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一宮商工会議所組織運営委員会を開催 
～常設６委員会の開催報告と会議所事業を協議～ 

事らが出席した。 

当日、本所からは当面する諸課題として①「事

業所税の独自減免措置」の再継続の実施につい

て、②「旅券事務窓口」の新規設置について、

③産業観光プロモーション事業の継続実施につ

いて、④冬の七夕カーニバル（一宮イルミネー

ション事業）の継続実施について、⑤婚活事業

にかかる市と会議所との連携について、要望を

行い、意見交換を実施した。 

一方、一宮市からは①一宮市工場立地法地域

準則条例（緑地面積率の緩和）の制定について、

②一宮競輪場跡地の動向について、③「一宮ブ

ランド戦略マネジャー」の設置及び活動状況に

ついて、意見交換を行なった。 

本所は、8月 2日に組織運営委員会（委員長：

豊島半七会頭）を行い、常設 6委員会の開催結果

報告と各種会議所事業について意見交換及び協

議を行なった。 

組織運営委員会は、常設 6委員会の委員長と青

年部、女性会の会長により組織するもので、今回

の委員会では、各委員会の活動報告と今年度の活

動方針、任期 3年間の委員会の方向性を委員長か

ら説明した。 

 活動報告後に行われた意見交換では、中小企業

委員会の講話のテーマであった小規模事業者の

人手不足について、効率的に自動化、省力化を図

り、生産性向上に結びつけていくためにはどうす

るかや、政府が積極的にすすめる「働き方改革」

において、経営者と従業員とのミスマッチをどう

解消するかについての意見が出た。 

 また、本所が実施する各種の地域活性化策につ

いて、まちづくり委員会や観光委員会から、真清

田神社との連携の方策や、今年 11 年目を迎える

「一宮モーニングプロジェクト」や今年で 6回目

を終えた「コスチュームタウンプロジェクト・コ

スプレパレード」について、マンネリ化を防ぐた

めに1つ1つの事業を有機的につなげる検討をす

るようにとの意見が出た。 

 また、本所青年部と女性会の活動報告と今年度

の事業方針について発表が行われ、青年部の活動

について、豊島会頭から、「若い人たちの豊富な

企画力を本所のイベントに活用してほしい。是

非、能動的に動いていただきたい」とコメントが

あった。 

 次回の組織運営委員会は、本年秋頃に開催する

常設 6委員会終了後に開催する予定。 

△組織運営委員会の様子 

△懇談会で挨拶を行う豊島会頭 

8 月 28 日、本所にて一宮市との懇談会を開催

した。これは、行政と本所との意見交換の場とし

て定期的に開催しているもので、一宮市からは中

野一宮市長をはじめとする市幹部が参加。本所か

らは豊島会頭をはじめ副会頭、専務理事、常務理

本所と一宮市との懇談会を開催 

当面する諸問題について意見交換を実施 



 

本所「新産業創出研究会」は、9月 20 日（水）、

今年度の第 2回例会を開催する。 

例会では、様々な製品･ｻｰﾋﾞｽに搭載できる音声

合成技術等を提供する㈱ﾃｸﾉｽﾋﾟｰﾁより、最先端技

術を紹介いただく。また、技術力を持つ零細企業

等をとりまとめて交渉窓口等を一元化し、高精度

製品を適切なｺｽﾄで生産している㈱ｱｲﾑより、企業

ﾈｯﾄﾜｰｸ構築の説明と参加への提案等をいただく。

また研究会ﾒﾝﾊﾞｰからは、IT を活用したﾋﾞｼﾞﾈｽ

支援等のﾌﾟﾚｾﾞﾝを行う予定。 

【日時】平成 29 年 9月 20 日(水)15 時～18 時 

【場所】一宮商工会議所 3 階 大ﾎｰﾙ 

【内容】 

 ○第一部 例会（15:00～16:30・予定） 

 ｢最先端の音声合成･歌声合成技術について｣ 

講師：㈱ﾃｸﾉｽﾋﾟｰﾁ 代表取締役 大浦圭一郎氏 

 ｢零細･末端企業のものづくりﾈｯﾄﾜｰｸについて｣

講師：㈱ｱｲﾑ 代表取締役 桜井 亨氏 

 ｢研究会ﾒﾝﾊﾞｰによる IT 活用のご提案｣ 

 ○第二部 懇親会（16:45～18:00・予定） 

 お問い合わせは、企画事業部まで（72-4611）。

一宮市産業観光プロモーション事業 

第２回推進委員会を開催 

「新産業創出研究会」 

第 2回例会を 9月 20 日に開催 

△推進委員会の様子 
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8 月 25 日、一宮市産業観光ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ事業の第

