Web 閲覧

者による投票を経て、上位 10 組がステージに

登壇した。審査員による審査で入賞者を決定

し、入賞者発表、表彰式が執り行われた。 

フィナーレセレモニー 

日 時：10 月 30 日(日)16：50～17：30 

会 場：尾張一宮駅前ビル(i-ビル)3 階 

シビックテラス 

総来場者数：600 名 

主催：いちのみや秋まつり実行委員会 

当日は、参加団体関係者がステージに上がり、

司会者が紹介を行ったのち、全員で「ありがと

う」と御礼を言い、最終日を締めくくった。 

 今後、次年度の開催に向けて、委員会を開催

し協議を重ねる。 



 

 

 

 

 

 

 

一宮商工会議所 中小企業相談所  

TEL：85-7032    ＦＡＸ：85-7033 

Homepage http://bsc.ichinomiya-cci.or.jp 

B support usiness center 
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 本年 9 月から始まった本所創業スクールが、11

月 20 日に全 14 回の講義をもって終了し、15 名が

ビジネスプランを作成し終えて卒業した。 

 11 月 7 日に開催した第 12 回では、ノイエ代表

の飯島氏を講師に迎え、自分の思いをいかに上手

に表現し、相手に伝えるのか、プレゼンテーショ

ンの方法について、講義を行なった。第 13 回、14

回に開催するビジネスプランの発表会に向けての

開催であった。 

 

 

 

 

 

 

 

△第 12 回の講義の様子（講師：ﾉｲｴ代表 飯島氏）

 

 第 13 回は、11 月 14 日に開催。これまで創業ス

クールで学んだ知識をもとに、自身の創業計画を

作成。作成した計画を 2 グループに分け審査を行

なった。第 12回で学んだプレゼンテーションの知

識を活かし、グループの皆の前で発表を行なった。

結果、最終審査に 5名が通過した。 

 最終日は 11 月 20 日に開催。ファイナリスト 5

名は緊張しながら自身のビジネスプランを審査員

5名と受講生の前で持ち時間10分でプレゼンテー

ションした。 

 審査の結果、一宮市在住の甘利秋月さんが「医

療・介護・福祉分野に特化した活力ある組織づく

りを支援するコンサルタント」というプランによ

って、最優秀賞を受賞した。 

 受賞したプランについては、日本商工会議所が

実施する「第 3 回全国創業スクール選手権」に一

宮代表として応募することとなる。 

 卒業した創業スクール生は今後、ビジネス支援

センターの一層の支援を受けながら更なる計画の

ブラッシュアップを重ね、創業を実現していくこ

ととなる。また、過去の創業スクール参加者とと

もにアフターフォローの対象となり、創業を果た

した際には会議所事業を積極的に活用していただ

き、一宮市内で長く事業を継続していくように支

援を行なっていくこととする。 

－インタビュー 最優秀賞－ 甘利秋月さん 

         今年の6月に創業したいという

想いを持ってこの創業スクール

に通わせていただき、たくさん

の仲間に出会えたこと、多くの 

学びを得られたことに深く感謝

申し上げます。このセミナーで学んだことを生かし

て、地域貢献をしていきたいと思います。 

－インタビュー 優秀賞－ 

          安藤栄子さん 

          美容サービス付コインラン

ドリーの創業を希望。女性が

笑顔になる店舗を作りたい

です。 
安藤友子さん 

ﾏﾏ・女性の願いを叶えるため 

の隠れ家・女性専用ﾄｰﾀﾙﾎﾞﾃﾞｨｰ 

ｹｱｻﾛﾝの創業を希望。女性創業塾 

に始まり約 5ヶ月間お世話になり 

ました。おかげで私でも事業計 

画の作成ができました。 

          酒井千春さん 

           ｻｰﾄﾞﾒﾃﾞｨｽﾝﾁｪｯｸを活用し

た創業を希望。これからも自

己研鑽を続けて、知識を蓄

え、創業に向けてより準備を

していきます。 
野村敦さん 

靴のｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞで創業。ｻﾗﾘｰﾏﾝ時代 
に培った経験や人脈を活かして靴が 
原因で発生する多くの悩みを一つで 
も解決できるように活動して行きた 
いです。 
 
 
 
 
 
 
 
 

