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無
料
専
門
相
談

毎週水曜日

（要予約）

（要予約）

金融（日本公庫担当者）

金融（保証協会担当者）

経営（中小企業診断士）

税務（税理士）

春日井そだち（古紙回収）事業承継

一切不要
金利 (1.21%)上限 2,000万円

ぜひご利用ください。

マル経融資制度
事業系古紙無料で回収します！
4月9日(金)・23日(金)
回収拠点にお持ちください

現経営者から後継者への
事業のバトンタッチ

後継者はお決まりですか？
ご相談はお早めに ！

15日 20日

22日

8日 13日

10：00～12：00

13：30～16：00

13：30～16：00

時 間相談（相談員） 4 月 5 月

新型コロナウイルス感染症の影響により、開催されない場合があります。あらかじめご確認ください。
その他相談（労務・事業承継・特許・登記・ISO等）もお問合せください。（随時要予約）

  13：30～16：00

4月行事予定表 お知らせ

日
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月

火

水

木

火

内容

新入社員教育講座

新入社員教育講座

新入社員教育講座on-line

正副会頭会議

女性会総会

女性会４月例会

春日井応援券
「つかエール」有効期限を
4月30日→5月25日（火）（第2弾）
に延長します。

保証人 担保 保証料

経営に役立つ情報

いっぱいあります。

春日井商工会議所 会員募集中！

春日井商工会議所について
～あなたの「やりたい！」「知りたい！」にお応えします～
□ 資金繰りなど経営について気軽に相談したい
□ 社員のスキルアップのための研修をうけたい
□ 新たに取引できる会社を見つけたい
□ 同じ悩みを持つ経営者、異業種の経営者と交流したい
等、お気軽にご相談ください！
●春日井商工会議所入会のご案内　TEL：0568－81－4141
　入会資格　春日井市内で商工業を営んでいる方なら、業種・規模を問わずご加入いただけます。
　年会費　　個人6,000円（３口）、法人20,000円（10口）～従業員数により決まります。

今月号から

会議所ニュ
ースがリニ

ューアル
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補助金の申請を検討されている事業主の皆さまへ

約600タイトルのWEBセミナーを活用して経営に役立てよう

FDAキャッシュバック延長決定

jGrants（Jグランツ）についてのご案内
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新型コロナ感染症関連支援施策情報 商工会議所情報

申請条件
・申請前の直近６ヶ月のうち、任意の３ヶ月の合計売上高が、コロナ以前（令和元年又は令和2年１～
3月）の同３ヶ月の合計高と比較して１０％以上減少している中小企業等。
・事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む中
小企業等。
・補助事業終了後３～５年で付加価値額の年率平均３.０％（一部５.０％）以上増加、または従業員一
人当たり付加価値額の年率平均３.０％（一部５.０％）以上増加達成を見込むこと。

令和3年1月の緊急事態宣言の再発令に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛などの影響
を受け、売上が減少した中小法人・個人事業主等に支給
対　象　
　以下により令和３年１月～３月のいずれかの売上高が前年比又は前々年比で５０％以上減少して
いること
　１．緊急事態宣言発令地域の飲食店・直接・間接の取引があること
　２．緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出、移動の自粛による直接的な影響を受けたこと
支給額　　中小法人：６０万円以内　　個人事業主：３０万円以内
申請期限　５月３１日
問合せ　　一時支援金事務局 相談窓口（TEL0120-211-240）

jGrants（Jグランツ）とは、経済産業省が運営する補助金の電子申請システムで、24時間365日、手続きが
できます。

　厳選された講師陣による経営や人材育成、経理、法律、健康、政治経済など、幅広いタイトルを収録。
パソコンはもちろん、スマホやタブレットでも、気になるセミナーをいつでもどこでも無料で視聴できま
すので、是非ご活用ください。

　フジドリームエアラインズ（FDA）の協力で実施している
「県営名古屋空港応援キャンペーン」について、令和3年度も
実施することが決定しました。
　FDA全８路線が対象で片道1,000円をキャッシュバックし
ます。この機会にぜひ県営名古屋空港をご利用ください。
《キャッシュバック対象外》 無償航空券、割引運賃「45割」、「バースデー割」、団体でのご利用
問合せ　運営課

１.FDAメンバーズに登録
２.県営名古屋空港発着の定期便を利用
３.商工会議所へ申請
４.商工会議所窓口にて代金受取り

※jGrants（Jグランツ）利用の際にはｇＢｉｚＩＤプライムが必要となります
　ＧビズＩＤは、1つのID・パスワードで様々な行政サービスにログインできる経済産業省が運営するサービスです。
　ＧビズＩＤの取得には2～3週間ほど時間がかかりますのでご注意ください。

❖Jグランツによる申請等のメリット
・Jグランツに国及び自治体の補助事業が掲載され、ワンストップで、補
助金情報を収集することができます。
・24時間365日、自宅や職場など、いつでも・どこでも申請が可能です。
・移動時間や交通費、郵送費などのコスト削減が期待できます。
・過去に補助金申請した情報が自動転記される、GビズIDにより申請者
の基本情報が自動入力されるなど、何度も同じ入力をすることがなく
なり、入力負担が軽減されます。
・書類の押印が不要となり、紙でのやり取りもなくなります。
・リアルタイムに申請状況や処理状況が把握できるため、手続を迅速に
行うことができます。
詳　細　ｊＧｒａｎｔｓホームページ ： https://jgrants.go.jp/
問合せ　経済産業省

＜今月のおススメ＞
　❖新入社員向けビジネスマナー
　❖コロナ禍で求められる労務の備え
　❖新しい時代を切り開く！上杉鷹山に学ぶ危機突破力
　❖新型コロナウイルス環境下でのストレス対策
＜ご利用方法＞
　今すぐ当所HP（セミナー・講演会）にアクセス！
　※視聴にはID・パスワードが必要になります。ご不明の際はお問合せください。
問合せ　事業推進課

