
No. 624
進んでいますか？事業承継。

会員のひろば掲載
マルワ工業株式会社

特 集 5
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！
5月14日(金)・28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 ！

5／1～10／31まで
クールビズを実施します。

ノーネクタイ等の軽装でご来所ください。

20日 17日

ー 24日

13日 10日

10：00～12：00

13：30～16：00

13：30～16：00

時 間相談（相談員） 5 月 6 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

5月行事予定表
日
8
11
13
15
17

　
19
21
24
25

曜日
土
火
木
土
月
　

水
金
月
火

内容
かすがい創業塾①
女性会　正副会長会・理事会
サービス業部会　正副部会長会
かすがい創業塾②
地域商談会（尾張会場）
総務委員会
生産性向上・業務効率化委員会
雇用促進・人材育成委員会
活力あるまちづくり委員会
製造業部会　正副部会長会
青年部・女性会合同講演会

内容
事業継続・新事業創出委員会
正副会頭会議
常議員会
かすがい創業塾③
企業間交流・産学連携委員会

クールビズ実施中

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！

春日井商工会議所入会のご案内
～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！
　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。
●春日井商工会議所　TEL：0568－81－4141

日
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商工会議所情報

　当所では、事業承継に係る実態把握と、スムーズな事業承継の支援のため、昨年10月から11月に
かけ春日井市内の会員事業所2,902社へアンケートを実施し、20.6％の597社より回答を得ました。
ご協力ありがとうございました。

　各種補助金の活用・申請に係る相談、一時支援金の電子申請に係る相談・入力サポート等の相談
窓口を開設しています。是非ご利用ください。

1．あなたが引退した後、事業を継続させたい
 　と考えていますか。

2．会社の10年後の夢について語り合える
　 後継者候補がいますか。

事業の継続を望むが 61％、望まないが 36％。
全体の４割近くが廃業を考えている。

会社の10年後の夢について語れる後継者候補
が「いる」が4割

事業承継の実態に関するアンケート調査結果

調査の概要
調査期間　2020年10月6日（火）～11月16日（月）
調査方法　郵送による調査票の送付・回答
調査対象　会員事業所より抽出した2,902社
回答数　　597件（回収率　20.6 ％）

はい, 61%

未回答 , 
3%
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3．事業承継に向けた準備（財務、税務、人事、株
　主構成等の総点検）に取りかかっていますか。

4．事業承継の準備を相談する先がありますか。

事業承継に係る準備（財務、税務、人脈等）に着手
しているのは57％

事業承継の準備について相談する先がないと
回答したのは 34％

はい, 

（回答数:219）

（回答数:218）

59%

はい, 
42%

いいえ, 
34%

いいえ, 
52%

未回答, 
7%

はい, 
56%

いいえ, 
42%

未回答, 
2%

未回答, 
6%

『補助金等相談窓口』をご利用ください！

①一時支援金サポート窓口
　５月２７日（木）までの毎週木曜日　１３：００～１６：００（相談時間：1時間以内）

②補助金相談窓口（事業再構築補助金、持続化補助金、ものづくり補助金等）
　令和４年１月２８日（金）までの毎週金曜日　１３：００～１６：００（相談時間：1時間以内）

相談員　中小企業診断士、行政書士等
場　所　商工会議所
申込み　いずれも事前予約制です。お電話にて相談日の２日前までにご連絡ください。
問合せ　①事業推進課・②経営支援課

　県の営業時間短縮要請に応じて実施した事業者のうち、協力金の申請期間内に申請を行えな
かった事業者を対象に、特例で申請を受付ます。

対象期間　11月29日～2月7日実施分
締　　切　5月17日（月）
　　　　　※当日消印有効

愛知県感染防止対策協力金の特例受付

　感染拡大防止のための対人接触機会の減少と事業継続を両立させる新たなビジネスやサービ
ス、生産プロセスの導入等に関する取組を支援します。

対　　象　小規模事業者
補助上限　100万円　（補助率３/4）

小規模事業者持続化補助金＜低感染リスク型ビジネス枠＞

4 5

集計結果

早めの着手で問題解決 ! !

