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一宮商工会議所常議員会を開催 
～今年度の一宮だいだいフェスタ大集合 

for Halloween 2018 を総括～ 

11 月 26 日、本所小ホールにて、常議員会を開

催した。当日は新会員の承認後、①「一宮だいだ

いフェスタ大集合 for Halloween2018」につい

て、②「冬の七夕カーニバル～一宮イルミネーシ

ョン～」について、③「メッセナゴヤ 2018」に

ついて、④「全国商工会議所観光振興大会 2018 in 

会津若松」について、⑤「日商常議員会」につい

て、報告を行った。 

一宮だいだいフェスタ大集合 for Halloween 

2018 について、前回に続き、会期後半に行われ

たイベントを動画にまとめ報告を行った。また冬

の七夕カーニバルは、12月 1 日（土）～ 2 月 14

日（木）で実施。それに合わせ 12 月 1日（土）

にシビックテラスで点灯式を行うことが報告さ

れた。 

「メッセナゴヤ 2018」では、11 月 7日（水）

～10 日（土）にポートメッセなごやで開催され

たメッセナゴヤ 2018 の共同出展ブースに出展さ

れた企業と内容について紹介した。 

会津若松で開催された「全国商工会議所観光大

会 2018」については、11 月 5 日～7日に開催。

訪日外国人旅行者数の増加にともない、戦略的に

誘致を取り組むことで世界に観光資源を発信で

きる機会になるとしてその事例が紹介された。 

さらに、11 月 15 日に開催された日商常議員会

について報告。特に現在、注力する事業承継税制

について法人向けの事業承継税制拡充後の申請

状況が非常に伸びており、年間 4,000 件の申請に

せまる勢いであると説明した。 

報告事項の終了後は、社会医療法人「杏嶺会」

上林記念病院の企業メンタルヘルス事業部の副

主任で臨床心理士の斉藤和哉氏を講師にお招き

し、メンタルヘルス研修として「職場の『健康経

営』と『プレゼンティーズム』」と題して講話を

いただいた。 

斉藤氏は、職場の「健康経営」のキーワードと

なる「プレゼンティーズム」についてその内容を

解説。会社に出勤はしているが、抑うつ症状や不

眠症状で仕事に影響が出る社員のことを「プレゼ

ンティーズム」と呼び、抑うつ状態で欠勤してい

る社員よりも実は社会的損失が高いと説明した。

そのプレゼンティーズム状態となっている社員

をいかに早く気づき対策を打つために、2015 年

12 月から法制化されたストレスチェックの利用

を促した。さらにその制度を活用するために上林

記念病院が実施するサービスの活用を勧めた。 

参加者からの「ストレスチェック以外にプレゼ

ンティーズム状態になっている社員を見分ける

方法があるか」という質問には、その社員の睡眠

と食欲の状態を確認することが効果的な測定方

法となると回答した。 

常議員会終了後、参加者は個別に相談するな

ど、メンタルヘルスや健康経営について考えるき

っかけになるなど、有意義な卓話となった。 

△常議員会で挨拶を行う社会医療法人「杏嶺会」 

上林記念病院の鈴木事務長 

△常議員会で挨拶を行う豊島会頭 
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産業振興委員会（委員長：西岡 隆夫） 

議題 

(1)講演：｢“ワンクリック革命”～ネット時代に遅

れた日本、『赤船到来』への準備は？～」

  講師：横 伸二氏 

（㈱マルエム商会取締役、㈱TDK 元取締役

常務執行役員、上海大学名誉教授、浙江

大学・浙江工業大学・筑波大学客員教授）

(2)所管事業の進捗報告 

(3)第 3 期アクションプランについて 

 議題(1)では、欧米で電子部品ビジネスに長年携

わった講師の経験より、日本企業がネット時代のス

ピードに対応できず世界的なシェアが低下したこ

とを説明。更に、各分野で IT 化が急進展する中国

の実情を概説し、文化の比較等を交えながら、今後

の対応として、中国には単純に「挑戦」をせず、「実

験結果」が出揃う時にそれを導入し、日本流アレン

ジを試みる方法の提案等がなされた。 

 議題(2)及び(3)では、事務局より、それぞれ報告

がなされた。 

中小企業委員会（委員長：藤原 一弘） 

 

議題 

(1) 事業承継に係る課題と対策について 

(2) 委員会所管事業の報告について 

(3) 第 3期アクションプランの所管事業(案) 