2回推進委員会(委員長:光嵜賢一常議員)が開催

された。 

今回の会議では、着地型観光素材適用調査先

数箇所を抽出し調査を進めることとした。また、

ｳｪﾌﾞﾍﾟｰｼﾞの仕様と製作状況、ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ動画製作

の方向性、愛知ﾃﾞｨｽﾃｨﾈｰｼｮﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ等について

報告があった。 

委員からは、ｳｪﾌﾞﾍﾟｰｼﾞについて、SNS や他の

ｻｲﾄとの連携、見てもらうための工夫、将来の運

営方法等の質問が相次ぎ、ｳｪﾌﾞｻｲﾄへの期待の大

きさを感じると共に、今後の製作において参考

にしていく事とした。

「冬の七夕カーニバル～一宮イルミネーション～」 

第 3回推進委員会にて今年度事業の概要を決定 

 一宮イルミネーション推進委員会（委員長：

大森輝英常議員）は、7月 25 日、第 3回の会合

を本所にて開催し、今年度の「冬の七夕カーニ

バル～一宮イルミネーション～」事業の装飾案

とイベント案の概要をそれぞれ決定した。 

 今年度のイルミネーション事業は、11 月 30 日

（木）から平成 30 年 2月 14 日（水）までの、

約 2カ月半にわたって実施する。 

 装飾案については、コンペ形式により実施事

業者を決定。一宮駅から銀座通り・ロータリー

を結ぶエリアを中心として、駅東口広場には新

たにシンボルオブジェを設置するほか、シビッ

クテラス部分などのデザインを一新する。また、

駅西広場にも装飾を施す。 

 イベント案では、11 月 30 日（木）にシビック

テラスで開催する点灯式のほか、市内の保育園

児たちの願いごとを飾り付けたツリーを設置す

る「クリスマスメッセージツリー」（11月 30 日

～12 月 25 日）や、新春やバレンタインの縁結び

などの祈願を受け付ける「願いごとスポット」

の設置（年末～2月 14 日）、市内の高校の生徒に

よるイルミネーション作品の展示（年末～2月

14 日）の原案を決定した。 

 装飾案及びイベント案については、9月 13 日

（水）に開催予定の次回推進委員会及び協議会

にて、最終決定及び承認が行われる予定。 

 なお、本事業実施に関しては、本所議員の皆

様より多くのご協賛をいただいております。紙

面を借りて御礼申し上げますとともに、引き続

き、本所会員の皆様には、本事業へのご協賛を

賜りたく、本所報同封のご依頼文を参照の上、

ご協力のほどお願い申し上げます。 

 お問い合わせは、企画事業部まで（72-4611）。

△あいさつする大森委員長 
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一宮だいだいフェスタ大集合 

for Halloween 2017 を開催します

いちのみや秋まつり実行委員会（委員長：榊原 讓常議員）は、10 月に一宮市内で行われるお祭りや催

事を共同で発信し、一宮を盛り上げるイベント「一宮だいだいフェスタ大集合 for Halloween 2017」を

10月1日(日)～10月29日(日)の期間に開催する。（※各催事については同封パンフレットをご覧下さい。）

会期中は、各イベント会場で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」のほか、最終日の 10 月 29 日(日)には、仮装して一宮市本町商店街から銀座通りを中心

に練り歩く「138 ハロウィン～おりものパレード～」や「衣装コンテスト」などを実施する。 

138 ハロウィン～トリックオアトリート～ 

【期 間】 

10 月 1 日(日)～10 月 29 日(日) 

【会 場】 

トリックオアトリート事業 参画会場 

【概 要】 

会期中、市内各地のイベントスポ 

ットへプレゼント袋を持参すると、 

お菓子やノベルティーグッズなど 

がもらえる事業。（一配布場所に 

つき、1人 1回限り/先着順。） 

【対 象】 

小学生以下限定 

【実施体制】 

主催：いちのみや秋まつり実行委員会 

主管：修文大学・修文大学短期大学部地域研究センター

△プレゼント袋 

138 ハロウィン～おりものパレード～ 

【日  時】 

10 月 29 日(日) 15：30～16：20 

【場  所】 

パレード：一宮市本町商店街及び銀座通り商店街 
【概 要】 

一宮市本町商店街及び銀座通り商店街を中心に仮装 

パレードを実施。 

【申込方法】 

公式ホームページのフォームより申込。 

http://138daidaifesta.jp/ 

【事前応募期間】 

9 月 11 日(月)～10 月 26 日(木) 

 ※なお、当日申込者については、14:30～15:30 まで

   に受付（本町 4丁目最南端）をお済ませください。

【実施体制】 

主催：いちのみや秋まつり実行委員会 

主管：公益社団法人一宮青年会議所 

△パレードルート 

【応募日時】 

10 月 29 日(日) 13：00～15：00 

【応募場所】 

尾張一宮駅前ビル(i ビル)3 階シビックテラス 

【対 象】 

おりものパレードに参加される方 

【概 要】 

自慢のハロウィン衣装でご応募ください。 

入賞者は、おりものパレード終了後のフィナーレ 

で表彰します。 

※豪華プレゼントをご用意しております。 

【応募方法】 

尾張一宮駅前ビル(i ビル)3 階シビックテラスの 

衣装コンテスト応募ブースにて、撮影し応募を行う。

※個人もしくはグループでの応募可。 

【表彰式】 

16：20～16：35（フィナーレにて） 

【実施体制】 

主催：いちのみや秋まつり実行委員会 

【問合先】いちのみや秋まつり実行委員会事務局 

TEL:（0586）72-4611（一宮商工会議所内） 

衣装コンテスト 
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一宮コスチュームタウン推進委員会（委員長：佐々木久直常議員）は、7 月 30 日、一宮七夕まつりの

協賛イベントとして、「一宮七夕まつりコスプレパレード 6th 」を開催した。 

今回はゲストとして、日本の声優界の第一線で活躍されている山口勝平氏を招き、パレード及びステ

ージイベントに参加頂いた。また、本年度は初の試みとして、地元繊維企業が製作した「陣羽織」を着

用の上、山口氏にパレードに参加して貰うことで「繊維の街・いちのみや」の技術力を PR した。 

「一宮七夕まつりコスプレパレード 6th」開催!! 

