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春日井

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）

補助金活用（中小企業診断士）

春日井そだち（古紙回収）
事業系古紙無料で回収します！
1月1 4日(金 )・2 8日(金 )
回収拠点にお持ちください。

20日 17日

7日・15日・25日11日・27日

13日 10日

（要予約）
毎週金曜日

10：00～12：00

13：30～16：00

13：30～16：00

13：00～16：00

時 間相談（相談員） 1 月 2 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・法律・海外販路開拓（オンライン）等）もお問合せください。（随時要予約）

1月行事予定表

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
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 ！

保証人 担保 保証料

新春座談会　
～新年にかける期待と抱負～

会員のひろば掲載
有限会社大丸本舗
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仕事初め式
一般）年末調整指導会
春日井ぐるりんランチコンテスト（～2月28日）
女性会  正副会長会・理事会
正副会頭・特別常議員会議
創業支援セミナー
ベトナム人労働者向け日本語教室⑤

委員長部会長会議
従業員の満足度を高める社内対話力向上セミナー
初めての確定申告セミナー（実践編）
女性会  3市交流会
新春経済講演会
新春役員議員懇談会
名古屋経済大学「学内企業研究会」（～2/4）

公式SNS登録キャンペーン中！今なら友達追加・フォローでノベルティプレゼント！

日 曜日 内容 日 曜日 内容

1月　13：30～16：00
2月　9：30～12：00・13：30～16：00

月

金

水

木

月

17

21

26

27

31

問 合 せ　経営支援課

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。
問合せ　運営課

Facebook



年頭所感

春日井商工会議所 会頭

大辻　誠
春日井市 市長

伊藤　太
　春日井商工会議所会員企業の皆様、2022年
明けましておめでとうございます。
　昨年も一昨年同様、特に飲食業・旅行業を中
心に新型コロナウイルス感染症の脅威にさら
され、外食することも旅行に行くこともはば
かられ、当業界関係企業の皆様には企業存続
と従業員の雇用維持に大変なご心労をされた
ことと推察し、お見舞い申し上げます。昨年10
月以降になってようやく20代～30代の若者
にもコロナワクチンの接種が始まり、接種率
も向上してきました。また昨年10月1日より緊
急事態宣言が解除されましたが、第６波に備
え医療体制の拡充も喫緊の課題であり、行政
の役割に期待するところであります。
　地域経済団体の商工会議所としましては、安
全で安心して生活でき安定した事業経営が正
にこれからの経済活動の始まりであります。
　特に飲食業・旅行業・ホテル旅館業の活性化
に行政の力を借りながら推し進めていかなけ
ればなりません。現時点ではコロナ禍も下火
になりつつあり、これからが同業界の差別化
による本領発揮の時機到来でありましょう。
　企業は自己努力・自己変革・差別化により企
業収益を増大化させ、利益を従業員・株主に分
配し、さらに設備投資により生産性を向上さ
せ、企業収益拡大の好循環を産み出し、その結
果法人税等の税負担により日本国・春日井市
の財政に寄与し、日本国民・春日井市民の生活
基盤の向上に貢献する重大な責務を負う重要
な存在であります。その役割の一部を担い、企
業の発展を支援するのが春日井商工会議所で
あり、今こそ、その存在価値が問われる時だと
思います。
　どうぞ今年も会員企業皆様のご健勝とご多
幸を祈念申し上げ役職員一同と共によろしく
お願い申し上げます。

　明けましておめでとうございます。
　新春を健やかにお迎えのことと心からお喜
び申し上げます。
　さて、我が国の経済は、新型コロナウイルス
感染症の影響により、依然として厳しい状況
にありつつも、ワクチン接種の推進や各種政
策の効果により景気が持ち直していくことが
期待されています。
　こうした中、貴会議所におかれましては、春
日井応援券『つかエール』による地域の消費喚
起や、あいスタ認証を受けた市内飲食店の感
染予防対策に要した経費を補助する「環境整
備支援事業補助金」などのコロナ禍における
企業支援のほか、アフターコロナ・ウィズコロ
ナを見据えた市内中小企業のIT化・DX推進支
援など、本市の産業振興に並々ならぬ御尽力
を賜り厚く御礼申し上げます。
　本市といたしましても、雇用安定支援補助
金の給付や防災関連事業助成金を拡充し事業
継続力強化計画を対象とするなど、市内企業
の雇用確保、事業継続の支援に取り組んでい
ます。
　今後も、貴会議所の皆様と連携して、産業振
興を始めとする市政の様々な課題に積極的に
取り組んでまいりますので、より一層の御理解
と御協力を賜りますようお願い申し上げます。
　年頭にあたり、会員皆様の益々の御健勝と
御多幸を心から祈念いたしまして、新年の御
挨拶とさせていただきます。

安心・安全・安定 年頭所感

年 頭 所 感
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商工会議所情報

明るいことが全ての源であ
ると思っています。この二年
間社会も経済も暗い時間を
経験しました。ウィズコロナ
は仕方がないとしても、とに

かく「心」が先の意識を高めましょう！そうす
れば、考え方、行動がどんどんプラス思考にな
り、体はもとより各会社も各事業も、健全健康
体に必ずなると思います。今年は間違いなく
「明」るくなります！！