  について 

議題(1)では、本所中神専務理事が事業承継にかか

る基本的な課題と国の政策、事業承継税制改正の効

果等について説明した。委員からは、事業承継の難

しさや承継できるような企業となるために希少価値

のある商品の提供やブランド力を向上させることの

大切さ、今後後継者不在により廃業する事業所が

益々増えることを懸念する意見などが挙がった。 

議題(2)では、事務局より今年度の委員会の所管事

業について事業計画策定支援や各種セミナー、出展

支援、食ブランド事業について説明するともに、12

月 8 日開催のいちのみや逸品市の告知も行った。 

議題(3)では、事務局より第 3期アクションプラン

の所管事業について説明を行った。 

開催日 

11 月 12 日 

出席者 

23 名 

開催日 

11 月 21 日 

出席者 

19 名 

情報委員会（委員長：青木 俊憲） 

議題 

(1) 講演「セキュリティ対策で‘今’実施すべき

こと」 

  講師 NTT ビジネスソリューションズ㈱ 

東海支店 名古屋第二ビジネス営業部 

ビジネスパートナー営業部門 

パートナー営業担当 

     課長 坂井 英知 氏 

(2) 所管事業報告について 

(3) 第 3 期アクションプランについて 

 議題(1)では、①SECURITY ACTION とは ②ウィ 

ルスの脅威や攻撃について ③セキュリティ対策

について と 3部構成で講演を行った。コンピュー

タウィルスの感染経路やウィルスの種類、実際に

感染してしまうとどのようになるかを動画で紹介

した後、感染しないための入り口・出口対策とし

てどのような方法があるかなどについて解説があ

った。議題(2)及び(3)では、事務局より、それぞ

れ報告がなされた。 

開催日 

11 月 26 日 

出席者 

20 名 

全国商工会議所 

観光振興大会 in 会津若松 

  11 月 5～7日、会津若松市にて、全国商工会議

所 観光振興大会が開催された。 

  日本商工会議所が主催し行われる観光振興大

会は、人口減少と共に地方経済の低迷が懸念され

る中、観光振興を通じた持続可能な地域づくりを

進める全国の商工会議所から1300人が参加した。

  取り組み事例を表彰する「きらり輝き観光大

賞」には、京都・大津商工会議所による「びわ湖

疏水船復活事業」が受賞した。 

△観光振興大会 全体会議の様子 
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△未来職 2018in 一工祭の様子 

 11 月 16 日、愛知県立一宮工業高等学校で

「未来職 2018 in 一工祭」を開催した。 

このイベントは、高校生が地元企業の魅力

やその仕事に繋がる「学び」の面白さを知り、

「働くこと」について考える機会の提供を目

的として、一宮工業高等学校と協力し、地元

企業によるブース出展を初めて実施した。 

  当日は、17 社の企業がブースを出展するな

か、生徒・保護者を含む約 300 名の来場者に

11 月 11 日、愛知デスティネーションキャンペ

ーン（愛知 DC）の一環として JR 尾張一宮駅にて

「モーニングトレイン一宮」のお出迎えイベント

を開催した。 

このイベントは「モーニング発祥のまち・一宮」

を PR するもので、当日は、モーニング協議会関

係者らがおもてなしの横断幕を掲げ、出迎えにあ

たった。 

  電車内では、モーニングエンジェルズが、一宮

モーニングの楽しみ方を説明しながら、モーニン

グマップや当日開催される「おもてなしモーニン

グ Café」のチラシ等を配布し、乗車客の多くがイ

ベントに参加、一宮モーニングを体験した。 

同様に、12月 8 日にも「モーニングトレイン一

宮」の運行と「おもてなしモーニング Café」を開

催し、モーニング発祥の地・一宮を盛り上げた。

愛知デスティネーションキャンペーン 

「モーニングトレイン一宮」が運行！！一宮モーニングを PR しました！！ 

△㊧から、尾張一宮駅の出迎え、モーニングトレイン車内での PR、おもてなしモーニング Café の様子 

対して、自社の仕事内容について体験等を通

して、PR を行った。 

  出展企業より、「体験を通じて地元企業につ

いて知ってもらう良い機会となった。」という

声が多数あった。一方で生徒からは、「地元企

業について知ることができ、より将来につい

て明確にイメージすることができた。」という

声もあった。 

一宮工業高校で職業体験イベント 

「未来職 2018 in 一工祭」を開催しました！ 

 



 

平成 30 年度のプロジェクト参加店を、ピックアップしてご紹介します。 

一宮モーニングプロジェクト 参加店紹介 

詳細は、QRコードから「一宮モーニング」公式ホームページをチェックしてください！ 
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カフェ チェリモア 
【お店より】 

分煙で天井が高く落ち着いた雰囲気のお店です。

お一人様から小団体までのんびりとくつろぐ事

ができます。モーニングは新鮮で安全な物をその

日の内に完売する事をモットーに新鮮で安全な

物を提供しています。 

吊るし人形もいろいろ飾ってあります。 

住所 | 一宮市浅井町西浅井郷中７ 

モ ー ニ ン グ タ イ ム  | 7:30 ～

13:00 

ドリンク代 | （コーヒー360 円） 

アラティ 
【お店より】 

モーニングは A〜F セットあり、豊富なメニュー。

コーヒーチケット（11 枚）を 3,000 円でいつで

も販売。モーニングだけコーヒーのお替りが１回

サービス。本場のシェフがブレンドした特製のス

パイスカレーと炭火で焼き上げたもちもちナン

は絶品！ 

住所 |一宮市浅井町 

大日比野如来堂 1560 

モーニングタイム|7:00～11:00 

モーニングセット 350 円～ 

一宮モーニング協議会（会長：猪子誠兒常議員）

は、11 月 11 日に「おもてなしモーニング café」
を開催。今回は一宮モーニング協議会が、オリジ

ナル創作モーニング「138 ベストコンディション

モーニング」を提供した。 

「138 ベストコンディションモーニング」は、

一宮市発祥のローカルフードである一宮モーニ

ングとベトコンラーメンをコラボレーションさ

せたメニューで、ベトコンラーメンの具材を、特

注のパンで優しく包んだもので、食べ歩きしなが

ら市内を巡れるようテイクアウトにも対応した。

 