❖Jグランツで申請可能な補助金

①小規模事業者持続化補助金
②ものづくり補助金
③IT導入補助金
④事業再構築補助金（予定）
　…など
※ｊＧｒａｎｔｓ（Jグランツ）のみの
受付の補助金もありますので、
補助金申請の際には早めのｇＢ
ｉｚＩＤプライムの取得を推奨
いたします。

申請の流れ（申請期間：搭乗日より30日間）

補助金額・補助率

※緊急事態宣言特別枠は令和3年1～3月のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年
　の同比で30％以上減少していること

※申請には事前確認が必要です。当所も登録確認機関となっています。

中小企業

中堅企業

補助金額
100万円～6,000万円
6,000万円超～1億円
100万円～1,500万円
100万円～8,000万円
8,000万円超～1億円
100万円～1,500万円

補助率
2/3
2/3
3/4
1/2（4,000万円超は1/3）　
1/2
2/3

通常枠
卒業枠
緊急事態宣言特別枠　　　※
通常枠
グローバルＶ字回復枠
緊急事態宣言特別枠　　  　※

事前確認についてのご相談は当所事業推進課まで

問合せ　経済産業省 （コールセンター開設予定）

申請についてのご相談は当所経営支援課まで

事業再構築補助金

一時支援金

広告掲載募集中
会議所ニュースへの

広告掲載企業を募集します！
１小間～３小間まで掲載可能です。
是非お問い合わせください

春日井商工会議所　運営課　TEL 81-4141
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商工会議所情報 商工会議所情報

No. 事 業 所 名 代表者名 住　　　所 営 業 内 容

11月１日～１月31日までの期間に、30件の事業所にご加入いただきました。ありがとうございました。 　健康パスポートは、春日井商工会議所共済制度フレッシュ共済または
福祉共済に加入されている方に配布しています。   
今年度より新たに加わった施設もありますので、是非ご利用ください。 

※利用料金・利用時間等の詳しい内容は、配布された健康パスポートインフォメーションまたは
　当所ホームページをご覧ください。
　・健康パスポートのご利用は１人１回につき１枚を限度とし、各施設の利用料金の２００円
　　（施設によっては１００円）の割引で利用できます。
　　ただし、宿泊・総合保健医療センターは５００円割引となります。　
　・利用料金が下回った場合でも差額は返金いたしません。
　・健康パスポートご利用の際は、事業所名・利用者名をご記入の上各施設の受付等へお出しください。
　・利用方法でご不明な点は、共済担当までご連絡ください。

建設業部会　（８事業所）

★利用施設一覧★

卸・小売業部会　（3事業所）

飲食業部会　（5事業所）

サービス業部会　（14事業所）

◎＝特別会員

★…2021年度より新たにご利用いただける施設です
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21
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23
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25