いいえ, 
36%

問合せ　　経営支援課

　まん延防止等重点措置の実施に伴い、①「営業時間短縮」、②「カラオケ設備利用自粛」に係る対
応協力の要請が出ています。要請に対応いただいた場合に協力金の交付措置が設けられています。

対象期間　4月20日から５月11日　　　  問合せ　　県民相談総合窓口
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 TEL　052-954-7453

愛知県まん延防止等重点措置の実施

問合せ　　協力金専用コールセンター
　　　　　TEL 052-228-7310

締　　切　＜第１回>　5月12日
問  合  せ　経営支援課

TEL 058-379-2718

https://www.maedapatent.jp/
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商工会議所情報 商工会議所情報

　２０２２年３月卒業予定の高校生の新規採用を計画されている企業、将来的に採用を検討される企
業向けに開催します。各高校との情報交換及び関係構築のために、是非ご参加ください。

　労働災害の防止と労働者の安全を守るため、現場監督者は安全・衛生の教育を受けなければなりま
せん。本セミナーは労働安全衛生法に定められた安全衛生責任者に対する教育を行います。受講後に
は、職長・安全衛生責任者の修了証が交付されます。

　労働安全衛生法により、最大荷重１トン以上のフォークリフトの運転は、運転技能講習修了の資格がな
ければ運転の業務に従事することはできません。従業員のスキルアップの為にも、是非ご受講ください。

日　　　時
　

場　　　所
参　加　費
参加予定校
内　　　容
定　　　員
申 込 方 法

申　込　み

日　　　時 

場　　　所
講　　　師
対　象　者
内　　　容 

定　　　員
受　講　料

締　　　切
申　込　み
問　合　せ

７月１０日（土）･７月１７日（土）の２日間
各日９：００～１７：１５　計１４時間
春日井商工会議所 １階 大会議室
おざき安全・衛生サポート 代表　尾﨑 征二　氏
建設業で、現場監督を行う班長・職長等
①現場監督者の役割　②安全衛生責任者の職務
③安全衛生管理計画　④安全施工サイクル
⑤作業設備及び作業場所の保守管理
⑥異常時・災害発生時の措置及び災害事例
３０名（定員になり次第締切）
１６，７００円(税込)★
（春日井又は小牧商工会議所の会員でない方２６，７００円（税込））
６月２５日
当所ＨＰより申込書をダウンロードの上ＦＡＸ、または専用WEBページより申込
運営課

６月８日（火）第１部 １２：３０～１３：５０
　　　　　  第２部 １４：０５～１５：２５
　　　　　  第３部 １５：４０～１７：００
　　　　　  ※上記１・２・３部のいずれか１つのみ。
小牧勤労センター（小牧市上末２２３３－２）
無料
春日井公共職業安定所管内１７校及び近隣の実業高校
高校側が個別ブースを設置し、対面方式での意見交換会
各部20社　計60社（1社1名まで）
当所ＨＰより申込書をダウンロードの上、ＦＡＸにて
※5月11日9時より受付開始。（時間厳守・先着順）
事業推進課

日 　 　 時 31時間コース　全4日間　各日8：30～18：30　※時間厳守

場　　　所
対　象　者
定　　　員
受　講　料
締　　　切
申 込 方 法

問　合　せ

マジオワークライセンススクール春日井校（明知町字西尾口230-1）
会員事業所　普通自動車免許以上の免許を有する方
各回10名（定員になり次第締切）
３３，０００円（税込）★
５月３１日
当所HPより申込書をダウンロードの上、FAXにて。※5月6日9時より受付開始。
申込後スクールより、「必要書類」「当日の持ち物」などのご案内をお送りいたします。
経営支援課