おもてなしモーニング Café開催！！ 

～ベトコンラーメンと一宮モーニング 2 大ローカルフードがコラボレーション～ 

 調理・配膳等は、森隆彦一宮モーニング推進委

員会委員長をはじめとする推進員会委員と本所

職員が行った。当日は天気にも恵まれ、愛知デス

テネーションキャンペーン特別列車「モーニング

トレイン一宮」に乗車し来場した方に提供した分

を含め、予定を上回る 222 食を完売した。  

△138 ベストコンディションモーニング 

多くの人で賑わう 

店内の様子  ▷ 

◁厨房の様子 



 

女性会（会長：鳩山佳江）は、平成 31 年 2 月

23 日に今回で 4 回目となる「138 いい de 愛♥婚

活パーティー」を本所 3 階大ホールにて開催す

る。この婚活パーティーは結婚を真剣に希望す

る男女に参加いただき、自己紹介の時間や軽食

パーティーを通じて、素敵な出会いの場を提供

するもの。右記及び同封したチラシの開催要綱 

138 いい de 愛婚活パーティーを開催！ 真剣に結婚を考える方の参加募集中！！ 

を参照の上、多くの方に参加していただきたい。 

【開催要綱】 

日    時：平成 31 年 2月 23 日（土） 

13：30～16：30 

場    所：本所 3階大ホール 

参 加 費：男性 4,000 円 女性 3,000 円 

対 象 者：男性 会員企業経営者・従業員 

・会員事業所の紹介 

対象年齢：25 歳～40 歳の独身男女 

定    員：男性、女性  各 25 名 

申込方法：所定の申込用紙に記入の上、郵送又は 

直接会議所窓口へ提出 

受付期間：平成 31 年 1月 11 日（金）17 時まで 

問合せ先：一宮商工会議所総務部 

          TEL:0586-72-4611 

・申込書は商工会議所で配布している他、会議所 

ホームページでもダウンロードすることができ

ます。 

一宮商工会議所青年部は、11 月 26 日、本所にて

一宮市の明るい未来を学び語る会を開催した。 

本会は本年で 5年目を迎え、所属する 5団体より参

加者 89 名が集った。 

講師に愛知県産業労働部 鵜飼主幹を招き、愛知

県中小企業振興基本条例についての講演が行われ

た。条例で何が変わったか等を学んだ後、テーブル

に分かれ、一宮市の魅力を向上させるためにできる

事についてディスカッションが行われた。 

本会 本年 年 を迎え

一宮商工会議所青年部（会長：柴垣健一）は、11

月 9 日～10 日、帯広での全国会長研修会に参加し

た。全国の商工会議所青年部の代表者を対象に、経

済人としての成長を目的に毎年開催される。 

今年度は帯広商工会議所青年部（阿部勝利会長）

が主管し、全国 260 単会、1590 人が集結した。会

員総会では、日本YEGの次年度会長に各務原YEG 田

中暢之氏の就任が承認された。 

次年度は長野市で開催予定。 

△一宮市の明るい未来を学び語る会の様子 △全国会長研修会の様子 

一宮市の明るい未来を学び語る会を開催！ 
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日本商工会議所青年部  

第 36 回全国会長研修会が帯広で開催 

△女性会主催の婚活イベントのチラシ 



 

 

 

 

 

 

 

一宮商工会議所 中小企業相談所  

TEL：85-7032    ＦＡＸ：72-4411 

Homepagehttp://ichinomiya-cci.or.jp/ 

B support usiness center 
【ビジネス支援センター】
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 本年 9 月から始まった本所創業塾が、11 月 20 日

に全 12 回の講義をもって終了し、19 名がビジネス

プランを作成し修了した。 

 11 月 6 日に開催した第 10 回では、ノイエ代表の

飯島氏を講師に迎え、相手(家族、融資審査員、顧

客等)を説得する為のプレゼンテーションの方法に

ついて、講義を行なった。 

11 月 13 日に開催した第 11 回では、日本政策金融

公庫一宮支店 融資課長の須江氏を講師に迎え、日

本政策金融公庫の融資制度の概要説明及び森ｲﾝｷｭ

ﾍﾞｰｼｮﾝﾏﾈｰｼﾞｬｰを講師に情報発信に関する講義を行

なった。 

11 月 20 日に開催した最終日となる第 12 回には、

本塾を通じて作成してきた各参加者の「ビジネスプ

ランマップ」の発表会を行った。 

当日は、３グループに分かれて自身のビジネスプ

ランを発表し合い、各グループで選抜された３名 

が全員の前で発表する形式で実施した。   

発表会により、第三者の意見を聞く貴重な機会

となるとともに、参加者相互の理解と今後のビジ

ネス交流のきっかけとなった。 

 卒業した参加者が、創業を果たした際は会議所

事業を積極的に活用し、一宮市内で長く事業を継

続できるように支援を行なっていく。 

 