26

27

28

29
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◎

◎

◎

真

Studio grappe

本間建設㈱

仕上げ屋本舗

㈱TREK

㈱エムケイティー

福島総合建設

幸建㈱

ＢＲＩＣＫIＥＳ

金沢商店

福祉車両専門店  S-CLASS

茶酒唄処しのぶ

お好焼やっちゃば　大手町店

カラオケ喫茶メリーゴーランド

居酒屋　吉四六

㈱赤茄子商店

美容室aito-mina

学習塾ランクUP

新美　智士

CLAN

加藤中小企業診断士事務所

鈴木行政書士事務所

望月正明広告事務所

行政書士つばめ事務所・ペットシッターつばめ

立地サポート行政書士事務所

デントアフロ

行政書士石原治法務事務所

健康企業推進サポート　シャイニングライフ

㈱ジョインジョブ

中日産業支援協同組合

施　　設　　名

朝宮公園

味美ふれあいセンター

高蔵寺ふれあいセンター

南部ふれあいセンター

西部ふれあいセンター

坂下公民館

鷹来公民館

知多公民館

中央公民館

春日井市総合体育館

サンフロッグ春日井

グリーンパレス春日井

春日井市総合保健医療センター

高森山公園テニスコート

福祉の里 レインボープラザ

アスリートネオニシオスポーツ

オギハラスポーツ

ルネック・スポーツクラブ

サン・アビリティーズ春日井

春日井グリーンゴルフ

グリーンヒル春日井ゴルフクラブ

ゴルフクラブ フローラ

レディースゴルフ練習場

スパ＆フィットネス 福の湯

春日井温泉

オークランドボウル春日井

春日井インターフットサルクラブ

スポーツクラブＮＡＳサンマルシェ

利　用　内　容

テニス・陸上競技場・フィットネスプログラム

卓球・バドミントン・ミニテニス

卓球・バドミントン・ミニテニス

卓球・バドミントン

卓球・バドミントン・ミニテニス

卓球・バドミントン・テニス

卓球・バドミントン・ミニテニス

卓球・バドミントン・テニス

卓球・バドミントン・ミニテニステニス

卓球・フィットネスプログラム

プール・トレーニング

宿泊・テニス 他

基本健診

テニス

入浴・トレーニング

スポーツ用品

スポーツ用品

アスレジム・スタジオプログラム 他

卓球

ゴルフ

ゴルフ

ゴルフ

ゴルフ

入浴・岩盤浴 他

入浴

ボウリング・ビリヤード 他

フットサル 他

ジム･プール･スパ 他

住　　所

朝宮町4-1-2

西本町１-１５-１

高蔵寺町３-２-１

下条町６６６-６

宮町３-８-２

坂下町４-２５０-１

町屋町３６１０-１

知多町４-５５

柏原町１-９７－１

鷹来町４１９６-３

鷹来町４２８６

東野町字落合池１-２

鷹来町１-１-１

中央台２-２-１ （申込は東部市民センター）

神屋町字引沢５７-１

春見町５２-６

鳥居松町２-２４１

松新町１-４ ルネックビル６階

浅山町１-２-６１

坂下町６-７９１

大泉寺町１０３５

大泉寺町字大池下２８０

西尾町字岩ヶ根６６６-１

大泉寺町２２０-１

乙輪町２-６６

鳥居松町３-１１

十三塚町３０３０-６２３

中央台２-１-１１

電話番号

８１－４９９１

３１－３５２２

５１－０００２

８５－７８７８

３３－０８０８

８８－５５５５

８４－７０７１

３２－８９８８

３３－１１１１

８４－７１０１

５６－２２７７

８４－０３８１

８４－３０７０

９２－８５１１

８８－７００７

８１－８７８６

８１－６２６４

３４－６３００

８４－２６１１

８８－２３３２

８２－８８８０

８５－８５８１

８８－７３４２

８３－２６８３

８２－５７２２

８１－８１９１

５６－７４８５

９２－１７１８

若山　洋

江﨑　一美

本間　裕規

丹羽　稔

石川　惇也

森川　辰美

福島　優樹

樋口　忍

北澤　光展

金澤　伸一

長谷川裕記

水野　しのぶ

中橋　興

小林　隆子

金森　日奈子

三井　隆義

西川　静

松岡　祐輝

新美　智士

老谷　雄一

加藤　一男

鈴木　良剛

望月　正明

丹羽　一貴

河地　宣泰

大澤　宗弘

石原　治

水越　真代

若月　洋幸

梁　 　新勇

朝宮町

旭町

気噴町北

桃山町

花長町

味美白山町

穴橋町

下市場町

中切町

中央通

名古屋市北区如意

鳥居松町

大手町

柏原町

中野町

不二町

白山町

神領町

出川町

出川町

大留町

高蔵寺町

梅ヶ坪町

篠木町

北名古屋市鍛治ヶ一色東

牛山町

中央台

高蔵寺町

大手町

名古屋市熱田区千代田町

型枠建込解体

主に店舗の設計・施工・監理、オーダー家具の企画・設計・製作

上下水道工事

建築内外装

足場の組み立て、外構工事

住宅の外壁工事

防水工事業

車の販売、修理、保険

豚足・豚耳の卸、その他精肉・副産物の卸

介護用自動車の販売・整備

カラオケ喫茶

お好み焼店舗運営

カラオケ喫茶

居酒屋

カフェ

美容業・ヘッドスパ

小・中・高生を対象とした定期試験、受験対策の支援事業

速読インストラクター、マッサージ事業・講師、障害者自立支援サポート

除菌、抗菌コーティング（自宅、オフィス、店舗、車など）

経営コンサルタント、ICT・WEBコンサルタント

行政書士業、土地家屋調査士業

パンフレット・動画・WEBの企画、デザイン、SNS投稿代行

行政書士（建築業許可・車の手続き等）、ペットのお世話・お預り

行政書士

デントリペア、ガラスリペア、車整備、車検、販売、ネット販売

健康経営コンサルティング実施、運営、産業保健体制の整備・保健師業務

労働者の派遣事業

外国人技能実習生受入れ、特定技能外国人材受入れ支援

自動販売機に関係する土木、電気、草刈り、タイル貼、フェンス工事、
エントランス工事、ウォーターサーバーメンテンス、産廃

外国人在留資格に関する諸手続の取次、各種許認可申請手続、
創業融資コンサル、求人コンサル

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★



新 入 会 員 紹 介 健 康 パ スポ ートをご 利 用ください
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商工会議所情報 商工会議所情報

No. 事 業 所 名 代表者名 住　　　所 営 業 内 容

11月１日～１月31日までの期間に、30件の事業所にご加入いただきました。ありがとうございました。 　健康パスポートは、春日井商工会議所共済制度フレッシュ共済または
福祉共済に加入されている方に配布しています。   
今年度より新たに加わった施設もありますので、是非ご利用ください。 

※利用料金・利用時間等の詳しい内容は、配布された健康パスポートインフォメーションまたは
　当所ホームページをご覧ください。
　・健康パスポートのご利用は１人１回につき１枚を限度とし、各施設の利用料金の２００円
　　（施設によっては１００円）の割引で利用できます。
　　ただし、宿泊・総合保健医療センターは５００円割引となります。　
　・利用料金が下回った場合でも差額は返金いたしません。
　・健康パスポートご利用の際は、事業所名・利用者名をご記入の上各施設の受付等へお出しください。
　・利用方法でご不明な点は、共済担当までご連絡ください。