～声優の山口勝平氏がステージに登場、パレードにも参加！！～ 

(１)ステージイベント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14 時より、尾張一宮駅前ビル（iビル）3階・

シビックテラスの特設ステージで開催したステ

ージイベントには、約 450 名が来場した。 

 当日は、混雑防止のため入場整理券を本所にて

事前配布したが、早い人では午前 5時 40 分から

並ぶほどの人気ぶりだった。 

 今年度は、アニメ・コスプレの知名度を活用し

「繊維の街・いちのみや」の PR を行う方針の下、

「尾州産地」の技術力を示すため、豊臣秀吉のフ

ァンというゲストの山口勝平氏から要望をいた

だき、秀吉の「陣羽織」を製作した。 

 製作は、佐々木委員長が中心となり、染色・整

理加工を（株）ソトーが、縫製を（株）ナイガイ

が担当した。 

 陣羽織に用いられた生地は、古い織機で織られ

ており、軽くて高密度の仕上がりとなった。 

 また染色は、この陣羽織のためにビーカーで色

を調整し染め上げ、縫製では、日本に 3台しかな

いという古いミシンを用い、手縫いと同様の質感

で縫い上げられた。各社の技術の粋を集めて製作

された陣羽織は、「尾州産地」の技術力を何より

も雄弁に PR するものとなった。 

 この陣羽織が、ステージイベントで豊島会頭よ

り山口氏へ手渡されると、観客から大きな歓声が

上がった。 

 山口氏からは、イベントで「繊維の街・いちの

みや」の魅力について語って頂き、幅広い世代の

観客に一宮について知って頂いた。 

 また、来賓として大村知事、中野市長が来場し、

会場を大いに盛り上げた。 

(２)コスプレパレード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 メインイベントとして、16 時 30 分より、本町

アーケードと銀座通盆踊りステージにおいてパ

レードを実施。ゲストの山口氏のほか一般コスプ

レイヤー、関係者など約 700 名が参加した。 

 陣羽織を着用した山口氏を先頭に、参加者がパ

レードを行い、沿道の観覧者から大きな歓声を受

けていた。 

△パレードの様子 
△陣羽織を着用する山口勝平氏 

（３）NHK「ほっとイブニング」取材 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 NHK 総合で放送されている「ほっとイブニン

グ」の 8月 2日の放送で、「コスチュームタウン

構想」が取り上げられた。 

 NHK の記者らは、「コスチュームタウン構想」

の狙いや、地元繊維企業が製作した「陣羽織」及

び本町にあるコスプレイヤー向けフォトスタジ

オ「スタジオフィル愛知店」を取材した。 

 インタビューに応じた佐々木久直委員長は、

「若い人が集まる街はやっぱりいい。そこに次の

可能性が出てくる」と述べ、コスプレを通し、若

い世代を一宮に呼び込み、より一層活気ある街へ

していくとの思いを述べた。 

△取材を受ける佐々木委員長 



 

  女性会（会長：猪子千早）は、8月 1日、本所

にて、幹部との懇談会を開催した。 

当日は、当会担当の森副会頭も出席し、今年度

の本所事業の概要の説明と、女性会の事業の説明

を行なった。 

開催にあたって、森副会頭は本所事業への協力

に対する御礼を述べるとともに益々の相互連携

の可能性についてこの場で意見交換を行いたい

と話した。 

猪子会長を始め、役員からは来年開催する予定

の婚活事業への協力の依頼や、様々な分野で活躍

する女性会メンバーの活用について提案を行な

った。

△懇談会で挨拶を行う猪子女性会会長 

 青年部（会長：村手 誠）は7月29日、一宮商工

会議所ホール他にて、高岡商工会議所青年部と交

流事業を開催した。 

 当日は高岡商工会議所青年部メンバー14名が

参加し、今年度はビジネスマッチングを目的とし

た名刺交換会が行われた。 

 その後は盆踊りの練習を行い、懇親会終了後に

は高岡・一宮の青年部メンバーが一宮七夕まつり

の盆踊り会場にて、盆踊りを通じお互いの交流を

深めた。本交流事業は来年で10周年を迎える。 

第 11 回一宮モーニング博覧会開催！！ 

～今年のテーマは「家族で食べよう！！ファミリーモーニング」～ 

 一宮モーニング協議会（会長：猪子誠兒常議員）

は、10月をモーニング月間と位置づけ、有志のモ

ーニング参加店及び地元高校生・大学生が、「家

族で食べよう！！ファミリーモーニング」をテー

マに、取り分けられるモーニングセットを2名以

上での来店客に提供する。 

 詳細は以下の通り。 

△名刺交換会の様子（左） 

と盆踊りの練習風景（右）
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【日程】 

10月7日(土)    <<一宮商業高等学校>>

10月 15日(日) <<名古屋文理大学短期大学部>>

10 月 22 日(日）     <<修文女子高等学校>>

【会場】 

尾張一宮駅前ビル 3階カフェレストラン「ICHIMO」

【販売価格】 

各校ごとに設定 

【販売時間】 

9：00～ 完売次第終了 

生徒・学生の部 

【日程】10 月の特定日 

【会場】プロジェクト参加店舗 

【販売価格】ドリンク代＋α（各店ごとに設定）

※モーニングセットによる提供 

【販売時間】店舗モーニングサービス実施時間 

【注意事項】2 人以上で誘い合わせの上来店され  

  た方のみに提供（お 1人での来店時には提供さ

れないので注意ください）。是非、家族や仲間

とお誘い合わせの上でご来店ください。 

【参加店舗一覧】 

アラティ 

オムライス＆カフェ イーグル 

COCORO CAFÉ 

こむぎ君のキッチン 

茶音 姫 

Felicissimo COOMA 

カフェ ボヌール 

カフェ メールネージュ 

ナチュラルビュッフェ ユコーネ 

参加店舗の部 



 

 

 

 

 

 

 

一宮商工会議所 中小企業相談所  

ビジネス支援センター 

TEL：85-7032    ＦＡＸ：72-4411 

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

B support usiness center 
【ビジネス支援センター】
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本所は、地域に根差し､市内で創業を目指す女性