平成 30 年度 「いちのみや創業塾」全カリキュラム終了！ 

今後は、自身の作成した創業プランをもとに創業を目指す！  

事業承継セミナー開催のお知らせ
～私はこうやって事業を 

引継ぎ、「発展」させてます～ 

 若手後継者の取組や実情を学ぶ為、ここ数年間に

先代の代表者から経営を承継する(した)３名の若

手経営者・候補者の方( ※成功体験を語ってもらう

訳ではありません。)に、自分が承継して困ったこ

と、悩んだこと、課題に感じたこと、今取り組んで

いることを率直に語っていただく。 

後継者の方はもちろん、今後事業承継をお考えの

経営者の方もこの機会にぜひご参加ください。詳細

は折込チラシを参照下さい。 

【開催要綱】 

日 時：平成 31 年 2月 7日（木）18：00～21：00 

場 所：一宮商工会議所ビル３階大ホール 

定 員：５０名(先着)    参加費：無 料 

第 1部 基調講演： 

演題 若手後継者に求められる取組みと事業承継 

支援施策 

講師 ㈱経営支援ﾊﾟｰﾄﾅｰ代表取締役 佐原 啓泰 氏 

第２部 パネルディスカッション 

演題 若手後継者から見た事業承継の現実と未来 

志向 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ ㈲荒木製作所  小林 幸平 氏 

       ㈱森鉄工所    森 裕晃 氏 

       ㈲ピコ        藤原 仁美 氏 

 モーニング激戦区で繁盛店を経営する

COCOROCAFE 店長 中村 正枝 氏を講師にヒット商品

「パンの器」ができるまでの誕生秘話を伺います。

また、参加者同士の交流の時間を設け、ご自身の

ビジネスプランの見直し・参加者間の交流の場を提

供します。女性起業家(おおむね創業 3年以内)の皆

さん、この機会にぜひご参加下さい。詳細は折込チ

ラシを参照下さい。 

【開催要綱】 

日 時：平成 31 年 1月 31 日（木）13：30～16：00

場 所：COCORO CAFÉ(千秋町佐野字郷西 40-1) 

定 員：２０名(先着) 

参加費：1,000 円 

演題・講師 

第 1部 基調講演 

演題 小さなお店・会社の儲けるワザ 

講師 オフィス経営相談の森 代表  森 正樹 氏 

第２部 トークセッション 

演題 地域有名店に実体験を聞く。小さなお店繁盛

のコツとは？ 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ COCOROCAFE 店長 中村 正枝 氏 