建設業部会　（８事業所）

★利用施設一覧★

卸・小売業部会　（3事業所）

飲食業部会　（5事業所）

サービス業部会　（14事業所）

◎＝特別会員

★…2021年度より新たにご利用いただける施設です

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

◎

◎

◎

真

Studio grappe

本間建設㈱

仕上げ屋本舗

㈱TREK

㈱エムケイティー

福島総合建設

幸建㈱

ＢＲＩＣＫIＥＳ

金沢商店

福祉車両専門店  S-CLASS

茶酒唄処しのぶ

お好焼やっちゃば　大手町店

カラオケ喫茶メリーゴーランド

居酒屋　吉四六

㈱赤茄子商店

美容室aito-mina

学習塾ランクUP

新美　智士

CLAN

加藤中小企業診断士事務所

鈴木行政書士事務所

望月正明広告事務所

行政書士つばめ事務所・ペットシッターつばめ

立地サポート行政書士事務所

デントアフロ

行政書士石原治法務事務所

健康企業推進サポート　シャイニングライフ

㈱ジョインジョブ

中日産業支援協同組合

施　　設　　名

朝宮公園

味美ふれあいセンター

高蔵寺ふれあいセンター

南部ふれあいセンター

西部ふれあいセンター

坂下公民館

鷹来公民館

知多公民館

中央公民館

春日井市総合体育館

サンフロッグ春日井

グリーンパレス春日井

春日井市総合保健医療センター

高森山公園テニスコート

福祉の里 レインボープラザ

アスリートネオニシオスポーツ

オギハラスポーツ

ルネック・スポーツクラブ

サン・アビリティーズ春日井

春日井グリーンゴルフ

グリーンヒル春日井ゴルフクラブ

ゴルフクラブ フローラ

レディースゴルフ練習場

スパ＆フィットネス 福の湯

春日井温泉

オークランドボウル春日井

春日井インターフットサルクラブ

スポーツクラブＮＡＳサンマルシェ

利　用　内　容

テニス・陸上競技場・フィットネスプログラム

卓球・バドミントン・ミニテニス

卓球・バドミントン・ミニテニス

卓球・バドミントン

卓球・バドミントン・ミニテニス

卓球・バドミントン・テニス

卓球・バドミントン・ミニテニス

卓球・バドミントン・テニス

卓球・バドミントン・ミニテニステニス

卓球・フィットネスプログラム

プール・トレーニング

宿泊・テニス 他

基本健診

テニス

入浴・トレーニング

スポーツ用品

スポーツ用品

アスレジム・スタジオプログラム 他

卓球

ゴルフ

ゴルフ

ゴルフ

ゴルフ

入浴・岩盤浴 他

入浴

ボウリング・ビリヤード 他

フットサル 他

ジム･プール･スパ 他

住　　所

朝宮町4-1-2

西本町１-１５-１

高蔵寺町３-２-１

下条町６６６-６

宮町３-８-２

坂下町４-２５０-１

町屋町３６１０-１

知多町４-５５

柏原町１-９７－１

鷹来町４１９６-３

鷹来町４２８６

東野町字落合池１-２

鷹来町１-１-１

中央台２-２-１ （申込は東部市民センター）

神屋町字引沢５７-１

春見町５２-６

鳥居松町２-２４１

松新町１-４ ルネックビル６階

浅山町１-２-６１

坂下町６-７９１

大泉寺町１０３５

大泉寺町字大池下２８０

西尾町字岩ヶ根６６６-１

大泉寺町２２０-１

乙輪町２-６６

鳥居松町３-１１

十三塚町３０３０-６２３

中央台２-１-１１

電話番号

８１－４９９１

３１－３５２２

５１－０００２

８５－７８７８

３３－０８０８

８８－５５５５

８４－７０７１

３２－８９８８

３３－１１１１

８４－７１０１

５６－２２７７

８４－０３８１

８４－３０７０

９２－８５１１

８８－７００７

８１－８７８６

８１－６２６４

３４－６３００

８４－２６１１

８８－２３３２

８２－８８８０

８５－８５８１

８８－７３４２

８３－２６８３

８２－５７２２

８１－８１９１

５６－７４８５

９２－１７１８

若山　洋

江﨑　一美

本間　裕規

丹羽　稔

石川　惇也

森川　辰美

福島　優樹

樋口　忍

北澤　光展

金澤　伸一

長谷川裕記

水野　しのぶ

中橋　興

小林　隆子

金森　日奈子

三井　隆義

西川　静

松岡　祐輝

新美　智士

老谷　雄一

加藤　一男

鈴木　良剛

望月　正明

丹羽　一貴

河地　宣泰

大澤　宗弘

石原　治

水越　真代

若月　洋幸

梁　 　新勇

朝宮町

旭町

気噴町北

桃山町

花長町

味美白山町

穴橋町

下市場町

中切町

中央通

名古屋市北区如意

鳥居松町

大手町

柏原町

中野町

不二町

白山町

神領町

出川町

出川町

大留町

高蔵寺町

梅ヶ坪町

篠木町

北名古屋市鍛治ヶ一色東

牛山町

中央台

高蔵寺町

大手町

名古屋市熱田区千代田町

型枠建込解体

主に店舗の設計・施工・監理、オーダー家具の企画・設計・製作

上下水道工事

建築内外装

足場の組み立て、外構工事

住宅の外壁工事

防水工事業

車の販売、修理、保険

豚足・豚耳の卸、その他精肉・副産物の卸

介護用自動車の販売・整備

カラオケ喫茶

お好み焼店舗運営

カラオケ喫茶

居酒屋

カフェ

美容業・ヘッドスパ

小・中・高生を対象とした定期試験、受験対策の支援事業

速読インストラクター、マッサージ事業・講師、障害者自立支援サポート

除菌、抗菌コーティング（自宅、オフィス、店舗、車など）

経営コンサルタント、ICT・WEBコンサルタント

行政書士業、土地家屋調査士業

パンフレット・動画・WEBの企画、デザイン、SNS投稿代行

行政書士（建築業許可・車の手続き等）、ペットのお世話・お預り

行政書士

デントリペア、ガラスリペア、車整備、車検、販売、ネット販売

健康経営コンサルティング実施、運営、産業保健体制の整備・保健師業務

労働者の派遣事業

外国人技能実習生受入れ、特定技能外国人材受入れ支援

自動販売機に関係する土木、電気、草刈り、タイル貼、フェンス工事、
エントランス工事、ウォーターサーバーメンテンス、産廃

外国人在留資格に関する諸手続の取次、各種許認可申請手続、
創業融資コンサル、求人コンサル

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★



アクサ 生 命 保 険（株） 推 進 員 の 紹 介 日 商 検 定 試 験 のご 案 内

会 費 納 入 の お 願 い

東京商工会議所検定は2021年度からＷＥＢ試験に変わります
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商工会議所情報 商工会議所情報

　当所共済制度の推進のためアクサ生命保険㈱の推進員14名が福利厚生の充実や会社の将来設計
など様々な提案を持って事業所様に訪問いたします。よろしくお願いいたします。

簿　記
試験施行日  6月13日（日）
試 験 会 場  商工会議所（予定）
受 験 料  1級7,850円、2級4,720円、
　 　　        3級2,850円
受 付 期 間  窓口・ネット受付　
　 　 　　   4月26日（月）～5月14日（金）まで