△創業スクール最終回終了後の記念写真 

平成 28 年度 地域創業促進支援事業「一宮創業スクール」全カリキュラム終了！ 

15 名が卒業。自身の作成した創業プランをもとに創業を目指す！ 



「商店街をはじめ関係者の皆様のご協力をい

ただいてここまで来ました」と話すのは、本

町でコスプレイヤーのための貸しスタジオ

「スタジオフィル愛知店」でエリアマネージ

ャーを務める佐藤精一氏。代表者の実兄でも

ある佐藤氏に、創業の動機や業務内容、今後

の展開についてお話を伺った。 

■コスプレイヤーの目線に立ったスタジオ 

創業は今から 4年前の 2012 年(平成 24 年)。

代表者自身コスプレイヤーとしてレイヤー向

けのイベントやサークルを主催していたが、

コスプレ人口が増加傾向にあるにもかかわら

ず、イベントは天候に左右されるほかコスプ

レに馴染みのない市民から好奇な目で見られ

ることがあり、イベントの開催が縮小傾向で

あったこと、レイヤーが落ち着いて撮影が出

来る環境を提供したいとの想いから東京の田

端に一号店を開店した。その後、本町商店街

や真清田神社の素晴らしいロケーションを実

際に見て肌で感じた代表者が一宮での出店を

決意、現在は田端の本店のほか、一宮市、宮 

城県名取市

の3ヵ所でス

タジオを展

開している。

一 宮 店 は

本館のほか

別館もある。

アイドルステー
ジをはじめ花魁
部屋、和室、アン
ティーク部屋、廃
墟など多種多様
な部屋があるほ
か、レンタル備品
も充実しており、
ケーキやマカロ
ン、バスケットボ
ールなどの小物
から三脚、スモー
クマシンまで用
意されている。貸
し出しはホーム
ページから予約
が可能で、料金は
平日1名3,000円
(税込)、土日祝日
は3,500円(税込) 
から利用可能。 

10 月からは新サービスとしてポイントカードサー

ビスも開始した。 

顧客層は 10 代、20 代が大半で 9割 9分は女性客

であるという。口コミや国内最大のコスプレ専門

SNS「コスプレイヤーズアーカイブ」、ツイッターで

の拡散などで一定数の顧客が付いており、今ではコ

スプレイヤーたちが本町商店街を練り歩く風景も

珍しいものではなくなった。防犯対策にも気を配っ

ており、カメラを設置している。またコスプレイヤ

ーが撮影をする際に近隣に迷惑がかからないよう

適宜巡回し、撮影マナーなども指導している。 

■今後の目標 

 アニメや漫画は流行り廃りが激しくニーズの先

読みが求められる難しい仕事でもあるが、「今後も

飽きられないスタジオ作りに努めていきたい。いず

れは関係機関とも連携し、一宮市で一大イベントを

開催したい」とエリアマネージャーは意気込んでい

る。更なる飛躍を期待したい。 

 

 中小企業相談所は、国･県の中小企業施策の普及にあたり､特

に小規模事業者の皆様の経営、金融、税務、経理、労務などに

関する経営支援を行う機関です。10 名の経営指導員が、それぞ

れ地区を巡回し、商工会議所の会員・非会員の区別なく相談に

応じております。勿論、業務上知り得た秘密は厳守します。 

 
Q  創業後、苦労した点などがあれば教えてください。 
A  経営ノウハウがなかったため不安も多く、リスクを回避するため金融機関から借入れをせず、会社

創設者達で資金を出し合い開業しました。人件費を抑えるため代表者が 1 人でスタジオに寝泊まり
したこともあります。経費削減のためスタジオの備品も半分以上はスタッフの手作りです。 

～ レイヤー目線に立った 

本格的な貸しスタジオ ～

代表者：佐藤 昌平     創 業：平成 24 年 
住 所：一宮市本町 3-3-21 
Ｔ Ｅ Ｌ：(0586)27-3983 
業 種：貸しスタジオ 
Ｕ Ｒ Ｌ：http://studiofill.com/aichi/ 
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スタジオフィル愛知店 

▲ 佐藤精一ｴﾘｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

▲ 様々なシーンでのコスプレが
楽しめる。 

▲ 花魁部屋。備品の一部は手
作りとのこと。 
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本号では、新商品や新サービスを紹介する『合同報道発表会』※に参加した事業者を紹介いたしま