を対象とした､女性創業塾を全 5回開講した｡ 

講義では、女性の視点に立ったカリキュラムが構

成され、創業に関する基礎知識はもちろんのこと、

マーケティングや商品開発、ライフスタイルとの両

立、そして女性起業家の体験談などの内容で実施さ

れた｡ 

「趣味＋α」のレベルから「ビジネス」レベルへ

意識を引き上げ、より具体的なビジネスプランが作

成できるよう、受講者同士、和やかに交流しながら

回を進めてきた。それにより創業のみならず、新た

なステージへ踏み出したいと考えている女性への

一助となった｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

△講義をする森ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

△講義の様子 

今回の参加者は 19 名で、希望業種は､ネット販売

から、レンタル販売などの物販業からキャリアカウ

ンセラーなど講師業、障害福祉サービスなど多岐に

わたる。 

今回の女性創業塾は２部制を採用し、前半は本所

ビジネス支援センターの森インキュベートマネー

ジャーが「経営・販路開拓・人材育成・財務会計」

の 4項目を中心に、創業の為に必要な知識とノウハ

ウを講義した。 

  また、後半は将来なりたい自分の姿をイメージ

し、台紙の上に写真や文字で表す自己実現のための

目的ツール「ドリームマップ」を導入し、創業後数

年後の「夢・目標」を軸に物質的な自己実現、精神

的な自己実現、他者への貢献、社会への貢献という

４つの視点に基づきドリームマップを描いた。 

女性創業塾が無事終了 

～最後はドリームマップを発表～ 

創業相談は随時受付けています。 

 今回の参加者は創業前の方から創業後１年未満

の方が対象であり、実際には創業業種が未定の参

加者もいる中、この「ドリームマップ」は幅広く

全ての参加者が作成でき、かつ前半の創業計画を

描く自分の姿をイメージする為に役立つ内容とな

った。 

  参加者からは、「漠然としたイメージをより具体

的にする事ができた」、「他の参加者の発表を聞き

自分のポジションを把握する事ができた」など高

評価を頂いた。 

  受講生は今後の創業に向けて具体的な行動に移

るが､本所ビジネス支援センターは引き続き受講

生の支援をしていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

△発表の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ドリームマップ 

本所ビジネス支援センターでは、随時創業相談を

行っています。 

創業に興味がある、創業を計画中であるが計画を

検証したい、創業融資を受けたい方は､是非ご相談く

ださい｡ 



◆価格を抑えた高性能システムキッチンをセール

スポイントに 

  同社が取り扱うシステムキッチン「G-styleⅡ」

は汚れが落ちやすく耐久性に優れた人造大理石を

使用し、浄水器が内造された水栓を標準搭載してい

るのが特徴。また、自社努力で低価格を実現してい

ると担当者は話す。高品質なキッチンへの買い替え

を求める主婦層のニーズを取り込むねらいがある。

◆地元に根差した営業活動①「美味しいリフォーム

プロジェクト」②「福利応援プロジェクト」 

  ①「美味しいリフォームプロジェクト」は､一宮

市内の飲食店や美容室など 52 店舗と協力し、協力

店舗に販促用チラシを設置し、チラシを見て見積を

依頼したお客様に割引特典をつけることにより､相

互 PR に繋げ、当社、協力店舗、お客様の 3 者に有

益になるプロジェクトである｡ 

②｢福利応援プロジェクト」は、勤務先事業所が、

従業員に当社を紹介いただきリフォーム等をご契

約された場合、勤務先事業所に工事請負代金の 2%

還元、さらに従業員には 3%の値引きを行うプロジ

ェクトで、勤務先事業所と従業員双方に特典を設け

ることで、従業員の満足度・定着率の向上のための

取組である。2 つのプロジェクトは､地域から信頼

されているからこそできるプロジェクトである。こ

の先、この信頼から信用に変える為に｢プロの技術｣

と｢確かな知識｣を惜しみなく発揮していく所存と

齊藤社長は、力強く話していた。 

「10 年後 20 年後を見据えたリフォーム(家

づくり)にこだわりたい」と話すのは奥町にあ

る株式会社 建築家・桜 代表取締役の齊藤光

政 氏。齊藤 氏にこれまでの事業変遷や業務

内容、今後の展開についてお話しを伺った。 

◆創業者、創業の時期と変遷 

現 社長の齊藤 氏が平成27年 4月に法人を

設立。自身が専門学校卒業後、建築業界で 25

年間に亘り､施工技術や管理技術の経験を積

み、自らの信念に基づいて顧客のニーズに応

える為、法人設立に至った｡ 

設立後は、建物の新築、リフォーム、リノ

ベーションを主に事業を展開している。個人

宅の水回り改修からベランダの防水工事、外

壁塗装、クロス張り替え､さらに､マンション

の間取り変更など多様なニーズに対応する。

相談から施工・完成後のアフターフォローま

で、常にお客様と「二人三脚」で「一 

緒に作り上げていく」家づ 

くりを目指して、「損をし 

ない家づくり」に拘り、お 

客様の「夢」を形へと変え 

ていくところが、当社の魅 

力である。 

 

   

 

 

代 表 者：齊藤 光政   法人設立：平成２７年 
住   所：一宮市奥町字神田 11-3 ST ビル 2 階（本部） 
Ｔ Ｅ Ｌ：0586-52-7477  138@kenchikuka-sakura.tokyo 
H   P：http://kenchikukasakura.wixsite.com/sakura 

 
Q  昨年度、本所の合同報道発表会に参加されていかがでした？  
A  普段､報道機関の方の前で事業を PR する機会はない為、非常に勉強になった。学んだプレスリリー

スの手法を今後の事業展開に生かしていきたいと思います。 
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 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。 

10 年後 20 年後を見据えた 
リフォーム（家づくり）を念頭に!! 