対象試験 ・カラーコーディネーター検定
　　　　 ・ビジネス実務法務検定 2級・3級
　　　　 ・福祉住環境コーディネーター検定 2級・3級
　　　　 ・ＢＡＴＩＣ（国際会計検定）
　　　　 ・ビジネスマネジャー検定試験

令和３年度前期分会費につきまして、以下のとおり納入をお願いします。
（口座振替の会員様）　振替日：４月２８日　　（お振込みの会員様）　振込締切日：５月３１日
最寄りの金融機関にて振込または当所窓口までご持参ください
問合せ　運営課

『健康経営優良法人2021』に認定されました
　春日井商工会議所はこの度「健康経営優良法人2021（中小規模法人部門）」
の認定を受けましたのでお知らせいたします。
　今後も職員の健康維持・増進に取り組み「健康経営」を推進することで、職員
一人ひとりが意欲・能力を十分に発揮できる職場環境づくりに一層取り組んで
まいります。予約・申込み

総合保健医療セン
ター（☎８４‐３０７０）
へ電話でお申込み
ください。

受診当日
総合保健医療セン
ターより送付された
問診票と「補助券」
を持って、センター
受付へ。

受診日決定
受診日が決まった
ら、当所運営課へ連
絡してください。
「補助券」を送付し
ます。

対象者　当所会員の経営者及び従業員でフレッシュ共済、福祉共済に加入している方。

春日井営業所長
江藤  進一

感謝の心を忘れずに頑張ります

大野  恵子
謙虚と感謝の気持ちを大切に

 伊藤  園子
明るく元気で頑張ります

主任
中村  浩子
これからもご縁を
大事にしていきます

波多野由美子
信頼と思いやり 

河井  康
ベスト提案で頑張ります

向口  理香子
思いやりの心を大切にします

間宮  千代
がんばります 

黒岩  幸枝
誠実に努めます 

岡田  真理
感謝の気持ちを忘れずに

阿部  律子
誠実にがんばります

主任補
藤井  麗
出逢いに感謝し
がんばります

内山  初江
一期一会を大切に

セールスマネージャー
兼井  小百合
感謝の気持ちを大切に
丁寧な仕事をしていきます

日帰り人間ドック 補助実施中

人間ドック補助額
利
用
方
法

５口以上/3,000円
３～４口/2,000円
1～2口/1,000円

5月から共済キャンペーンを実施します。よろしくお願いします。

私達
アクサ推進員 
が訪問します

珠　算
試験施行日  6月27日（日）
試 験 会 場  商工会議所
受 験 料  1級2,340円、２級1,730円、３級1,530円
受 付 期 間  5月10日（月）
　　　　　  ～5月26日（水）まで
問合せ　運営課

試験方法　　
ＩＢＴ（internet Based Test・インターネットを利用
した試験）で自宅や会社等のパソコンで
受験できます。
ただし、公共スペースは受験不可。

健康経営優良法人制度とは、地域の健康課題に即した取組や日本健康会議
が進める健康増進の取組をもとに、特に優良な健康経営を実施している大
企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。

問合せ　運営課
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洋食ダイニング OGATSHI（オガッシ）　
■住所：春日井市瑞穂通4-62 コーポエトワール1F
■TEL：0568-84-7625
春日井市役所展望レストラン　
■住所：春日井市鳥居松町5-44 
春日井市役所 12F
■TEL：0568-85-6574

株式会社オガッシダイニング

春日井のなるべく多くの人の美味しい幸せを作るお店へ
はじめるからはじまる！

株式会社オガッシダイニングは、私
が27歳の時に街の洋食店「洋食ダ
イニングOGATSHI（オガッシ）」と
して春日井市に創業しました。当
時、私はゴルフ場レストランのコッ
クで、「お店の経営とは？」という状
態でした。そんな中で商工会議所
に入って諸先輩方からアドバイス
や情報をいただけたのが心強かっ
たですね。それから、だんだんと安
心して商売ができるようになった
なと感じています。2012年には、春

日 井 市 役 所
12Fに展望レス
トランとなる2
店舗目をオープ
ン。今力を入れ
ているのは「春
日井ラーメン」
です。洋食店発

祥のうち
のお店で
ラーメン？
とちょっと
意外に思
われるか
もしれませんが、展望レストランで
は、洋食以外のジャンルの料理に
もチャレンジできておもしろいなと
感じています。今回のコロナ禍で、
飲食業界は厳しい状況に立たされ
ています。そこで必要なのが、視点
を変えることだと思っています。「コ
ロナ禍のピンチをチャンスに変え
る」という発想で、この先やってくる
新しい時代の中で、飲食店の存在
価値をしっかり示せるよう恐れる
ことなく新しい取組にチャレンジし
ていきます。

株式会社ゴイス
■住所：春日井市小野町3丁目84番地　
■TEL：0568-29-6364　
■http://g-gois.com

株式会社ゴイス

若手ならではの感性を頼りに、
サービスをより面白く。

株式会社ゴイスは映像制作を軸
に、音楽家の方のコンサートや幼
稚園のお遊戯会など年間1千件以
上の撮影編集に携わってきました。
しかし、昨今のコロナ禍によって多
くのイベントは中止になり、弊社の
状況も一変。そんなコロナ禍を経
て「音楽家に演奏の場の創出を」と
いう思いで4人の若手社員たちと
アイデアを出し合い、昨年の9月頃
から新サービスの「MUSEMO」
（ミュゼモ）を提供しています。

MUSEMOは、
課金型の動画
配信プラット
フォームで表
現者の収録動
画の購入やラ
イブ配信を視
聴することが

できる
サービ
スです。
若手社
員たち
が、より
価値の
上がる売り出し方や企画の立案を
日夜進めており、その甲斐もあって
か当初は想定していなかった企業
セミナーの配信などで活用いただ
くことも多くなりました。若手社員
たちは「社長こそ感覚が若いです」
と言ってくれますが、アプローチ1
つとっても彼らにしか出せない面
白みがいつもあります。そんな若手
ならではのアイデアを私も頼りに
していますし、会社としてもより良
いサービスの実現に向けて全力を
尽くしていきたいです。