す！本誌で掲載された事業所の新商品・新サービスについて「当社に導入したい」「ビジネスマッチ

ングできないか」など、ご要望があれば掲載事業者との面談機会を設けますので本所（中小企業相

談所）までご連絡ください！ 

※面談については双方の了解のもと本所にてお会い頂く事とします。また、反社会勢力の方はもち

ろん、宗教・先物取引などを目的とした面談は固くお断りいたします。 

キラリ輝け☆ 

 会員事業所の新たなチカラ 

 

＜The One＞ 手動式車いす用レインコートとサッとつけ衿（仮称） 

※【合同報道発表会】 

会員事業所の情報発信をサポートするため、新商品や新サービスを報道関係者に向けて発表してい

ただく機会を提供しています。（平成 28 年度は 2回開催予定）

 一宮市の養護学校の生徒さんと夢をかなえる服つくりに

携わらせていただいた経験から、これらの商品を作るきっか

けができました。 

 車いすを利用される方々から、使い勝手のいいレインコー

トがなくて困っているとのご意見を多数いただき、市販の商

品での不都合な点を改善し、安全性にも配慮した、おしゃれ

で機能性に優れたレインコートを完成させることができま

した。 

 つけ衿は、おしゃれなデザインで機能を備えたのもが何か

できないかと、知恵を絞った結果生まれた商品です。たまた

ま弊社は、ヨーロッパから直輸入の生地を入手することがで

きるため、その生地を使って、他にはないデザインのつけ衿

をつくることを発案しました。 

株式会社ナイガイ 

一宮市時之島新田東 43 TEL.0586-51-3466 

イルミネーション七夕飾り 

全国ではじめて七夕飾りと LED イルミネーションを本格的
に組み合わせました。 

七夕まつりで飾られる吹流しに、イルミネーションを取り
付けることにより、従来の吹流しより更に夜間のライトアッ
プ効果を持たせる事で、夜間イベント開催や幻想的な空間づ
くりが可能です。 

夜の街を飾るインパクトはもちろん、日中は吹流しにデザ
イン性を持たせることにより、イルミネーションが点灯して
いなくても抜群のインパクトがあります。 

本商品は、くすだま、吹流し、それぞれにイルミネーショ
ンの取付が可能となっており、また、吹流しにオリジナルの
デザインや宣伝、広告を掲載する事が出来る仕様としまし
た。 

本年度、おりもの感謝祭一宮七夕まつりに合わせて初めて
一宮駅西広場において展示しました。 

特定非営利活動法人コミュネスいちのみや 

一宮市栄 4-6-8 一宮商工会議所ビル内 TEL.0586-72-4611 
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※制度概要に関する詳細は専用ホームページをご確認いただくか、本所へお尋ねください！ 