株式会社 建築家・桜 

▶ 社長の齊藤光政氏 

▲現場作業の様子 ▲G－styleⅡ 



寺沢靴下株式会社（一宮市千秋町）   社長 寺沢さんに聞きました！ 
～経営セーフティ共済に加入して、不測の事態に備える安心経営を実行中～ 
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【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

Q.制度をどのように知りましたか？制度活用の動

機は何でしたか？ 

A.制度の名前は、以前から毎月郵送される所報を

見て知っていました。平成元年頃に会社に来た経

営指導員から、資料を受け取り「節税しながら、

取引先の倒産など不測の事態に対応できる制度」

と説明を受けて加入しました。 

Q.本制度を活用して、メリットを教えてください

A 最近は手形取引が少なくなりましたが、以前は

確実な売掛金回収が経営課題のひとつでした。①

不測の事態に備えて、損金計上しながら掛金を積

み立てる事ができる事、②急遽、資金が必要な時

は納付した掛金の範囲内で事業資金の貸付が迅速

に受けられる事がメリットです。例えるなら「転

ばぬ先の杖」、経営の安心材料として 27 年近く加

入しています。 

◆経営セーフティ共済制度概要◆ 

昭和 53 年に発足。取引先の倒産時に必要な資金

を迅速に無担保・無保証人で借入れ可能。借入最

高額は積立金額の 10 倍（掛金積立総額 800 万円

迄）。在籍件数は約 40万件（平成 28年 3月末現在）。

（独）中小企業基盤整備機構が運営。関係資料は

本所にございますのでお気軽にご連絡ください。

詳細は下記専用ホームページを参照ください。 

URL：ttp://www.smrj.go.jp/tkyosai/000771.html

Q.本制度を検討している方へメッセージをお願い

します 

A.掛金は月 5 千円～20 万円と経営状態に合わせて

変更できるので、無理なく継続することができま

す。全額損金に計上できるので賢く節税しながら

不測の事態に備える事は安心にも繋がります。 

～Voice～ 

ここでは施策を実際に利用した方にインタビューを実施し、『利用者

の声』として掲載しております！ 

この記事をお読みになり興味が沸いたら、先ずは会議所へご連絡を

ください！ 
 

  
会員サービス  地域創生・地域活性化事業 

『第２回 一宮まちゼミ』開催のご案内  10 月 7 日～11 月 23 日 48 日間

一宮市内には数多くの企業や商店が日々、企業活動を行っています｡ 

しかし、一般消費者の中には、企業やお店、商品の存在を知っていても 

「キッカケが無いとお店に入れない」とか「建物の前を通るだけで良く知 

らない」という方が多くいます。 

昨年度から、一宮市内の会員事業所とより多くの一般消費者を結び付け 

ようと、少人数制のゼミを通してコミュニケーションを深める事に成功し 

ています。 

第 2回目を迎えるこの「一宮まちゼミ」は 45 事業所の店主やスタッフ 

が全 60 講座を企画して皆様のお越しをお待ちしています。 

本所報に同封のチラシをご覧いただき、得する街のゼミナール「 第 2回 

一宮まちゼミ」に是非、ご参加ください。 

■開催期間   平成 29 年  10 月 7 日（土）～11 月 23 日（祝） 

■申込開始   9 月 1 日（金）～   

■申込方法   直接、チラシに掲載されている参加店舗にお問い合わせください。 

 

 
まちゼミとは・・・ 

平成 14 年 岡崎市の中心市街地から発祥。お店や企業

の人が講師となって、専門店ならではの知識や情報を

原則無料で教えてもらえる少人数制のミニ講座です。

「得する街のゼミナール」を略して「まちゼミ」と言

います。 

今回の所報に 
チラシが入って

ます！ 
チ ェ ッ ク し て

ね！ 
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新聞社が取材したい中小企業とは？テレビ局が取材したいお店とは？ 

プレスリリースセミナーを開催！ 

【問合せ先】一宮商工会議所 中小企業相談所 TEL.0586-72-4611 

 技能と知識を習得する 「新しい自分へ挑戦!」 
ポリテクセンター中部が応援いたします!! ～急がば学べ～ 

頼れる人材育成のパートナー「ポリテクセンタ

ー中部」 

企業の成長のカギは従業員のスキルアップ、未

来を切り開く人材育成のビジョンづくりを支えて

いる。 

･人材育成のメリットとは?…従業員のスキルアッ

プにより生産性の向上や事業の拡大が期待でき

る。また、従業員のモチベーションが向上し、職

場定着率の向上にもつながる。 

 本所は 8月 23 日(水)、プレスリリースセミナーを開催し、30 名が参加した。 

 第 1 部は名古屋文理大学情報メディア学科教授の栗林芳彦氏がパブリシティのメリット、デメリットやプ

レスリリースの概要等について解説した。 

第 2 部、3 部は報道機関を代表して中日新聞一宮総局長の栗田秀之氏とメ～テレ「ドデスカ！」担当プロ

デューサーの佐藤辰美氏がそれぞれの立場から取材したい中小企業等について講話した。 

第 4 部は交流座談会を行った。セミナー終了後は講師と名刺交換を求める受講者も多く見られるなど成功

裏に終えた。 

△講演する栗田氏 △講演する佐藤氏 △進行役：栗林氏 △交流座談会の様子 

企業の未来を切り拓く⼈材育成を応援します︕
●在職者の⽅を対象に、仕事をする上で必要な専⾨的な知識及び技能·技術の向上を 

図るため、機械·⾦属、電気·電⼦、居住などのものづくり分野を中⼼に、設計·開発、 
加⼯·組⽴、⼯事·施⼯、設備保全などに関する訓練を実施します。 

●地域の中⼩企業等の⼈材育成ニーズに対応した訓練コースを実施しているほか、 
企業のご要望に応じてオーダーメイドで、訓練コースを設定することもできま 
す。                                          http://www3.jeed.or.jp/aichi/poly/zaishoku/ 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
愛知支部  中部職業能力開発促進センター 

ポリテクセンター中部

〒485-0825  愛知県小牧市下末 1636-2
TEL 0568-79-0555  FAX 0568-47-0678 

･職業能力開発体系?…職業能力の開発及び向上に

向けて、人材育成をどのように計画的・効果的に 

進めるためのツールである。 

･どのような人材育成が支援可能?…従業員の人材

育成における課題解決のために、職業能力開発体

系を活用して 4 つの「見える化」の流れで従業員

の職業能力開発及び向上に関する支援ができる。 

･費用はかかりますか?…人材育成プランは、無料

でご提案できる。 

・詳しくは、下記ポリテクセンター中部までお問

合せください。 

ポリテク中部 
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一宮商工会議所は 10 月 15 日(日)、名鉄百貨店一宮