労働安全衛生法に準拠した“建設業向け”実践的セミナー

企業採用担当者と高等学校進路指導担当教諭との懇談会

『現場監督者の職長・安全衛生責任者教育講座』

フォークリフト運転技能講習会

★受講料の約半額が助成される春日井市の制度が活用できます！
※条件あり。詳しくはお問合せ下さい。

学科（7時間） 実技（24時間）
１回目
２回目
３回目

６月２６日（土）
９月４日（土）
１１月６日（土）

６月２７日（日）・７月３日（土）・４日（日）
９月５日（日）・１１日（土）・１２日（日）
１１月７日（日）・１３日（土）・１４日（日）

　製造業の現場で指揮、命令する職長等に基本的責務ならびに組織における役割と機能について
の「力」を身に付けていただきます。受講後には、修了証が交付されます。

日　　　時

場　　　所
講　　　師
対　象　者
内　　　容

定　　　員
受　講　料 

締　　　切
申　込　み
問　合　せ

７月３日（土）･７月１７日（土）の２日間
各日９：３０～１６：３０　計12時間
小牧商工会議所 ４階 大会議室
サポートプロジェクトＨＡＹＡＳＨＩ　ＲＳＴ教育トレーナー　林　泰治　氏
製造業で現場にて指揮、命令する人やその職務に就く予定の方
①職長の役割・職務　②作業手順・適正配置　③リスクアセスメント
④作業・設備・環境改善　⑤安全衛生点検・異常時における措置
⑥災害発生時の措置及び災害事例
２０名（定員になり次第締切）
１5，０００円（税込）★
（春日井又は小牧商工会議所の会員でない方２５,０００円（税込））
５月２8日
当所ＨＰより申込書をダウンロードの上FAX、または専用WEBページより申込
経営支援課

製造業の職長教育講座

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

建設業

製造業
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日　　　時
　

場　　　所
参　加　費
参加予定校
内　　　容
定　　　員
申 込 方 法

申　込　み

日　　　時 

場　　　所
講　　　師
対　象　者
内　　　容 

定　　　員
受　講　料

締　　　切
申　込　み
問　合　せ
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⑥異常時・災害発生時の措置及び災害事例
３０名（定員になり次第締切）
１６，７００円(税込)★
（春日井又は小牧商工会議所の会員でない方２６，７００円（税込））
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運営課
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　　　　　  第２部 １４：０５～１５：２５
　　　　　  第３部 １５：４０～１７：００
　　　　　  ※上記１・２・３部のいずれか１つのみ。
小牧勤労センター（小牧市上末２２３３－２）
無料
春日井公共職業安定所管内１７校及び近隣の実業高校
高校側が個別ブースを設置し、対面方式での意見交換会
各部20社　計60社（1社1名まで）
当所ＨＰより申込書をダウンロードの上、ＦＡＸにて
※5月11日9時より受付開始。（時間厳守・先着順）
事業推進課
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６月２６日（土）
９月４日（土）
１１月６日（土）
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⑥災害発生時の措置及び災害事例
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当所ＨＰより申込書をダウンロードの上FAX、または専用WEBページより申込
経営支援課

製造業の職長教育講座

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

建設業

製造業
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～渋沢栄一に学ぶ『論語』と『算盤』～
　大河ドラマ「青天を衝け」の主人公、「近代日本資本主義の父」であり、1878年に東京商工会議所を設
立した渋沢栄一氏は、約500の会社設立を主導し、自らは財閥を形成せず、社会の公器としての企業発
展に尽くしました。著書「論語と算盤」から経営者として在るべき姿を学びます。

❖Zoomミーティング活用セミナー
❖困難でも折れない心を持つための７つの思考
❖2021年、コロナ危機を乗り越え日本経済は必ず復活する！
❖心を届けるビジネスメールの基礎知識

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

フレッシュ共済ご加入のおすすめ 今月のＷＥＢセミナー  

　第２２1回珠算能力検定試験１級合格者

特典期間
特         典

＜その他のおススメ＞

＜ご利用方法＞

５月６日（木）～７月３０日（金）
・期間中にご加入頂いた事業所様に1,000円相当の粗品をプレゼント！
・期間中の加入１口ごとに市内施設やスポーツ店で使える 「健康パスポート」を
  ５枚贈呈
・期間中、５口以上ご加入頂いた事業所様から抽選で10社に7,000円相当の
  粗品をプレゼント！

入院給付金付災害割増特約・ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付定期保険(団体型)
＋春日井商工会議所独自の給付制度(見舞金・祝金制度)