【問合せ・申込先】 一宮商工会議所 中小企業相談所 TEL 0586-72-4611 FAX 0586-72-4411 

【１】補助対象者 

卸売業・小売業 常時使用する従業員の数  ５人以下 

サービス業（宿泊業・娯楽業以外） 常時使用する従業員の数  ５人以下 

サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 ２０人以下 

製造業その他 常時使用する従業員の数 ２０人以下 

【２】対象となる事業 

    経営計画に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施する販路開拓等のための事業 

【３】補助対象経費 

   （１）補助対象となる経費は、次の①～③の条件を全て満たすものとなる。 

      ①使用目的が本事業の遂行に必要なのものと明確に特定できる経費 

      ②交付決定日以降に発生し対象期間中に支払いが完了した経費 

      ③証拠資料等によって支払金額が確認できる経費 

   （２）補助対象となる経費は次に掲げる経費である。 

      ①機械装置等費、②広報費、③展示会出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費 

      ⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪車両購入費、⑫委託費、外注費 

【４】補助率・補助額 

    ・補助率：補助対象経費の２／３以内 

    ・補助額：上限５０万円（①従業員の賃金を引き上げる取り組みを行う事業者、②雇用を増加 

させる取り組みを行う事業者、③買物弱者対策の取り組み、④海外展開の取り組み 

は上限１００万円）※複数の事業者が連携する場合には、上限は１００万円～ 

５００万円です。 

【５】手続きの期限等 

１．申請受付開始 平成２８年１１月 ４日（金） 

２．日本商工会議所への申請書類一式の 

  送付締め切り 

平成２９年 １月２７日（金） 

【最終日当日消印有効】 

３．採択結果公表 平成２９年３月中旬予定 

４．補助事業の実施期限 交付決定通知受領後から 

平成２９年１２月３１日（日）まで 

販路開拓をお考えの小規模事業者の皆様へ！ 

▶経営計画に基づいて実施する販路開拓等の取組に対し５０万円を 

上限に補助金（補助率：２／３）が出ます！ 
 ・①従業員の賃金を引き上げる取り組みを行う事業者、②雇用を増加させる取り組みを行う事業者、 

③買物弱者対策の取り組み、④海外展開の取り組みは、１００万円が上限になります。 

 ・複数の事業者が共同して申請する事もできます。複数の事業者が連携する場合には、上限は 

  １００万円～５００万円です。※連携小規模事業者数によります。 

▶計画の作成や販路開拓の実施の際、商工会議所の指導・助言 

を受けられます！ 

平成 28 年度第 2 次補正予算事業 

小規模事業者持続化補助金の公募が開始された｡ 



得する街のゼミナール ｢第 1 回一宮まちゼミ｣レポート 

～好評のうち終了！10/7～11/23（48 日間） 34 店舗参加～ 
  

今年度の新事業である「一宮まちゼミ」に一宮市内の 34 店舗が初挑戦、61講座のゼミを開講した。こ

のゼミを通して、お店の特徴や店主やスタッフの人柄を知ってもらうことができ、新たなお店のフ 

ァン作りのキッカケとなった。参加者からは、「普段は聞けない話、体験ができ、あっという間の時間だ

った」等の声があり大変好評であった。 下記はゼミの一例。 

Ｓ ｐ ａ ｃ ｅ   Ｋ ｏ ｕ ｇ ｉ （スペース コーギー） 『香るバラキャンドル作り』を開講 

- キャンドル教室 – 

●講 師    まちもと  みき 

●目 的    楽しく手軽にキャンドル作りを体験してもらいたい 

●内 容    ①20 色の中から好きな色を選ぶ。 

           ②15 種類の精油から好きな香り選ぶ。 

③パラフィンとマイクロワックスに色と香りを溶かす。 

④調合した蝋を薄く伸ばし、3パターンの花びらを型抜 

き、花びらを自由に貼り合わせバラを形作った。 

◆感 想    約 2 時間のゼミだが、講師と会話しながら体験すること 

      ができた。併せて講師の様々な作品を見る事で、キャン 

ドルの奥深さを知ることができた。(取材していた私も 

勉強になりました･･･) 

◆連絡先   一宮市森本 4-21-1 ｱｲｷﾞﾊｲﾂⅡ102 室 TEL 080-6942-7173 
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年末年始の資金手当てはお済みですか？

『マル経融資』の活用で資金手当てを‼
 

  

 

 

 

【問合せ・申込先】 一宮商工会議所 中小企業相談所 TEL 0586-72-4611 FAX 0586-72-4411 

メッセナゴヤ 2016 へ出展‼ 
 
  一宮商工会議所は 10 月 26 日から 29 日までの

4 日間、ポートメッセなごやで開催された「メッ

セナゴヤ 2016」の愛知県商工会議所連合会ブース

へ出展し、「いちのみや食ブランド」認定商品の展

示や、「一宮モーニングマップ」「逸品ガイドブッ

ク」を来場者へ配布するなど、各事業を積極的に

ＰＲした。 

会期中は会場へ延べ約 64,000 人が来場（『メッ

セナゴヤ 2016』公式ホームページより）し、出展

企業は 1,409 社と大変な賑わいであった。 

 

◆特 徴（利率は平成 28 年 10 月 19 日現在）

①融資限度額：2,000 万円  

②利率：1.16％ 

③返済期間： 運転資金 7年以内 

設備資金 10 年以内 

 ④担保・保証：無担保・無保証 

◆対象事業者 

①常時使用する従業員が 20 人以下（商業・

サービスは 5人以下）の法人・個人 

 ②本所の経営指導を原則 6ヵ月以上受けて 

いる方 

 ③所得税（法人税）、事業税、市県民税など

の税金を完納している方 

 ④原則として一宮市内で最近 1年以上事業 

を行っている方 ▲出展ブースの様子 



 