会員の声「利用してます会議所！」 会員のひろば　～今月のキラッと企業～

それでも「外食する」、
そんな価値のある店づくりを。

たくさん物事を見て・聞いて、
「たのしい」につなげていきます！

春日井応援券「つかエール」でコロナ禍の集客に効果ありました
わしょく屋　代表取締役　高橋　雅樹　氏

　市内出川町で和食店を営んでいる当店は、新型コロナウイルス感染症
の流行により、他の飲食店さんと同様にかなりの影響を受け、特に３月・
４月は歓送迎会や法要などの宴会が全く無くなり、売上も前年比60％減
まで落ち込みました。
　このような中、春日井商工会議所さんと春日井市さんで企画・発行して
いただいた春日井応援券「つかエール」の登録店に申し込みました。例年
のはっぴーサボテン商品券と仕組みが違い、最初は当店もお客さんも戸
惑いましたが、実際に使ってみると売った段階でお客さんも売上も確保
でき店にとっては非常にありがたい制度でした。
　「つかエール」のおかげで、お客さんもある程度回復し、売上も前年比
80％まで戻りました。新規のお客さんも増え、大変助かりました。
　今後も消費喚起につながるような施策を実施していただくことを期待するとともに、会議所事業
を積極的に活用していきたいと思います。

　新型コロナウイルス感染症の大きな影響を受けた飲食店をはじめとする商店を支援する目的で
春日井応援券「つかエール」を発行しました。利用する店をあらかじめ決めて購入するという従来の
はっぴーサボテン商品券と違う方法での実施で幅広いお店の支援につながったと思います。
　まだまだ影響は続くことが予想されるため、中小企業の皆さまが元気になる支援策を春日井市と
連携し推進していきたいと思います。

職員から一言

○発行部数 113,400部　
○無料各戸配布／111,000部　
○無料設置／2,400部

○発行部数 60,000部　
○無料各戸配布／58,000部　
○無料設置／2,000部

春日井・小牧・豊山の各ご家庭に無料配布

haruru.co.jp

〒486-0958　愛知県春日井市西本町3-235
木野瀬印刷株式会社

KNS株式会社　クロスメディア事業部
TEL：はるる 0568-29-6373 ／ ぶるぅむ 0568-29-6075

春日井

小牧・豊山
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女性会だより
春日井商工会議所女性会

担当　広報委員会

「朝顔は闇の底に咲く」

会長 平澤 章江

　これは、五木寛之さんの小説タ
イトルです。
　夏を彩る朝顔の花は、ただ朝が
くるから自然に咲くのではない。
朝顔は、夜の闇の中で花を開く準
備をしている。人間も希望という
花を咲かせるには、冷たい夜と濃い闇が必要なので
しょう。今の時代というのは、まさにそういう時な
のかもしれません。（引用）
　汚染された地球に待った！を突き付けられ私た
ちは立ち止まり考えることができました。当たり前
のことを大切に思いながら新しい事にチャレンジ
して行きましょう。
　さて、女性会はこの１１月に創立４０周年記念事
業を予定しております。コロナ禍の中でどのような
事ができるかはわかりませんが、テーマは「起業女
子プロジェクト」～私たちは女性の起業を応援しま
す～と致しました。起業をお考えの方、事業承継さ
れる方などのサポートを今後行っていくための準
備を進めております。皆で知恵を出し合いながら、
春日井市においての女性会の役割を考え、地域活性
化の一助となる事業に拡げて行きたいと思ってお
ります。
　先輩方が築かれた４０年を振り返り、今後の方向
性を示すべく「映像制作」に力を入れ、私たちの活動
をより多くの方に知っていただくツールとして使
用していきます。今後とも女性会事業にご理解・ご
協力いただけますようどうぞよろしくお願い致し
ます。

ようこそ！新入会員さん
ミライテック（株）　竹田　さくらさん
ステップアップ委員会

4月例会　4月13日　総会
5月例会　5月25日　青年部との合同講演会

今後の行事予定

広報委員会　武田妙子

　昨年より猛威を振るっている新型コロナウィル
ス。今期の女性会の活動はやむなく中止とさせた
いただくものも多く、その話し合いの場である委員
会の開き方も形を変えていきました。ウェブでの開
催にも少しずつですが慣れてきたと感じます。です
がやはり皆で意見を交換し、話し合いをする時に
は顔を見て話す事がより大切な私たちの活動は、
ウェブではなかなか半減するものだと実感致しま
した。
　皆で顔を合わせ事業内容を議論する！こんな当
たり前のことが簡単に出来ない日がくるとは・・。
　人と人のつながりを考え直す機会である今、本
当に大切なことを気づかされたような気がします。
人と会い、気持ちを伝えあうことの大切さ・・。今、
私たち女性会にできることを考えて行きたい。そう
考えます。

̃　　　̃

※11月12日　創立40周年記念事業
※本年度の恋のハッピー大作戦は検討中です

活動報告

今月号の会員は

平澤不動産　平澤章江さんです

Q1 .おウチ時間の過ごし方は？
　種から花を育てる
Q2 .好きな言葉は？
　良い場所、良い人に身を置き、
　良いうちから養生せよ
Q3 .将来したいことは？
　南アルプスが一望できる
　飯田（長野）に移住すること