問合せ　運営課

業務上・業務外を問わず
不慮の事故から病気まで
補償します

２４時間
３６５日保障

新型コロナウイルス
による療養にも
見舞金対応！

掛金は
全額損金又は
必要経費に！病気での入院かケガでの通院

に対して見舞金、結婚や出産
に祝金をお支払いします。

※療養期間及び医療機関等の
　確認書類が必要となります。

2020年度 14.5％

商工会議所独自の
見舞金・祝金

１年で余剰金があれば
配当金を支払います

※上記掛金は年齢 65 歳まで
※66 歳～ 75 歳は年齢に応じ
　掛金が変わります。

掛金は
月 ７々５０円～

当所では、５月６日～７月３０日の間、職員とアクサ生命推進員が事業所様へご訪問をさせていた
だきますので、ご理解のほどよろしくお願いします。

無料！

2024年度発行予定の新一万円札肖像
として採用された渋沢栄一氏

出典：財務省ウェブサイト　新しい日本銀行券のイメージ

大留珠算塾
藤井　悠希

大留珠算塾
岩口　桜子

高蔵寺塾
市川　初音

高蔵寺塾
今井　響

下原珠算学園
飯田　みなみ

下原珠算学園
藤田　釉名

下原珠算学園
坂本　恋羽

病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を問わず24時間保障します。
福利厚生の充実と経営者・従業員の安心につながる商工会議所の共済制度に加入しませんか？

フレッシュ共済

下原珠算学園
稲垣　結万

下原珠算学園
前田　果穂奈

下原珠算学園
岡　琉生

波多野そろばん塾
加藤　花奈子

松葉珠算塾
長谷川　実歩

松葉珠算塾
高橋　駈
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　剣道の甲子園とも称される「第30回全国高等学校剣道選抜大会」が、
3月26日（金）～28日（日）に春日井市総合体育館で開催されました。
　本年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため無観客
試合とし、手指消毒等対策を徹底しての開催でしたが、高校剣士の白熱
した戦が繰り広げられました。

第３０回　全国高等学校剣道選抜大会　報告

会議所ニュースチラシ同封（折込）サービスで新商品をＰＲしました

～特産品詰め合わせセットを贈呈しました～

大会優勝校 男子の部：桐蔭学園高等学校（神奈川）
女子の部：中村学園女子高等学校（福岡）

　春日井特産品認定業者協議会では毎年売店を設置し、市内業者のお弁当や
お菓子を販売しております。今回は感染拡大防止のためやむを得ず出店中止と
なりましたが、春日井の特産品を持って帰ってもらいたいという思いから、男女
優勝校・準優勝校に「春日井特産認定品詰め合わせセット」を副賞として贈呈し
ました。

エーワン㈱　代表取締役　松尾　利幸　氏

　市内下市場町に本社がある弊社は、マイコンボード・産業機器
の販売をしております。（画像処理・計測・計量・レーザマーカ・監
視等の産業機器）
　新型コロナウイルスの感染拡大を受け、弊社でも感染対策の
商品として、温度又は表面温度チェックで使用できるサーマル
カメラの取り扱いを昨年の春から行っております。また、サーマ
ルカメラを活用した「健康管理アプリケーション」や「出退勤管
理アプリケーション」の開発や、サーマルカメラと連動し「検温
済証」を発行するプリンターをセットにした新商品「サーマル・
パス」を追加し、多くのお客様にご対応いただけるよう努めてお
ります。
　この商品を多くの皆さんに知っていただく方法として、会議所
ニュースへのチラシ同封サービスを活用しました。このサービスを活用することで、商工会議所の会
員事業所様からのお問合せを多くいただくことができ、販路拡大につなげることができました。
　今後も、自社商品のＰＲ方法として活用していきたいと思います。

　会議所ニュースのチラシ同封サービスは、Ａ４サイズ３３，０００円～から利用できるサービス
となっております。当所会員約４，３００社の他、春日井市などに配布をしています。自社の広告宣
伝や商品ＰＲなどぜひご活用ください。

職員から一言

会員の声 利用してます会議所!

春日井電気株式会社
■住所：春日井市鳥居松町5丁目57番地 
■TEL：0568-81-6438
■https://www.dkasugai.co.jp

春日井電気株式会社

地元・春日井の電気工事を支えて80年。
伝統を守りつつ、時代とともに進化する強さも大切にして。

　春日井電気株式会社は、1941
年の創業以来「堅実に努力を惜し
まず」をモットーに、市役所、病院
など春日井市内の大型物件のほと
んどの電気工事に携わらせていた
だいています。私は1998年に弊社
に入社し、事務仕事から始め、少し
ずつ勉強と経験を積み、2020年
10月に父から社長業を引き継ぎま
した。この業界は昔気質というか、
保守的なところがありましたが、い
つまでもそのままでは時代に取り