 青年部（会長：飯田宣郎）は、11月 11 日、尾張

一宮駅前ビル 7階シビックホールにて、地域の新し

い風委員会の主管で今年度 2回目となる 11 月例会

を開催した。 

 本会は、市政と青年部、他団体がお互いの立場で

忌憚のない意見を交わすことができる新たな会議

を目指し実施しており、一宮の明るい未来に向け、

現実的な事例を基に意見交換する機会の創出を目

的に開催したもの。 

 第 1 部では、㈱アフタヌーンソサエティ代表取締

役の清水義次氏を講師に、北九州市小倉の商店街

等、地域を活性化させた実体験を基に講演があり、

第 2部では、各団体代表者及び講師によるテーブル

ディスカッションを実施し、一宮市を活性化させる

方策について議論が行われた。また、事業終了後は

懇親会も行われ、お互いの親睦が図られた。 

10 月例会 

職業体験フェスタを初開催！

△テーブルディスカッションの様子 

 女性会（会長：猪子千早）は、10 月 30 日、シビ

ックテラスで来場者にハロウィンを体験してもら

う「フェイス＆ペイント」イベントを開催した。 

 昨年に引続き開催した顔や体にハロウィンをイ

メージしたシールを貼る「フェイス＆ペイント」

イベントは、用意した 500 セットが約 3 時間で品

切れになり、大勢の子供たちがハロウィンの雰囲

気を味わうなど賑わいを見せた。引き続き行われ

た「だいだいフェスタ」のフィナーレと「イルミ

ネーション点灯式」にも 15 名が参加し、20 万球

のイルミネーション点灯の瞬間に立ち会った。 

 その他、10 月 16 日には、萩原町で開催された

「第 12 回素人ちんどん大会」会場内にて、子供た

ちにお菓子などをプレゼントする「138 ハロウィ

ン～トリックオアトリート」に協力した。 

 青年部（会長：飯田宣郎）は、10 月 29 日、一宮

駅西広場にて、地域の力創造委員会の主管で今年

初開催となる、「職業体験フェスタ」を開催した。

この職業体験は、一宮だいだいフェスタ大集合 for 

Halloween 2016 のイベントの一環として、親子で

一宮の地域資源(地域の事業所とその業務)を再発

掘し、地域に存在する事業所に愛着を感じるきっ

かけづくりを目指し開催したもの。 

 当日は、青年部事業所を中心に、和洋菓子づく

り体験や家づくり仕事体験、更には電気自動車の

試乗体験など 12 ブースが出展した。 

 来場した子供達は、実際の仕事を経験し、自分

たちの将来を考える良い機会となった。 

△イベントの様子 

「一宮だいだいフェスタ大集合 for Halloween 2016」にて「フェイス＆ペイント」開催

11 月例会 

～一宮の明るい未来を学び語る会～

12

イベントの様子 

△挨拶する 

 飯田会長 
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（小規模企業共済） 

 11 月 20 日、一宮地場産業ファッションデザイ

ンセンター、一宮商業高校、木曽川高校にて、第

144 回日商簿記検定試験を実施した。当日は、1級

15 名、2 級 237 名、3 級 450 名のあわせて 702 名

が試験に挑戦した。 

 簿記は、経理事務に必要な会計知識だけでなく、

財務諸表を読む力や、基礎的な経営管理や分析力

が身につく技能。経理担当者のみならず、全ての

従業員に有用なビジネススキルであり、コスト感

覚が身につくなど経営の視点を養うことができる

資格として、注目度も高い。 

 次回の簿記検定試験は、平成29年 2月26日（日）

に実施する予定。 

△珠算検定試験の様子 △簿記検定試験の様子 

 10 月 23 日、修文大学にて第 208 回日商珠算検

定試験を実施した。当日は、1級 49 名、2級 72 名、

3級 69 名のあわせて 190 名が試験に挑戦した。 

 そろばん教育は、子供達のさまざまな能力を向

上させ、科学的な分析でも、観察力、イメージ力、

記憶力、集中力、情報処理力、速聴・速読力など

が養われるとされ、これらの能力だけでなく学力

全体の向上も期待される。 

 次回の珠算検定試験は、平成29年 2月12日（日）

に実施する予定。 

 問合せは企画事業部（TEL：72-4611）まで。 

総勢 702 名が試験に挑戦！ 

 ～日商簿記検定試験を実施～ 

総勢 190 名が試験に挑戦！ 

 ～日商珠算検定試験を実施～ 

 