第３部 参加者同士が交流するティータイム 

※当日は名刺交換会を行います。名刺もしくは名刺

に準ずるものをご持参下さい。 

一宮女性起業家ビジネスカフェ 

～繁盛店に聞くヒット商品誕生秘話～



「“変化を恐れず、変化に適応し、変化を楽し

む”をモットーに事業に取り組んでいきたい」

と話すのは、今伊勢町にある瑞芳産業株式会

社。今年 1 月に 30代で代表取締役社長に就任

した小嶋肇(こじま・はじめ)さんに創業から現

在までの事業変遷、今後の展望などについてお

話を伺った。  
■将来を見据えいち早く業種転換 

昭和 38年 8月に代表者の祖父である小嶋廣

吉（こじま・ひろきち）さんが繊維会社を立ち

上げたのがはじまり。その後、約 40 年前に将

来を見据えていち早く業種転換を図る。自動車

業界の景気やリーマンショックの影響に左右

されもしたが、それを乗り越え現在に至る。  
■仕上がりがキレイな「炉中ろう付」 

業務は自動車のエンジン部品、トランスミッ 

ションや家電製品、

電動工具、工作機械

などの熱処理加工

(ろう付 (＊))を行

い、中でも同社は

「炉中ろう付」に特

化している。製品出

荷前に目視による

全数検査を徹底し、

サンプルチェック

ではなく、全ての製 

品を検査すること

で品質の維持と不

良品の出荷を未然

に防止しているほ

か、製造・検品・出

荷に至るまでオペ

レーションをシス

テム化し、取引先の

ニーズに迅速かつ

柔軟に対応してい

る。連続式無酸化ろ

う付炉も 4 機所有

し、うち 1機は常に

バックアップとし

て運用するなど安

定的な供給が出来 

る体制を整え、納期の厳守にも努めている。手間暇

をかけているため、キレイな仕上がりとなり取引先

からの評価も上々。大手自動車メーカー数社との取

引にも繋がっている。代表者は、工業炉メーカーで

10年勤務していたこともあり、工業炉に関する知見

を持っており品質について取引先に論理立てて説

明する事ができるのも大きな強みとなっている。  
■“接合なら瑞芳産業”と思っていただける会社へ 

今後は、ありとあらゆる金属の接合を行い、接合

なら瑞芳産業と思っていただけるような会社にな

れればとのこと。自動車産業も電気自動車の普及に

よる産業構造の変化も予想されているが、それも柔

軟に対応していくほか、製造業のイメージを覆すべ

くスマートで明るく、若い人にも受け入れられるよ

うな環境作りにも努めたいと意気込む。 
 
(＊) ろう付(ブレイジング)とは、金属を接合する方法の
一種。 接合する母材と母材の間に母材の融点よりも低い
合金(ろう)を溶かし毛細管現象で 浸透拡散させ、これを
冷却・凝固することによって接合を行う。炉中ろう付は大
気を遮断した炉内で母材とろう材を加熱・冷却することに
よってろう付する。 

 

 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  一宮商工会議所との関わりについて教えてください。 
A  一宮金属経営研究会(*)に所属し、勉強会や工場視察などを積極的に実施しています。今年 4月から

は会長を務めております。 
  (*)当所会員事業所で構成される「一宮金属工業会」を親会とし、若手経営者または後継者の育成を目的に組

織された団体。 

～ ｷﾚｲな仕上がりが大手 

自動車ﾒｰｶｰに評価 ～ 

代表者：小嶋 肇  創 業：昭和 38 年 8 月 

住 所：一宮市今伊勢町宮後字郷東 15 

Ｔ Ｅ Ｌ：(0586)45-4581 

業 種：自動車部品などの熱処理加工 
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瑞芳産業株式会社 

▲ 代表者：小嶋肇さん 

▲ 工場内の様子    
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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』※（平成 30 年 9 月 5日(水)開催）

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。 

 

健やかに暮らす材料で『日本で初めての耐震等級 3 標準仕様化』を実現しました!!  

※【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。（年 2回開催：次回は平成 31 年 1 月 30 日(水)に開催） 

株式会社エコ建築考房 一宮市九品町 4-22 

TEL. 0586-28-3755 https://ecoken.co.jp/ 

キラリ輝け☆ 

 会員事業所の新たなチカラ 

振袖レンタルシェアリング 

株式会社美秀 一宮市千秋町佐野字農中 86-9 

TEL. 0586-76-2110  http://kimono-sharing.com/ 

タンスに眠ったままになっている振袖の有効利用のため、日本初
の振袖レンタルシェアリングサービス『C2C』を開始します。 
 『C2C』は、持っている振袖が長年タンスの肥やしになっていて
「どうにかしたい」貸主と、「どこを見に行っても同じような柄の
振袖ばかり」「成人式で、誰ともかぶらない個性的な振袖が着た
い」借主とを、WEBサイト上でむすび、振袖が有効に流通できる市
場を創造していく新しいCtoC型レンタルシェアサービスです。 
  
■ここがポイント！ 

・今までタンスに眠っていた着物を活用するCtoC型のシェアであるため、

これまで法人が個人に貸し出していた着物レンタルサービスより、３割

程度レンタル料が安いことも特徴です。 

・これまでのレンタルには無かった品質チェックに関して、弊社独自の評

価基準を策定しレンタル価格にも反映し、お客様にとって分かりやすく

安心できるサービスです。 

健やかに暮らす家にべニアは不要です。 

完成後には見えなくなる構造部分までベニアは使わず、耐久性に

も健康面でも優れた国産無垢の木材のみを使用した、自然素材で建

てる家です。 

一宮市（東海地区）は軟弱地盤と言われており地震が来た時の危

険性が高いです。 

家は安全、安心である為に健康と耐震を両方兼ね備えた家を実現

できました。 
 
■ここがポイント！ 

・住む人が健やかに暮らせる事 

・構造家の権威：山辺豊彦先生に「ベニアを使用せず、全棟に『耐

震等級3』を標準仕様化したのはおそらく世界どこを見てもエコ

建築考房ぐらいですよ」と言っていただきました。 

日本初  

合板・構造用面材ゼロで

国産材のみ使用し、『日

本で初めての耐震等級 3 

標準仕様化』を根拠のあ

る構造計算により実現 



11 月 6 日(火)、いちのみや食ブランド推進協議会

と共催で新商品を生み出すアイデア発想法セミナ

ーを当所大ホールで開催した。 

セミナーは、新商品・新サービス開発の重要性が

増す中、アイデアを促すための発想技法を紹介する

ことで加工品の開発を促そうと開催したもので、当

日は 22 名が参加。鳥巣経営研究所代表で中小企業

診断士の鳥巣智嗣氏が発想の基本的なメカニズム

や発想力を高めるための日々の訓練方法にについ

て解説するとともに参加者自身も実際にブレーン

ストーミングや焦点法に挑戦した。 

 

 

 

 

 