残されてしまい
ます。これから
の時代に合っ
た会社の在り
方を考え、変
わっていく必要
もあると感じて
いるので、働き

方改革や
社内体制
の再編、若
い世代の
求人も見
据 え た
ホームページ制作などにも取り組
んでいます。正直なところ、入社当
初は父と働くことに戸惑いもあり
ました。しかし、こんな小さな会社
が2021年に創業80周年を迎えら
れるのは、お客様の信頼と支援は
もちろんですが、祖父と父が「春日
井の電気工事といえば春日井電
気」と意気込み、頑張ってきた証だ
と思うので、素直に尊敬していま
す。こういった話は、面と向かって
父にしたことはありませんから、
ちょっと照れくさいですね（笑）。

マルワ工業株式会社
■住所：春日井市松河戸町段下1333-3
■TEL：0568-56-0211
■http://maruwa.verse.jp/

マルワ工業株式会社

持ち運びできるパーテーション、飲食専用フェイスシールド。
自社オリジナル製品の企画・デザインにも力をいれていきます！

　印刷といえば、紙を思い浮かべ
る人も多いかもしれませんが、弊
社が得意とするのは“紙以外”の印
刷です。鉄道の大型ラッピング印
刷や、道路標識などの交通安全製
品、トラックなどの大型車両へのス
クリーン印刷加工・販売を主に
行っています。一般の消費者の皆
さんからすると、“マルワ工業”とい
う名前は知らなくても、実は皆さん
の身近に弊社が関わっている印刷
物はたくさんあるはずです。2020

年、いわゆるコ
ロナ禍で飲食
店様からアクリ
ル板を使った
パーテーショ
ンの制作を承
りました。分解
して専用バッグ

に入れ
れば一
人で持
ち運び
もでき、
イベン
トなど
の出展先でも使っていただけます。
さらに安心して飲食するための飲
食専用フェイスシールドを開発。
シールドと顔の間にスペースを設
けつけたままでも飲食しやすく、さ
らに顔を覆う部分も長めにして、飛
沫が飛散しにくいようにしていま
す。これまでは受注生産専門だっ
た弊社ですが、このフェイスシール
ドが自社で企画した製品の第一号
となりました。今後はオリジナル製
品の開発にも積極的にチャレンジ
していきたいと思っています。

社員がもっと働きやすく、
見通しの良い会社にしていきます！

ロマン、パッション、チャレンジ！
ものづくりで、社会の役に立つ。



会員のひろば　～今月のキラッと企業～
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商工会議所情報
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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

h a p p yとhe a l t h yを届けたい

広報委員会　眞野さつき

　世界中の人々 が大変な時代を歩まざるを得なくなり
ました。クリニックとしては、今も続く感染予防対策と
自粛の真っ只中に日々翻弄されております。ホスピタリ
ティ・マネージャーとして、対面の仕事がリモートや
YouTubeへ変化するなど、私自身の仕事の在り方もこ
の一年で大きく変わりました。今自分に何が出来るか
と考え、模索しながら始めた事が三つあります。
　一つ目は友人の妊娠出産を機に私自身の禁酒をし
てみました。妊婦さんへの応援と共有、褥婦さんの食事
を作るための味覚を整えるためでもあり、メニュー作
りや味付けに活かせられているのではと感じます。
　二つ目はInstagram。産後のメニューやおやつの写
真のご要望から、思い切ってSNSを始めてみました。皆
様の温かいご意見などが私の励みになり、メニュー開
発にもいい刺激となっています。
　三つ目は今まで行けなかった会議や勉強会に参加し
てみる事。遠方の講義やイベントへの参加がリモート
によって叶うようになり、新しい仕事の機会にも恵ま
れ、名古屋発祥の無添加手作りおはぎ『ohagi3』と出
会えて協力し合える事となりました。SDGsや女性支援
に関心が高い事、製造責任者の方の想いからohagi3
の大ファンになった私には、この出会いは本当に嬉し
いものでした。
　クリニックの患者さん達にもっと快適に子育てを楽
しんで頂く事、地域活動や支援にも繋ぐ事が出来たら
と手伝うようになり、いい仲間の輪が増えとても充実し
た日 を々送らせて頂いております。こんな時だからこそ
思い描いていた事を形にし、皆様の美味しい！と健康、
happyとhealthyを沢山届けられるよう前進する事が
出来たら、それは私の幸せでもあると感じています。