店正面玄関前で「第 38 回一宮総合食品フェア」を開催、

このほど出展企業が決まった。 

フェアは一宮市を中心とした食品会社が日頃ご愛顧

いただいている消費者の皆様に感謝を込めて毎年開催

している。 

当日は商品の即売や一定額以上の商品購入者を対象

にしたガラガラ大抽選会が行われる。またミス七夕や

ゆるキャラも登場し会場に華を添える。 

開催日時や出展企業

については下記ならび

に右記のとおり。問合せ

は一宮商工会議所内の

フェア事務局(TEL.72- 

4611)まで。 

 IT 事業者交流会を開催！ 

～14 社・17 名の事業者が参加～

 8 月 7 日、本所にて会員の IT 関連事業者を対

象とした「IT 事業者交流会」を開催した。 

 本事業は、IT 事業者同士の交流を深めていた

だき、ビジネスパートナー等を発掘する目的と、

中小･小規模企業が抱える IT に関する課題を解

決するうえで、どのような IT 事業者が市内に所

在し、どういった商品・サービスを取り扱って

いるかを把握するといった「IT 事業者の掘り起

こし」という二つを目的としている。 

 当日は第一部として 5 社より、10 分間の自社

ＰＲを実施したが、IT を活用したマスマーケテ

ィングや、生産管理システム、受発注管理ソフ

ト「EDI」など、多種多様な商品・サービスの紹

介が行われた。第三部の名刺交換会では、お互

いの事業について意見交換等を行った。 

第 38 回一宮総合食品フェア 出展企業決まる！ 

～ 20 社が出展。卵、マスタード、清酒など地元の逸品がズラリ ～ 

○日 時 

平成 29 年 10 月 15 日（日）10：00 ～ 16：00 

○場 所 

 名鉄百貨店一宮店正面玄関前 

○出展企業と主な販売商品 
※平成 29年 9 月 10 日現在。順不同・敬称略 

 
出展企業 主な販売商品

菊一あられ㈱ あられ 
㈱尾関園芸
愛知西農業(協)青年部 野菜、鬼まんじゅう

㈱きよせ どら焼き 
㈱フレイバーユージ メープルシフォンケーキ

㈱名鉄百貨店一宮店 野菜・果実

和菓子処あんこや よもぎ入あんころ餅 他

㈱名古屋食糧 餅・レトルト加工品

㈱フアキ 生麩・焼麩等

㈱なごやきしめん亭 きしめん・うどん

三井食品工業㈱ 漬物各種 
岩田食品㈱ 佃煮 
㈱タクセイ きな粉、ふりかけ

オリザ油化㈱ 食用油 
㈱美ノ久 マスタード

エスフーズ ジャム 
一宮市浮野養鶏㈱ 尾張の卵 
内藤醸造㈱ 清酒・焼酎

㈲アクアサイド あかみカレー他

山勝商店 黒にんにく

いちのみや食ブランド推進協議会  ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ、ｻﾝﾌﾟﾙ展示
 

△自社プレゼン（左）と名刺交換会（右）の様子

 地域うまいもんマルシェに出展！ 

～東京・秋葉原。9月 19 日から～

 一宮商工会議所は 9 月 19 日から 25 日までの

期間、東京・秋葉原の日本百貨店しょくひんか

んで開催されている「地域うまいもんマルシェ」

へ出展する。 

 うまいもんマルシェは、日本商工会議所が「食

のテーマパーク」として全国のおいしいものを

提供する「日本百貨店しょくひんかん」と連携

し、各地商工会議所を通じて集まった「地域の

自慢の逸品」を週替わりで出品しているもので、

愛知県からの出展は今回が初めてとなる。 

 会期中は、食ブランド認定商品である「清酒

木曽三川特別本醸造(内藤醸造㈱)」や「国産玄

米油(オリザ油化㈱)」、「ベジタブルあられ(菊一

あられ㈱)」や「宮蔵漬(三井食品工業㈱ 三井宮

蔵)」などを販売する。 

 マルシェに関

する問合せは、商

工会議所内･協議

会 (TEL.72-4611)

まで。 △うまいもんマルシェの様子

△昨年度の食品フェアの様子



 

 

 

  

 

 
 

お問合せはこちら 
〒933-8567 富山県高岡市丸の内 1-40  
TEL 0766-23-5000 ／ FAX0766-22-6792 ／ ✉takaoka@ccis-toyama.or.jp  

⼀宮商⼯会議所・⾼岡商⼯会議所交流事業 

情報交流コーナー 
Season6 

このコーナーは、本所と友好関係にある高岡商工会議所の産業や季節のイベント、グルメ情報などを

四半期に一度、紹介しています。 

高岡ﾏｽｺｯﾄｷｬﾗｸﾀｰ 

家持くん、利長くん 

一宮ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
ｷｬﾗｸﾀｰ ｲﾁﾓ 

 

今年で 31 回目を迎える高岡クラフトコンペティション。その入賞作品を展示

しながら購入もできる、見て触れて楽しめる展示会です。

全国と地元の作家によるクラフト作品や地場のものづくりを「観る」「買う」「体

験する」、さらには地場食材とクラフトを組合せたメニューを「食べる」ことが

できます。 

千本格子と石畳の素晴らしい景観の残る金屋町一帯を使った街並み美術館。工芸品の展示に合わ

せ、お茶会や和服散策企画などがあります。 

 