（愛知県信用保証協会） 
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一宮モーニング公式ホームページへの 

バナー広告を募集しています！

 年間 20 万人・172 万アクセスを誇る「一宮モ

ーニング」公式ホームページに、あなたも広告

を出しませんか？ 訴求力抜群の媒体ですので、

この機会にぜひご利用ください。 

 

◎広告の企画・料金 

広告種類 横×縦 

(ﾋﾟｸｾﾙ※)

料金（円/月） 備 考 

A タイプ 

(6 小間) 

210×70 3,000 円/月 

(申込みは 

最短 3ヶ月、 

最長 12 ヶ月) 

ﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞでの

み表示 

B タイプ 

(3 小間) 

160×50 全ﾍﾟｰｼﾞで表示

※41 ﾋﾟｸｾﾙで約 1cm(解像度により変化します) 

◎広告のデザイン 

 デザイン・色彩などは、ホームページのデザ

インと調和が取れたものにしてください。広告

作成を当所に依頼する場合、作成料は 5,000 円

となります（ご要望に応じて別途追加料金が発

生する場合があります）。 

◎広告の掲載基準 

 バナーの内容(誇大、虚偽及び公序良俗に反す

るもの)やリンク先の内容によっては、修正又は

掲載をお断りする場合がございます。 

◎申込方法 

 「一宮モーニング HP」より申込書をダウンロ

ードし、お申し込みください。 

http://ichinomiya-morning.com/?p=4881 

 

◎問合せ先 

 企画事業部(一宮モーニング協議会事務局) 

 バナー広告担当 

 TEL.0586-72-4611  FAX.0586-72-4411 

1.特定商工業者とは？ 

商工会議所法で定められた下記に該当する商

工業者の方で、本所の会員・非会員を問わず、

毎年 4 月 1 日現在で一宮市内に 6 ヶ月以上、事

業所等（本社、支店、営業所、工場等）を有す

る商工業者のことです｡（商工会議所法第 7条第

2項） 

2.特定商工業者の該当基準 

①常時使用する従業員の数が 20 人以上の法

人、個人（商業又はサービス業については 5

人以上） 

②資本金額または払込出資総額が 300 万円以

上の法人 

3.法定台帳への登録義務 

特定商工業者に該当する方は、法定台帳に必

要な事項を記入の上、登録しなければならない

ことが法律で義務付けられています。商工会議

所は、この台帳によって市内に所在する商工業

者の実態を正確に把握し、その振興を図り、商

工業者の発展に役立たせる貴重な資料として作

成して、最善の注意を持って管理することと定

められています。 

ご提供いただいた法定台帳は、全国から寄せ

られる商取引の紹介やあっ旋などに活用してい

ます。 

4.負担金について 

法定台帳の作成、管理、運用等の経費として、

一宮市長の許可を得て事業所ごとに負担金をお

願いすることが定められています。該当の方に

は従来同様、平成 28 年度負担金（2,000 円）の

ご負担をお願いいたします。なお､負担金は公租

公課費用として損金処理ができます。 

少子高齢化が進展するなか、安倍首相が目指す

「一億総活躍社会」の実現に向けて、高齢者、女

性等の就業促進や雇用継続を図るため、｢65 歳以

上の新たな雇入れに対する雇用保険の適用拡大｣

が、平成 29 年 1 月 1日から施行される｡ 

これは、雇用保険の加入条件の年齢制限を撤廃

し、65 歳になった日以降に新たに雇用される者に

ついても、雇用保険の適用対象とするもの。高年

齢被保険者が失業した場合には、受給要件を満た

す高年齢ごとに高年齢求職者給付金が支給される

ほか、要件を満たすことで教育訓練給付金や育児

休業給付金及び介護休業給付金が支給対象とな

る｡ただし、保険料徴収は平成 31 年度分まで免除

となる。対象となる労働者がいる場合、事業所管

轄のハローワークへの届出が必要となる。 

 詳しくは、厚生労働省のホームページにあるリ

ーフレットを確認ください。 

《問合せ先》 

･厚生労働省 

URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakuni

tsuite/bunya/0000136389.html 

･ハローワーク一宮   TEL：0586-45-2048 

特定商工業者の皆様へ 

 ～特定商工業者制度について～

事業主の皆様へ 
【重要】雇用保険制度が変わります｡ 『雇用保険の適用拡大等』について 
     ～平成 29 年 1 月 1 日より 65 歳以上の方も雇用保険の適用対象となります～