5月例会　5月25日　青年部との合同講演会
6月例会　6月  8日　スマホ活用術

今後の行事予定

広報委員会　小笠原京子

　2月14日、今年のバレンタインデーは女性会とし
ての婚活事業「恋のハッピー大作戦」を予定してい
ました。しかし予期せぬウィルスの影響により中止
とせざるを得なくなりました。
　そして来期を考える今、「ダイサクの未来を語ろ
う」をテーマに話し合いを重ねています。
　この恋のハッピー大作戦は女性会主催で信頼
があり安心。春日井市在住在勤の男性という「春日
井にお嫁においで」そして「人のご縁はどこにある
か分からないので、皆さんにぜひ参加してほしい」
という女性会の熱い思いがあります。
　コロナ禍の今、どこでもマスクと消毒。色々と希
薄になった人間関係。もっと近い距離で話がした
い。同じ臨場感で笑って楽しさを感じたい。すべて
の人の行動に新しいルールが必要な時代ですが皆
さんに参加していただける方法を模索しています。
　コロナウイルスという脅威に振り回される世の
中ですが、その中でも女性会として何が出来るの
か？どんな風に
進めていけるの
か？大変考えさ
せられます。

̃　　　̃

※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

まのウィメンズクリニック　眞野さつきさんです

Q1.あなたにとって仕事とは？
　やりたい事ややってみたい事の実現・表現の場
Q2.経営者ならではの悩み・相談相手は？
　家族や同じ経営者仲間
Q3.女性会に入って変化はあった？
　異業種交流の場、沢山の出会いも
　くださいました

春日井商工会議所青年部

令和3年度青年部会長就任のご挨拶

「想いをひとつに！」 ～共に創る未来～

「卒業式、新たな始まりへ」

　今年度、春日井商工会議所青年部の会長を務めさせ
て頂きます、株式会社山大食品の大西忠と申します。
　まずをもちまして、平素は青年部の活動に格別の
ご支援とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
　私は、この青年部で活動するまで、人と比べること
や評価、批判をすることで自分を確立したり、リー
ダーシップを履き違え、無理やり、強引にという言葉
通りに他者を扱い、正義感を振りかざし、受け入れる
ことを避けてきました。これも一つの手法としてこ
れまでの自分を否定するつもりはありませんが会社
を経営する中で、この青年部と出会い、沢山の仲間と関わりを持たせて頂く事で、自分の中での変化
を感じる事ができるようになりました。
　私は今年度、「想いをひとつに！～共に創る未来～」とスローガンを掲げさせていただきました。こ
の「想いをひとつに！」という言葉の意味について、今後の人生や様々な活動において全てを自分の
事としてとらえ、他者を比較、評価、批判するだけでなく、仲間を尊い、地域を思い、そして何より今後
も成長し続けるという気概を持ち、その想いをひとつにしていきたい、共に創り上げていきたい、そ
んな思いが込められております。そうすることで、更なる自己の成長に挑戦することができ、またよ
り多くの仲間とも磨きあえる関係になれるのだと思います。
　受け継がれてきた歴史、礎に深く感謝し、時代は変われど受け継がれるべく春日井の精神を、自分
も含め、次代の方々に繋げていきたいと思っております。それが本当の意味での感謝の表れであり、
この春日井をはじめ、関わる全ての方々を幸せにする気概を持つことで、自分を、会を、皆様をより高
みに持っていけることと信じております。
　一人一人がこの春日井商工会議所青年部が心から素晴らしい会であると思えるよう、その想いを、
目的を、行動をひとつに！皆様の事業所の未来を、青年部の未来を、そして春日井市の未来を共に
創っていきます。どうぞ、一年間宜しくお願い致します。