春日井商工会議所青年部

2月定例会

「桜のまち春日井への創造へ」を知ろう！！

　2月13日（土）２月定例会「桜のまち春日井への創造
へを知ろう！！」を愛岐トンネルにて開催しました。
　本定例会は、「日本に誇れる街春日井」の創造に向
け、新しいコア事業の内容やイメージをメンバーに
伝えることで、想いの共有やコア事業に取組む意欲
をもってもらう、という趣旨のもと企画しました。
　定例会の前半に、事業の趣旨説明と委員会ごとに
考えた“桜”を使ったプロモーション案の発表、コア
事業「桜のまち春日井の創造」の未来ビジョンの発表
を行いました。
　後半は、春と秋の公開時には、多くの方が来場する愛岐トンネルに、現地参加したメンバー約40名
で20本、桜の苗木を植樹しました。
　植樹した桜については今後、青年部とＮＰＯ法人愛岐トンネル群保存再生委員会が共に管理をし
ていき、春日井市の新たな桜の名所にできるよう取り組んでいきます。
　本定例会を通じて、新たなコア事業の理解と最終的なビジョンの共有をメンバーにすることがで

き、良いスタートをきることができたと思います。
　また、コア事業として3月25日から４月15日の期間、
春日井市内、「桜の名所9箇所」を市民の皆様に知ってい
ただくためのイベント「さくらの街春日井　フォトコ
ンテスト」を開催しております。桜の風景だけでも人
物、動物などが入っていてもOK。
是非この機会に、今まで知らなかったスポットを訪れ
てみてください。
応募方法など詳細は春日井商工会議所青年部のHPを
ご覧ください。

青 年 部 だ よ り
想 い を ひ と つ に ！ ～ 共 に 創 る 未 来 ～

春日井の新しい風委員会
委員長

藤井　謙次
㈲藤栄建設 【２０１５年度入会】
URL:https://www.toei.co/

仕事/釣り
明日死ぬかのように生きよ。
永遠に生きるかのように学べ。

趣 味

好きな言葉

新入会員募集

新入会員紹介
５月加入

６月加入

７月加入

12月加入

佐々木　佑介

谷内　有奈美

辻　　　義貴

八木　　清将

多和田　泰久

君　（大樹生命保険㈱）

君　（㈱ウインマネジメント）

君　（㈱白鳥工務店）

君　（㈱八代開発）

君　（マニュライフ生命㈱）

保険業

ＢＣＰコンサルティング

建設業

不動産・建設

トータルライフデザインコンサルティング

青年部について

春日井商工会議所青年部は春日井市内を中
心とする若手経営者の集まりです。
同業・異業種で活躍している方々と知り合
え、ビジネスチャンスが広がります。
定例会等のオブザーブ参加
もできますのでご興味のあ
る方はお問合せください。

12 13

（令和2年度）

女性会では、随時会員を募集中です!
入会資格：春日井商工会議所の会員事業所
　　　　 の女性経営者またはこれに準ずる方

私たちは、「起業女子」「経営承継女性」
「経営者を支える女性」を応援します

春日井商工会議所女性会 検 索
春日井商工会議所青年部 検 索
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愛岐トンネル群「春の特別公開」

14 15

各所情報 コラム

登録有形文化財である愛岐トンネル群。美しい新緑に包まれた旧国鉄中央線トンネルと廃線跡地約
1.7km（往復2時間程度）のトレッキングをお楽しみください。

日　時　4月24日（土）～4月29日（木・祝）の6日間
　　　　午前9時30分～午後3時（入場は午後2時まで）　※雨天中止
場　所　愛岐トンネル群３号～６号（玉野町)
費　用　100円（小学生以下無料）
その他　JR中央本線「定光寺駅」を下車、300ｍ上流（多治見方面）
　　　　にて受付。期間中の土・日・祝日は弁当・飲料水などを販売
　　　　する他、快速電車もJR定光寺駅に停車。
　　　　   ※ 駐車場はありませんので、必ずJR中央本線「定光寺駅」よりご来場ください。
　　　　詳しくは、協会ホームページをご覧ください。

問合せ　（一社）春日井市観光コンベンション協会
　　　　TEL ８１－４１４１（春日井商工会議所内）　

令和３年経済センサス－活動調査にご協力ください
「令和３年経済センサス－活動調査」が、６月１日を調査期日として実施されます。この調査は、全産業分野におけ
る事業所及び企業の経済活動の状態を全国的及び地域別に明らかにするとともに、各種統計調査を行う際の母
集団情報を整備することを目的とし、また、売上高や費用などの経理項目の把握に重点を置いています。
調査結果は、行政施策の重要な基礎資料として使用されるほか、企業の経営計画の策定などに広く活用されます。
５月上旬から下旬にかけて、調査員が各事業所・企業を訪問しますので、ご協力をお願いします（国若しくは県から
直接調査書類が郵送される場合もあります）。

問合せ　春日井市産業部経済振興課　TEL ８５－６０８０

募金協力のお礼
昨年10月から実施しました赤い羽根共同募金運動につい
て、募金の総額は26,292,040円、内法人募金として、
3,682,557円の寄附をいただきました。ご協力ありがとうご
ざいました。今後とも共同募金運動にご理解とご協力を賜り
ますようお願い申し上げます。