 同日実施したアンケートは受講者全員が回答。講

演内容については満足 14 名、おおむね満足 8名と

回答。講師の説明も 18 名が分かりやすいと回答す

るなど好評であった。 

 いちのみや食ブランド推進協議会（会長：岩田

孝逸）は 9月 21 日、新たに 2品目を「いちのみや

食ブランド」として認定した。これにより認定商

品は 77 品目となった。（今年度計 3 品認定、1 品

取り消し） 

 認定事業所には認定証を発行するとともに、「認

定マーク(＊)」の使用を許可する。認定品は今後

「いちのみや食ブランド品」として広告・販売で

きるほか、公式ホームページやパンフレット(＊)

に掲載される。 
 

 

 

■今回の認定商品 

①極(きわみ)、巧(たくみ)（若松屋 末広） 

・極 きわみ 

阿波和三盆糖と尾張のブランド卵国産蜂蜜を使

用し、しっとりと焼き上げた贅沢なカステラ 

・巧 たくみ 

一宮特産品の福来蜜と尾張のおいしい卵をたっ

ぷり使って焼き上げた郷土カステラ 

□販売価格 極：1,296 円 巧： 1,080 円 

（いずれも税込）

□販売場所 店頭 
 
②のぶさんのなんでもごだれ 

（株式会社 Food Educate）

地元エコファームの玉ねぎを使用し、りんごと

発酵させた醤油ベースの甘めの万能だれです。 

お肉料理はもちろん、お魚料理、サラダ、温野

菜など様々な料理に合います。 

しゅん亭自慢の商品をぜひどうぞ。 

□販売価格 580 円（税込） 

□販売場所 しゅん亭 

11 月 14 日(水)、ど演歌チラシセミナーを本所小

ホールで開催した。 

セミナーは、チラシを時間とお金をかけて作成し

ているものの反応率が悪いとお悩みの事業所を対

象に、全国さまざまな業種で実践され成果を上げて

いる「ど演歌チラシ」の作成方法を解説するべく開

催したもので、当日は 40 名が参加。 

株式会社ごえん代表取締役の山田文美氏より反

応あるチラシの共通点や顧客ターゲット選定方法、

自店にとっての当たり前を伝えることの大切さ、消

費税軽減税率制度の概要等ご講義いただいた。 

 

 

 

 

 

同日実施したアンケートは 37 名が回答。講演内

容については満足 34 名、おおむね満足 3名と回答。

講師の説明もほぼ全員となる 36 名が分かりやすい

と回答するなど受講者からの評価も上々であった。
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【問合せ先】いちのみや食ブランド推進協議会事務局 

      TEL：0586-72-4611 WebPage：http://Ichinomiya-brand.com/ 

 いちのみや食ブランド 新たに 2品目を認定！ 

△のぶさんのなんでもごだれ△極(手前)、巧(奥) 

反応があるチラシの共通点学ぶ 

ど演歌チラシセミナーを開催！ 

新商品の開発を促すアイデア技法を学ぶ 

新商品を生み出すアイデア発想法セミナーを開催！  



 

 

 本所は 11 月 7 日から 10 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 2018」に、

愛知県商工会議所連合会ブースと本所会員企業5社

との共同ブースを出展した。 

 メッセナゴヤは、業種・業態の枠を越え、各出展

者の持ちよる製品やサービスを国内外に広く情報

発信し、販路拡大や人脈形成を図る「国際総合展示

会」。  

会期中は、延べ約 61,952 人の来場（『メッセナゴ

ヤ 2018』公式ホームページより）があり、出展企業

は 1,437 社と大変な賑わいを見せ、本所の活動や出

 

 

『マル経融資制度』＆『定例金融相談会』ご案内!  ～気軽にご利用ください～ 

展企業の商品を来場者に積極的にＰＲした。 

【共同出展企業（順不同）】 

・小川染色㈱・川口合成㈱・東陽住建㈱ 

・㈱鳥越樹脂工業・プリントス㈱ 

日本最大級の異業種展示会メッセナゴヤ 2018 へ共同で出展 

～共同出展５社がそれぞれの魅力を来場者へ PR～ 
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・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。 

・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。 

 さらに、一宮市においては、「利子補給制度」も

用意されており、1,500 万円以内、返済期間 3年以

上の融資を受けられた事業所は、当初 1年間にかか

る利子の 30％が一宮市から補助される。 

【定例金融相談会】 

 本所では、愛知県信用保証協会と連携して「定例

金融相談会」を実施する。 

 愛知県信用保証協会の担当者が、中小企業・小規

模事業者のみなさまの事業経営に必要な運転資金

や設備資金、これから事業を始められる方の創業に

必要な資金など、金融全般に関する相談に応じてい

る。 

 本所では、毎月第 2火曜日（13：00～16：00）に

実施している（予約制）ので、是非ご活用ください。

 