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

令和３年度
会長

大西　忠
株式会社山大食品
【２０04年度入会】

サッカー
絆を育む（企業理念）

趣 味

好きな言葉

新入会員募集

活動報告　
3月10日（水）ホテルプラザ勝川にて定年延長後5年ぶり
となる卒業式を3月定例会として開催しました。
★卒業メンバー
河合　　忠　　君（㈲カワイ建築）　　　2001年度入会
山田　　純　　君（名空ハウス工業㈱）　2001年度入会
長谷川　達也　君（長谷川事務所）　　　2003年度入会
小島　正樹　　君（㈱ツーリストアイチ）　2006年度入会
豊泉　　仁　　君（㈱リンクアップ）　　2008年度入会
大橋　裕昭　　君（㈱オオハシ）　　　　2009年度入会

卒業メンバーの皆さん、これまで青年部の活動に
ご尽力いただき、誠にありがとうございました。
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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
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想 い を ひ と つ に ！ ～ 共 に 創 る 未 来 ～

令和３年度
会長

大西　忠
株式会社山大食品
【２０04年度入会】

サッカー
絆を育む（企業理念）

趣 味

好きな言葉

新入会員募集

活動報告　
3月10日（水）ホテルプラザ勝川にて定年延長後5年ぶり
となる卒業式を3月定例会として開催しました。
★卒業メンバー
河合　　忠　　君（㈲カワイ建築）　　　2001年度入会
山田　　純　　君（名空ハウス工業㈱）　2001年度入会
長谷川　達也　君（長谷川事務所）　　　2003年度入会
小島　正樹　　君（㈱ツーリストアイチ）　2006年度入会
豊泉　　仁　　君（㈱リンクアップ）　　2008年度入会
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卒業メンバーの皆さん、これまで青年部の活動に
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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



協会ウェブサイトをリニューアルしました！

14 15

各所情報 コラム

リニューアルされたサイトのタイトルは
「みつける春日井」。
エリアごとのまちの紹介や観光・イベント情報、さま
ざまな特集など旬な春日井の情報を発信すること
で、市内外の人が“魅力ある春日井”を見つけるきっ
かけになるサイトを目指します。

SNSもリニューアル!
サイトリニューアルに合わせてInstagramを開設したほか、
Facebookページもリニューアルしました。
みんなで「#みつける春日井」を付けて、
春日井の魅力を発信しませんか。　
当協会会員様の情報も発信していきます！

春季かすがいクリーン大作戦
　春日井市では、快適で住みよい生活環境の向上をめざして、地域の道路、公園等の清掃を各区・町内
会・自治会との協働のもとに行います。事業所におかれましてもクリーン大作戦に参加し、環境美化にご
協力ください。
　なお、実施する場合、手洗いやマスクの着用など新型コロナウイルス感染拡大防止に努めてください。

日　時　５月３０日（日）8:00～10:00（小雨決行）
場　所　各事業所周辺の道路・公園等
申込み　実施される場合は、５月７日までにお申込ください。
問合せ　春日井市ごみ減量推進課（TEL８５－６２２６）

「若手が辞めない職場になっていますか」
　新入社員はイキイキと働き始めていますか。若手社員が働くことの楽しさや
意義を実感し、周囲の人たちに支えられ、育っていますか。こんなことを聞かれ
て、悩ましいと思う方も多いのではないでしょうか。
　実際に多くの会社で、新入社員や若手社員が周囲に相談することなくすぐに
辞めてしまうという話をよく聞きます。彼らに直接話を聞くと、その原因の大半
は最初に配属された職場の上司や先輩との関係にあることが分かります。
「先輩も上司も忙しいのは分かるけど、聞けない、聞いてもらえない状況は
つらい」
「何のための仕事か分からなくて目的を聞くと、余計なことは考えるなと言
われた」
「言っていることは正しいけど、高圧的に言われると人としてどうなのかと思う」
　こんなふうに、目の前の上司や先輩に見てもらえない、関わってもらえない、彼
らと良い関係になれないことに、落胆し、悩んでいく若手社員が多くいます。さら
に、こうした状況が続くと、イキイキしていない上司や先輩を見て、自分もいつか
彼らのようになってしまうのではないかと不安を募らせていくというのです。
　早く辞めてしまう若手社員に共通しているのは、上司や先輩の姿に自分の未
来を重ね、希望が持てなくなったというものでした。アルバイトをしていたときの
方が、店長中心にみんなで一体感を持って働いていて、目の前のお客さんに喜
ばれる瞬間があり、それを分かち合う仲間がいた、目の前でイキイキした人たち
がいた。ここで働いても、そんなイキイキした自分、未来の自分がイメージでき
ないというのです。
　何を甘いことを言っているんだと思う方がいるかもしれません。接客業とは違うし、個々人が自分の役割
や作業をすることで組織は成り立っていることを教えなければという方もいるでしょう。でも、今までの世代
とは大きく違うのは、インターネットを通じて多くの情報や外部の仲間とつながり、社会的に意味あることを
する大切さを学んできた世代です。一つひとつの仕事に意義を感じ、前向きに取り組んでいる人たちに囲ま
れているのかどうかが、彼らにとってはとても大切なことなのです。
　上司や先輩がイキイキする会社をつくることが一番の解決策です。でもその前にできることがあります。
それは一見イキイキしているように見えなくても、思いを持って働いている人がいることを知ってもらうこ
とです。苦労した経験や小さな思いを語り合あう機会、場をつくってみてください。それが、若手が辞めない
職場をつくる第一歩になります。