 

 

 愛知県では、中小事業者（企業、団体及び個人、

農業者を含む）を対象とした、「あいち省エネ相談」

を行っている。 

 専門家が無料で、相談者の取組状況・経営状況に

合わせて、無理なく取り組める省エネ対策をアドバ

イスする。 

電話による相談を受け付けるほか、相談者の事業

所や、150 機関・1,545 カ所の相談窓口のうち、相談

者の都合の良い場所での出張相談も実施している。

(一財)省エネルギーセンターに登録されているエ

ネルギー管理士等の有資格者が、無理なく取り組め

る工夫から本格的な計画づくりまで、希望に応じて、

設備の運用改善による省エネ指導、省エネ事業者の

紹介・マッチング、機器更新等の助言、助成制度・

融資制度の紹介等のアドバイスを行う。 

また、相談後のフォローアップを実施し、事業者

の更なるステップアップを図るとともに、優良事例

については幅広く紹介し、他事業者等への波及も促

していく。 

省エネ対策を実施することで、コストダウンや二

酸化炭素(CO2)排出削減にも繋がる。是非、「あいち

省エネ相談」をご活用ください。 

 

 
 
 
△（一財）省エネルギーセンター 

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/ondanka/000

0074847.html 

△問合せ 

 愛知県 環境部 大気環境課地球温暖化対策室 

 温暖化対策グループ 横井、横山 

 電話：052-954-6242（ダイヤルイン） 
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年末年始休業のお知らせ 

 一宮商工会議所は、平成 28 年 12 月 29 日（木）

から平成 29 年 1 月 3日（火）までの期間を年末年

始休業期間とさせていただきます。 

  会員の皆様にはご迷惑をお掛けいたしますが、

何卒よろしくお願い申し上げます。 

  年始は 1月 4日（水）から営業いたします。 

 

【年末年始営業日のご案内】 

 12 月 28 日（水）・・・営業時間 9:00～17:00 

 「12 月 29 日（木）から 1月 3日（火）まで休業」

 1 月 4 日（水）以降・・・営業時間 9:00～17:00

今月の表紙「わが街・産業観光」 

三井堂株式会社 

 

事業内容：同社は昭和 23 年に創立し、日本国内を

販売先として、商業印刷物、包装資材印

刷物、証券印刷物の製造・販売を手掛け

ている。 

    一宮に本社と印刷工場を置き、名古屋市

に営業所を持つ同社は、チラシ・フライ

ヤー等の広告物から、カタログ、広報誌、

ダイレクトメール、名刺、チケット、封

筒、シール類など、多岐にわたる印刷物

に対応する。 

    全国でも珍しく、写真撮影からデザイン

制作、製版、印刷、断裁加工までの一貫

した設備・要員を整えることにより、ス

ピード・品質・コストなどの重要課題を

クリアしている。 

 

 

業 種：印刷物全般の撮影･企画･製作･販売 

代 表：松本 史郎（代表取締役社長） 

設 立：昭和 23 年（1948 年） 

所在地：一宮市浅野白山 16 番地 

T E L：0586-77-2481 

U R L：http://www.mitsuido.co.jp/ 

 

 

【見学について】 

 受入対象：中学生以上／見学できる施設：製

版部・印刷部／受入人数：10 名程度／受入可

能日：月～金、9時～16 時／見学時間：30 分

程度／問合先：本社（3階）松本宛（電話：

77-2880、FAX：77-8599） 

新 入 会 員 ご 紹 介  

～ご入会ありがとうございました～ 
 

事 業 所 名  所 属 部 会 名

ＮＧＴライフワーク 

（株）秀農業 

（有）ＷＥＩＨＮＡＣＨＴＥＮ 

（株）トータルプラン工業 

文化・サービス

食 品

文化・サービス

土 木 建 設

※平成 28 年 9 月 1日～30 日の新入会分。新入会員

のうち、名簿の公表を希望しない事業所は掲載して

おりません。 

環境行動計画 

「あいち省エネ相談」について 
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