鋳造から加工、仕上までの 32 社の集団化の強みを生かし、400 年の伝統を今に伝える

「高岡銅器」の製作現場を広く一般公開します。 

大伴家持生誕 1300 年記念事業 

第 37 回高岡万葉まつり 10 月 6 日(金) 7 日(土) 8 日(日) 

会場：高岡古城公園 中の島特設水上舞台ほか 
 

｢第 28 回万葉集全 20 巻朗唱の会｣では全国からの参加者を募集していま

す。家持ゆかりの高岡で万葉衣装に身を包みあなたも朗唱してみません

か？グループ参加、当日参加も歓迎します!!  たかおか道しるべ 検索 
 

その他の関連イベント 
大伴家持生誕 1300 年記念セレモニー  10 月 1 日(日) 会場：勝興寺 

演劇大伴家持「剣に歌に、夢が飛ぶ！」11 月 26 日(日) 会場：高岡市民会館 

この秋、工芸都市高岡全域が クラフト万博!! 
ものづくりのまち高岡でクラフトを楽しむ４大イベントが開催されます!  9 月 22 日(金)23 日(土)24 日(日)※クラフト展は〜26 ⽇ 

グランプリ 

（コンテンポラリー） 

作 品 名 ： 線 銀 彩 蓋 物 

作者：佐々木 伸佳 

グランプリ 

（ファクトリー） 

作品名：筆跡   

作者： 北奥 美帆 
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（愛知県信用保証協会） 

支援情報ヘッドラインとは?…補助金・助成

金、公的融資、展示会・商談会、無料セミナー

…。国や都道府県などによる中小企業向けの支

援施策は数多く存在します｡ 

「支援情報ヘッドライン」は、これらの支援

施策を集めた検索システムです。 

 

助成金や補助金などがカンタンに探せる 
        J-Net21 「支援情報ヘッドライン」アプリ配信中!! 

夏の夜空に大輪の花が咲く！ 

濃尾大花火を開催 

 一宮少年少女発明クラブ 

世界青少年発明工夫展見学会を実施

 8 月 14 日、濃尾大橋の上流にて濃尾大花火が

開催された。この花火大会は 1892 年に、木曽川

東岸の愛知県中島郡起村（後に起町）で打ち上

げられたのが始まりであり、120 年もの歴史があ

る。 

 今年も、本所の後援等により尾張地方随一の

20 号(2 尺玉)の大玉をはじめ、約 5,000 発の花

火が夏の夜空に上がった。 

 多くの来場者が夜空に打ち上がる花火を見

て、夏の夜の雰囲気を楽しんだ。 

一宮少年少女発明クラブ（会長：森正志）は、7

月 28 日、世界青少年発明工夫展見学会を実施した。

 当日は、名古屋港金城ふ頭「ポートメッセなごや」

にて、世界青少年発明工夫展、各国青少年の発明工

夫紹介、豊田佐吉翁生誕 150 周年記念行事「からく

り大発見」各ブースでは、からくり玩具、からくり

改善の見学、企業出展の参加体験ワークショップな

どを楽しんだ。 

また、愛知県のブースでは、昨年度あいち少年少

女創意くふう展に出展された作品の展示が行われ、

本クラブから 3名の作品が展示された。 
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△夏の夜空にあがる花火 

△世界青少年発明工夫展見学の様子 

・支援施策があるのは知っているけど、ど
こで調べてよいかわからない。 

・よく使っている検索サイトで支援施策を
調べても、適したものが見つからない。 

・支援施策を調べるために、たくさんのホ
ームページをチェックするのは時間と手
間がかかる。 

そんなお悩みを解決するために、中小企業の経営者

に代わって、J-Net21 スタッフが全国の中小企業支

援機関のホームページを毎日巡回。最新の支援施策

情報を収集して、効率的に見つけることを可能にし

ています｡ 

 

 

 

 

〇詳しくは、中小企業ビジネス支援検索サイト

J-Net21 まで 

J-Net21 検索 
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就職情報サイトをリニューアルしました
～一宮商工会議所メール便 138～ 

メールマガジン購読者を募集中！

本所のメールマガジン「一宮商工会議所メール便

『138』」は、本所のセミナー・イベント情報のご案

内、補助金などの経営支援情報、省庁・自治体など

外部機関の発信するお役立ち情報を、ダイレクトに

お届けするサービスである。 

本所 HP にて必要事項を記入すれば、毎月 1 回、

御社の経営に役立つ情報が届く。また、同事業所で

複数の方や自宅アドレスへの配信も可能。 

【配信回数】 毎月 1回（月の下旬） 

【配信内容】 

①会議所情報 

②補助金などの経営支援情報 

③外部機関の開催するセミナー・研修情報 

④エコ・省エネ・環境関連情報 

⑤省庁・自治体等の発信している情報 

【登録手順】 

本所 HP （http://www.ichinomiya-cci.or.jp/）

「メールマガジン」登録フォームより申し込み 

【問い合わせ先】 

企画事業部 メールマガジン担当 TEL：72-4611 

 本所では、地元

企業の人材確保

支援の一環とし

て、就職活動中の

若者と地元企業

の出会いの場を

つくる「一宮就職

情報サイト」を設

置しているが、こ

のほど、サイトデ

ザインをリニュ

ーアルした。 

 求人情報につき、 

業種ごとに表示・非表示を選択できるようにした

ほか、メーン画像やデザインを変更した。 

 是非、貴社の人材募集に「一宮就職情報サイト」

の活用をご検討ください。 

 

【一宮就職情報サイト】 

http://www.ichinomiya-cci.or.jp/kyujin3.html

8 月 1 日付で、以下の職員が本所に入所した。 

▽総務部 松下 拓也 

一宮商工会議所 

事務局人事について

企業・団体の PR に最適です！ 

所報に広告を掲載しませんか？

 本所が毎月 10 日に発行する｢所報｣では、会員サー

ビスの一環として掲載広告を募集している。 

 所報は市内約 3,400 の会員企業の皆様にお届けし

ており、企業・団体の PR に最適である。また、6カ

月、1 年継続でお申し込みいただく場合は割引をご

用意している。 

■広告の種類と掲載料金（税込） 

広告の種類 
天地 

(cm) 