【問合せ・申込先】 

 一宮商工会議所 中小企業相談所 TEL.72-4611 

【マル経融資制度】 

 事業資金でお悩みの小規模事業者の方は、マル経

融資をご活用ください。 

 マル経融資（小規模事業者経営改善資金）とは、

経営改善を図る小規模事業者の方々を対象に、「無

担保・無保証人・低利」で、本所の推薦のもと、日

本政策金融公庫が融資を行う国の制度である。 

 制度概要は、以下のとおり（詳しくはお問い合わ

せ下さい）。 

○融資限度額 

 ・2,000 万円 

○返済期間 

 ・運転資金 7年以内、設備資金 10 年以内 

○利率 

 ・1.11％（平成 30 年 11 月 19 日現在） 

○対象者 

・常時使用する従業員が 20 人以下（宿泊業と娯楽

業を除く商業・サービス業の場合は 5人以下）

の法人・個人事業主の方。 

・一宮商工会議所の経営指導を原則 6ヶ月以上受

けている方。 

 

（愛知県信用保証協会 広告） 

▲共同出展の様子 ▲本所 PR ブース 



【開催日】平成３１年１月１２日(土)、１３日(日) 

【会 場】富山県高岡市中心市街地 
（クルン高岡・＠パーク・ウイングウイングﾞ高岡・メルヘン広場） 

【問合先】まちづくり会社・末広開発㈱ TEL0766-20-0555  

【Ｈ Ｐ】高岡ストリート https://www.takaoka-st.jp/ ※情報を随時更新 

   

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
〒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 
Season７ 

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 

第 ３ ３ 回 

日本海高岡 

な べ 祭 り 

－ なべ券について － 

お鍋は原則なべ券での販売になっ

ています。お得な前売り券を購入し

て、美味しいご当地お鍋をお得に楽

しみましょう！ 
 

前売り券(２枚綴り)⇒６００円 

当 日 券(１枚)⇒３５０円 
 

※前売り券は前日まで販売。高岡市内各所や

全国のファミリーマートで購入することが

できます。 

高岡の冬の風物詩、日本海高岡なべ祭りの時期が近づいてまいりました！平成最後

のなべ祭りには、今回初登場の「プレミアムなべ」を販売予定。日本海側の海の

幸・山の幸が楽しめるあったか～いお鍋をはじめ、当地グルメが一堂に会するイベ

ントとなっております。是非、皆様のお越しをお待ちしております。 

県内外の美味しい 

ご当地お鍋が大集合！

人気のお鍋は毎年 

長蛇の列になります。

高 岡 商 工 会 議 所

The TAKAOKA Chamber of Commerce and Industry

具沢山のお鍋で 

お腹も心も満たされる

こと間違いなし！！！

県内外の特産品や 

B 級グルメも同時に 

楽しむことができます。

※会場によって提供される

鍋の種類が異なります。 
ホームページに掲載される

チラシを確認してお越しく

ださい。 

※天候や提供元の事由により、提供

される鍋等に変更が出る場合があり

ます。詳しくは、上記問合せ先まで

ご連絡ください。 
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インターンシップ導入セミナーを開催！ 

11 月 19 日、本所 3階大ホールでインターンシ

ップ導入セミナーを開催した。 

△インターンシップ導入セミナーの様子 

「冬の七夕カーニバル～一宮イルミネーション～2018」 

12 月 1 日開催の点灯式でスタートしました！ 

 一宮イルミネーション協議会（会長:梯國彦常議

員）が主催する、今年度のイルミネーション事業「冬

の七夕カーニバル～一宮イルミネーション～2018」

が、12 月 1日に尾張一宮駅前ビル（iビル）3階シ

ビックテラスで開催された点灯式を皮切りにスタ

ートした。 

 今年度の同事業は、平成 31 年 2 月 14 日（木）ま

での約 2カ月半にわたって開催される。 
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△今年のイルミネーション装飾（ロータリー）

「冬の七夕カーニバル 

～一宮イルミネーション～ 2018」開催概要 

 

・会  期：平成 30 年 12 月 1 日(土)～ 

      平成 31 年 2月 14 日(木) 

・点灯時間：会期中の 17 時～24 時 

・会  場：一宮駅周辺 

・主  催：一宮イルミネーション協議会 

・事業内容： 

駅東口、銀座通り、ロータリー、駅西口を、

イルミネーション（LED）で装飾。 

また、イベントとして、昨年開催して好評

だったイルミネーション作品展「イルフェ

ス」を、駅西口を会場に開催し、点灯期間

中、市内の児童・生徒・事業所の皆さんが

デザイン・制作したイルミネーション作品

（19 作品）を展示し、冬の一宮を盛り上げ

ます。 

このセミナーは、通常の方法では採用が難しいな

ど人材確保に悩んでいる経営者、人事担当者向けに

インターンシップへの取組みについて理解を深め

ていただくために開催したもの。 

当日は、名古屋経済大学経済学部教授 兼 キャリ

アセンター長の大黒光一氏を講師に迎え、「インタ

ーンシップの現状と課題から考える効果的なイン

ターンシップについて」をテーマに、昨今の学生の

就職状況や中小企業でも手軽に導入できるインタ

ーンシップの手法や事例について説明があった。 

 