ジェイフィール　代表取締役
高橋　克徳

今回の
コラムニスト

プロフィール

　野村総合研究所、ワトソンワイ
アットを経て、ジェイフィール設
立に参画。２０１０年より現職。13
年より東京理科大学大学院イノ
ベーション研究科教授、18年より
武蔵野大学経営学部 特任教授
を兼務。榊原清則氏、野中郁次郎
氏に師事し、組織論、組織心理
学、人材マネジメント論、人材育
成論を専門とする。｠特に、人と人
との相互作用が組織に与える影
響、ダイナミズムを研究し、組織
感情、リレーションシップなどの
新たな切り口を提示し、組織変革
コンサルティング、人材育成プロ
グラムの開発などに力を入れて
いる。08年に出版した『不機嫌な
職場（共著、講談社現代新書）』が
28万部のベストセラーとなり、そ
の後も数多くの書籍や講演活動
を通じて働く日本人の心の再生
への動きをリードしている。

人がつながる組織をつくる

高橋 克徳／たかはし・かつのり

（一社）春日井市観光コンベンション協会からのご案内

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

#みつける春日井
#mitsukeru_kasugai
#タグ付け大歓迎

Instagram Facebook

#フォローもお願いします
#一緒に春日井の魅力発信
#春日井市観光コンベンション協会

今月の
事業推進課

　事業推進課は、ビジネスマッチング、商業・まちづくり、雇用促進・人材育成事業を中心
に、コロナ禍における補助金等の申請支援等を担当しています。
　今月は、雇用促進・人材育成の一環でもあります中部大学との連携事業をご紹介しま
す。その一つとして、「報酬型インターンシップ制度」があります。
　その名称のとおり、中部大学生が、社会人と同じように働きながら学び、報酬を受ける
ものです。全国でも注目される取組みでもあります。
　他にも、企業と大学の先生との交流を目的とした「産学交流プラザ」や、学生と企業の
採用担当者等が食事等しながら懇談する「モグジョブ」などを実施しております。中部大
学との連携をお考えの事業所様は、お気軽に事業推進課へお問い合わせください。

○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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No. 624
進んでいますか？事業承継。

会員のひろば掲載
マルワ工業株式会社

特 集 5
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！
5月14日(金)・28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 ！

5／1～10／31まで
クールビズを実施します。

ノーネクタイ等の軽装でご来所ください。

20日 17日

ー 24日

13日 10日

10：00～12：00

13：30～16：00

13：30～16：00

時 間相談（相談員） 5 月 6 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

5月行事予定表
日
8
11
13
15
17

　
19
21
24
25

曜日
土
火
木
土
月
　

水
金
月
火

内容
かすがい創業塾①
女性会　正副会長会・理事会
サービス業部会　正副部会長会
かすがい創業塾②
地域商談会（尾張会場）
総務委員会
生産性向上・業務効率化委員会
雇用促進・人材育成委員会
活力あるまちづくり委員会
製造業部会　正副部会長会
青年部・女性会合同講演会

内容
事業継続・新事業創出委員会
正副会頭会議
常議員会
かすがい創業塾③
企業間交流・産学連携委員会

クールビズ実施中

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！

春日井商工会議所入会のご案内
～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！
　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。
●春日井商工会議所　TEL：0568－81－4141
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