左右 

(cm) 
料金 (円) 

本文(1 段)・白黒  ６．０ １７．０ ８，６４０円

本文(1段)・カラー  ６．０ １７．０ １０，８００円

本文(2段)・白黒  １２．０ １７．０ １７，２８０円

本文(2段)・カラー  １２．０ １７．０ ２１，６００円

裏表紙見返し(全面)・白黒 ２５．５ １７．０ ４３，２００円

裏表紙見返し(1/2)・白黒 １２．５ １７．０ ２７，０００円

裏表紙(全面)・カラー ２４．７ １７．４ ５４，０００円

裏表紙(1/2)・カラー １２．５ １７．４ ３２，４００円

 詳しくは、企画事業部（TEL.72-4611）までお問い

合わせください。 

所報にチラシを同封しませんか？ 

 
本所が毎月 10 日に発行する｢所報｣では、会員

サービスの一環として、チラシの折り込み配布

サービスを行っている。 

■料金表 

種類 ⼤きさ 料⾦（税込） 

チラシ 
A4 版(1 枚) 54,000 円

A3 版 2 つ折(1 枚) 75,600 円

パンフレット（1 部・30g まで） 108,000 円

貴社も、開封率・訴求効果の高い「所報」を使

って、約 3,400 の会員企業の皆様に向けて商

品・サービスを PR しませんか？ 

詳しくは、企画事業部（TEL.72-4611）までお

問い合わせください。 
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今月の表紙「一宮 産業観光めぐり」 
アート・デザイン・食・祭り 

 
アート・デザインの「芸術の秋」、イベントの「行
楽の秋」、そして「食欲の秋」。あなたはどの秋
を楽しみますか？ 
ゆたかふぇ（篭屋 4-11-13） 

繊維工場の「のこぎり屋根」をリノベーショ
ンしたカフェ。 
母体の平松毛織㈱では貸工房・貸会場を運
営し、イベント・ワークショップも開催し
ています。 

一宮市三岸節子記念美術館（小信中島字郷南
3147-1） 

一宮市出身の名誉市民・三岸節子画伯の功績
を讃え、生家跡に建設。生涯にわたる作品を
収集し、テーマ毎に常設展示しています。 

第 34 回木曽川町一豊まつり 
安土桃山時代の名高い武将・山内一豊の生誕
の地として開催。9月 17 日（日）に黒田小学
校などを会場に、一豊公と妻・お千代が登場
するパレードなどが行われます。 

家具工房 Trunk（小信中島仁井北 12） 
「のこぎり屋根」の元繊維工場を、手づくり
の木製家具工房に。ミニギャラリーを併設し、
毎週土・日・月は木工教室を開催しています。

「環境行動計画」 

「J-クレジット制度」について 

「J－クレジット制度」とは、省エネルギー機

器の導入や森林経営などの取組による、CO2 など

の温室効果ガスの排出削減量や吸収量を、「クレ

ジット」として国が認証する制度である。本制度

により創出されたクレジットは、低炭素社会実行

計画の目標達成等、様々な用途に活用できる。 

 クレジット創出者（中小企業、農業者、森林所

有者、地方自治体等）には、ランニングコストの

減少、クレジット売却益、温暖化対策の取り組み

に関する PR 効果等のメリットがある。 

また、クレジット購入者（大企業、中小企業、

地方自治体等）は、低炭素社会実行計画の目標達

成等に活用できるほか、カーボン・オフセット、

CSR 活動への活用を通じて、企業や製品の差別

化・ブランディングに利用が可能である。 

是非、「J-クレジット制度」 

をご活用下さい。 

 

△ホームページ 

https://japancredit.go.jp/ 

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

ichi はなれ 

(有)ノザキ急便 

(株)Ｓ・Ｓ．Ｆ．Ｔ AUTO 

(株)日光 

小家碧玉 

コインランドリーパフィン 

office 経営相談の森 

(株)技術経営フロンティア 

MT'S NAIL 

(株)達美装 

NPO 法人 MOVE 

(有)TSP(TOM Sawyer Planning) 

トレスアール 

(有)三栄コーキング 

シトロンヴェール 

(同)アミューズメントスターズ 

(株)トワール 

K2 WEB DESIGN 

文化・サービス

土 木 建 設

物 流 ・ 情 報

土 木 建 設

文化・サービス

文化・サービス

金 融 ・ 理 財

文化・サービス

文化・サービス

土 木 建 設

文化・サービス

文化・サービス

文化・サービス

土 木 建 設

食 品

文化・サービス

商 業

文化・サービス

※平成 29 年 6 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。 

「歩行者保護モデルカー」ステッカーを 

貼り安全運転啓発のご協力を！（再掲）

本所では 7 月より交通安全運動の一環として、

ご賛同いただく会員事業所で「歩行者保護モデル

カー」ステッカーを貼っていただく啓発事業を実

施しています。 

平成 28 年の愛知県内交通事故者は全体で

41,551件、うち横断歩道横断中は1,077件であり、

事故の背景には歩行者に対する運転者の無関心

や、横断歩道は歩行者優先という交通法令の無視

などが考えられます。こうした状況の中で、運転

者の意識を改める活動のひとつとして、本所では

自社の車に歩行者保護啓発のステッカーを貼って

いただける会員事業所を引き続き、募集します。

是非、本取組みにご賛同いただき、ご協力して

いただける事業所には下記ステッカーを 5 枚差し

上げますので、ご連絡ください。 

詳細については総務部まで（TEL.72-4611）。 

 

 

 

 

 

 

△歩行者保護モデルカーステッカーのデザイン 

サイズ（縦 70mm×横 210mm） 
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