△銀座通りからロータリーの装飾 



[ここに入力] 
 

 

～日商簿記検定試験～ 

総勢 594 名が試験に挑戦！ 

11 月 18 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

150 回日商簿記検定試験を実施した。当日は、1

級 11 名、2 級 141 名、3 級 442 名のあわせて 594

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。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

の視点を養える資格として注目度も高い。 

11 月 25 日、本所にて第 41 回福祉住環境コーディ

ネーター検定試験を開催し、1級 2名、2級 27 名、

3級 9名のあわせて 38 名が試験に挑戦した。 

福祉住環境コーディネーターとは、高齢者や障が

い者に対し、できるだけ自立しいきいきと生活でき

る住環境を提案するアドバイザー。医療・福祉・建

築について体系的に幅広い知識を身に付け、各種の

専門家と連携をとりながらクライアントに適切な

住宅改修プランを提示する業務を行う。介護職や住

宅の営業職などの現場での活躍が期待される。 

11 月 3、4日にトヨタ産業技術記念館で開催され

た「あいち少年少女創意くふう展 2018」に、一宮

少年少女発明クラブ生の作品 15 点が出品された。

 審査の結果、一宮市起小学校 6 年生の神谷浩正

（かみや・ひろまさ）君の作品が「愛・地球博メモ

リアル賞」と「振興賞」を受賞した。 

 神谷君の作品は、来年 3 月に開催する「第 77 回

全国学生児童発明くふう展」に出品する予定。 

△審査会場の様子 
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年末年始休業のお知らせ 

 本所は、平成 30 年 12 月 29 日（土）から平成 31

年 1 月 3日（木）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（金）から営業いたします。 

 

【年末年始営業日のご案内】 

12 月 28 日（金）・・・営業時間 9:00～17:00 

「12 月 29 日（土）から 1月 3日（木）まで休業」

1月 4日（金）以降・・・営業時間 9:00～17:00 

△福祉住環境コーディネーター検定試験の様子 △簿記検定試験の様子 

所報 1月号 発行日のお知らせ 

 本所が発行する「所報」について、次号・平成

31（2019）年 1月号につきましては、年末年始の制

作進行の関係から、平成 31 年 1 月 15 日（火）の発

行となります。あらかじめご了解ください。 

△神谷君の作品 
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特定商工業者の皆様へ 

～特定商工業者制度について～ 

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 29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。 

今月の表紙 

「一宮の有形文化財（建造物）」 

長隆寺本堂・山門 

 

 一宮市の指定文化財。本堂は一重寄棟造、平入り、

桟瓦葺、一見向拝付、主屋の間口柱間 3間、奥行柱

間 3間、向拝の間口柱間 1間、奥行柱間 1間。 

 主屋の梁の側面に｢宝暦八戌寅四月廿二日上梁｣

の墨書があり、また本堂内押入れ扉の裏書きに｢現

住杲貞誌之｣とある。さらに、鬼瓦には｢宝暦七年｣

のヘラ書き銘もあり、建築からみても宝暦 8年

(1758 年)の建立が確実視されるものである。押入

れ扉の裏書きによれば、中嶋郡中嶋村護摩塚出身の

名護屋末広町伊勢屋源兵衛(水野氏)が、宝暦 4年か

ら 8年にかけて長隆寺の殿堂を造立したとある。 

 山門は、一間薬医門で、本瓦葺。鬼瓦に「貞享五

年 つちのへ 辰 山田西世古瓦やに兵へ」のヘラ書

きがあり、貞享 5年（1688 年）に建立されたと考

えられるが、その後何回かの改造が行われた形跡が

ある。垂木は取り替えられており、屋根も葺き替え

られている。また扉も 1枚しか残っていない。しか

しながら柱の一部が残っており、形は当初の形態を

とどめていると考えられる。 

 所在地 萩原町中島字丸宮 32-1 

 愛知県では、名古屋市と共同して、中小事業者を対

象に、専門家が無料で、相談者の取組状況・経営状況

に合わせた無理なく取り組める省エネ対策をアドバ

イスしている。 

・相談の受付先 

 一般財団法人省エネルギーセンター東海支部 

 電話：052－232－2216 FAX：052－232－2218 

・相談の方法 

省エネルギーセンター東海支部において、随時、電

話による相談を行う。また、専門家が相談者の事業

所又はお近くの相談窓口まで出張し、相談を行う。 

・受付日時 

月～金（祝日、年末年始を除く）9時～17時（12時

～13時を除く） 

・対象者 

愛知県内の中小事業者（個人、農業者も含む。） 

・お問合せ 

愛知県 環境部 地球温暖化対策課 

温暖化対策グループ 

電話：052-954-6242（ダイヤルイン） 

E-mail: ondanka@pref.aichi.lg.jp 

「環境行動計画」 

あいち・なごや省エネ相談について 

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 

千不動産 

藤野健司税理士事務所 

ニッカジャパン（株）  

三代目 皓介 

金 融 ・ 理 財 
〃 

商 業 
文化・サービス 

※平成 30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。 
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