問合せ　春日井市共同募金委員会　　TEL ８４－４１９９ 
　　　　春日井市浅山町1丁目2番61号
　 

自分を大切にするセルフケア
　皆さま、初めまして。今回より「職場のかんたんメンタルヘルス」を担当しま
す、メンタルアップマネージャ®の大野萌子と申します。組織内でのカウンセリ
ングと企業研修に携わり21年目になります。働く方々のお悩みをじかに伺う現
場をもとに、行動変容に結び付き環境改善につながる研修を行っております。そ
れらの経験を生かし、このコーナーでは、生きやすい人間関係や快適な職場環
境につながるストレスマネジメントやコミュニケーションについてお伝えしてま
いりたいと存じます。よろしくお願い申しあげます。
　コロナ禍で、私たちの生活環境は一変しました。大きな変化に見舞われ、体調
不良や気分の不調を抱えやすくなっている人も多く見られます。自分の気持ち
をコントロールするための基本は「自分自身を知ること」です。自分の気持ちは
自分自身で把握できていると思いきや、実は、意外と把握できていないものな
のです。このことは、こころの不調を訴える人が「自分でも分からないのですが」
といったフレーズを口にされるのが多いことからも顕著です。
　そこで、見分ける簡単な方法をお伝えします。ご自身に起こった最近の出来事
を、喜怒哀楽それぞれの感情につき、一つずつ挙げてみてください。制限時間は
１分です。いかがでしたでしょうか。
　さっと全部答えられた人は自分の気持ちを把握できていると認識して問題な
いかと思います。思い浮かばない感情があった、無理やりこじつけたなどの場合
は、自分の気持ちがつかみ切れていない部分があります。ぜひこの機会にもう少し自分自身の気持ちに目
を向け、大切にするという意識を持っていただければと思います。普段の生活の中で、遠慮したり我慢した
り、他者や立場を優先することが多いと、知らず知らずのうちに自分の気持ちをないがしろにしがちです。
　実は、自分以外の人に表さない感情は退化するといわれています。退化とは感じにくくなる、認めづらく
なるという意味です。要するに我慢強い人ほど、自分の気持ちがつかみにくくなるのです。そのように押し
込められた感情は、なかったこととして処理しているつもりでも、実際になくなることはなく、「大した理由も
ないのにイライラする」「なんだか分からないが悲しくなる」といった不調につながります。マイナス感情は
感じない方が楽なのではなく、マイナス感情もきちんと受け止めることが大切なのです。敏感に自分の気
持ちに気付くことで、早めにリカバリーすることも可能になります。そのためには、ちょっとした自分の気持
ちや考えなどを周りの人に伝えていきましょう。
　場をわきまえることも大切ですが、些細（ささい）なことと思わず、意思や気持ちを言葉で伝えていくこと
で、自分自身の思いが明確になり自覚できるようになります。また、周囲の人にも状況を理解してもらいや
すくなります。
　なかなか難しいかもしれませんが、まずは自分自身の気持ちを大切にすることがストレスマネジメントの
基礎になります。

日本メンタルアップ支援機構　代表理事
大野　萌子

今回の
コラムニスト

プロフィール

　法政大学卒。一般社団法人日
本メンタルアップ支援機構（メン
タルアップマネージャ資格認定
機関）代表理事、産業カウンセ
ラー、２級キャリアコンサルティン
グ技能士。企業内健康管理室カ
ウンセラーとしての長年の現場
経験を生かした、人間関係改善に
必須のコミュニケーション、ストレ
スマネジメントなどの分野を得
意とする。現在は防衛省、文部科
学省などの官公庁をはじめ、大手
企業、大学、医療機関などで年間
１２０件以上の講演・研修を行い、
机上の空論ではない「生きたメン
タルヘルス対策」を提供してい
る。著書に『よけいなひと言を好
かれるセリフに変える言いかえ図
鑑』（サンマーク出版）ほか多数。

職場でかんたんメンタルヘルス

大野 萌子／おおの・もえこ

HDR Photo by Shinya Fujita

今月の
運営課

（一社）春日井市観光コンベンション協会からのご案内

　運営課では、労働保険事務組合を担当しています。年度が替わり、従業員の入
れ替えが多い時期に入りました。雇用保険を漏れなく手続きをするために、事
務組合や顧問の社労士への連絡は忘れずに行いましょう。定期的にハローワー
クで取得できる被保険者台帳にて被保険者数の確認をすることも大切です。
また、年度更新ヘ向けて昨年度の賃金の集計など準備を進めましょう。雇用保
険や労災保険のご相談は運営課へ、お気軽にお問い合わせください。
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事業計画・収支予算

会員のひろば掲載
株式会社オガッシダイニング

緒方 利哉さん

特 集 4
2021

春日井

問 合 せ　経営支援課

定価　一部110円（税込）
（会員は会費に含まれます）

無
料
専
門
相
談

毎週水曜日

（要予約）

（要予約）

金融（日本公庫担当者）

金融（保証協会担当者）

経営（中小企業診断士）

税務（税理士）

春日井そだち（古紙回収）事業承継

一切不要
金利 (1.21%)上限 2,000万円

ぜひご利用ください。

マル経融資制度
事業系古紙無料で回収します！
4月9日(金)・23日(金)
回収拠点にお持ちください

現経営者から後継者への
事業のバトンタッチ

後継者はお決まりですか？
ご相談はお早めに ！

15日 20日

22日

8日 13日

10：00～12：00

13：30～16：00

13：30～16：00

時 間相談（相談員） 4 月 5 月

新型コロナウイルス感染症の影響により、開催されない場合があります。あらかじめご確認ください。
その他相談（労務・事業承継・特許・登記・ISO等）もお問合せください。（随時要予約）

  13：30～16：00

4月行事予定表 お知らせ

日

5

6

7

8

13

曜日

月

火

水

木

火

内容

新入社員教育講座

新入社員教育講座

新入社員教育講座on-line

正副会頭会議

女性会総会

女性会４月例会

春日井応援券
「つかエール」有効期限を
4月30日→5月25日（火）（第2弾）
に延長します。

保証人 担保 保証料

経営に役立つ情報

いっぱいあります。

春日井商工会議所 会員募集中！

春日井商工会議所について
～あなたの「やりたい！」「知りたい！」にお応えします～
□ 資金繰りなど経営について気軽に相談したい
□ 社員のスキルアップのための研修をうけたい
□ 新たに取引できる会社を見つけたい
□ 同じ悩みを持つ経営者、異業種の経営者と交流したい
等、お気軽にご相談ください！
●春日井商工会議所入会のご案内　TEL：0568－81－4141
　入会資格　春日井市内で商工業を営んでいる方なら、業種・規模を問わずご加入いただけます。
　年会費　　個人6,000円（３口）、法人20,000円（10口）～従業員数により決まります。

今月号から

会議所ニュ
ースがリニ

ューアル