１月２７日（木）１５：００～１６：３０
ホテルプラザ勝川　４階　けやきの間
※駐車場は、ＪＲ勝川駅前の地下・立体有料駐車場（各自負担）を
ご利用ください。
※状況によっては、オンラインでの開催に切り替える場合があります。
ダイヤ精機㈱　代表取締役社長　諏訪　貴子　氏
２００人（先着順）
無料
ＷＥＢ専用ページ（右記ＱＲコード）より申込
事業推進課

日 時
場　　　所

講 師
定 員
参 加 費
申 込 み
問　合　せ

～苦境でもあえて挑戦！コロナ禍でも生きる中小企業経営～
新春経済講演会

２月２２日（火）９：３０～１６：３０
商工会議所　１階　大会議室
㈱ナレッジ・プラクティス・コンサルティング　代表取締役社長　宇井 克己 氏
①係長・主任としての心構え
②部下・後輩指導に必要な考え方とコミュニケーションスキル
③日常業務のマネジメント・プロセスの見直し
④問題解決力を高める
⑤ハラスメントとメンタルヘルス　　等
２０名（定員になり次第締切）
８，０００円（非会員２４，０００円）（税込）
２月７日
ＷＥＢ専用ページ（右記ＱＲコード）より申込
事業推進課

　職場のリーダー・キーマンである係長・主任には、課題解決能力強化、組織・業務改革、付加価値を産
む行動力向上など様々な役割が期待されています。このセミナーでは、コロナ禍の昨今でも周りを巻き
込みながら進んで行く、魅力的な職場リーダーになるためのステップアップを目指します。

日 時
場　　　所
講 師
内 容

定 員
受 講 料
締 切
申 込 み
問　合　せ

係長・主任研修
魅力的な職場リーダーに！

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
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商工会議所情報 商工会議所情報

３月２日（水）1４：００～１６：００
商工会議所　４階　会議室
宿澤経営情報事務所　宿澤　直正　氏
（1）最近よく聞く“DX”ってなに？　
　  ～最新ITを使うことではありません～
（2）世の中で起きているデジタル化の動向　
　  ～儲かるヒントがいっぱい～
（3）小規模事業者だからこそできるデジタル化事例とデモ
　  ～お金をかけずにできることから～
２０名
無料
WEB専用ページ（右記QRコード）より申込
経営支援課

日 時
場　　　所
講 師
内 容

定 員
受 講 料
申 込 み
問　合　せ

小規模事業者のためのデジタル化セミナー
ちょっとのことでビジネスが変わる！

地方銀行フードセレクション2021　出展報告
　全国の地方銀行が自行の取引先企業を集め、全国の食品
バイヤーに「安心・安全、おいしい」食品を紹介する商談会が、
１１月４日・５日の２日間、東京ビッグサイトにて開催され、３
８８社が出展し、約３，０００名のバイヤーが来場されました。
　“春日井商工会議所共同出展ブース”としては３年目の共同
出展で、各社魅力ある商品を、試食や試飲を行いながら積極
的にＰＲを行いました。全国のバイヤーと名刺交換や商談・意
見交換ができ、今後のビジネス発展につながる出展となりま
した。

【 共同出展企業３社 】
(株）ホンダロジコム ・ (福)サン・ビジョン サンサンワイナリー・ 
(株)ルミュージャパン

決算・申告（所得税・消費税）指導会
　申告の準備はお済ですか？正しい申告、期限内申告をおこなっていただく為に指導会を開催いたしま
す。この機会にぜひご利用ください。

以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
　①国税庁ＨＰを利用し、決算書・所得税申告書のデータを作成しｅ-Ｔａｘにて申告
　②お使いの会計ソフトの最新版を利用して、マイナンバーカードを使ってｅ-Ｔａｘにて申告
　③事前申請により「電子帳簿保存」を選択した場合
会議所では「決算書」のデータ作成の代行は行いません。６５万円控除を希望される方は、ご自身でデー
タの作成をお願いいたします。ご不明な点は事前にお問合せください。

①２月２５日（金）　②３月８日（火）
各日とも ９：００～１６：００　※完全予約制　1時間
商工会議所 ４階 会議室ＤＥＦ
東海税理士会小牧支部　会員税理士
市内小規模事業者（個人事業者）
１）決算・申告（所得税・消費税）の実務指導
２）申告書類作成　等　　　
各日30名（先着順）
参加１回につき、会員：2,000円・非会員：10,000円（税込）
ＷＥＢ専用ページ（右記ＱＲコード）より申込
経営支援課

日 時

場　　　所
講 師
対 象
内 容

定 員
受 講 料
申 込 み
問　合　せ

【決算申告に必要な主な書類】
○税務署から送付された書類一式　
○所得控除に必要な書類　　
○認印　
○前年・前々年の決算書(控)、所得税・消費税の申告書(控)
○ｅ-Ｔａｘ（電子申告）の場合は利用者識別番号・暗証番号

６５万円控除を受けるためには・・・

税   理   士　鈴木直樹　竹下勇二　古田将満
　　　　　　恒川　豊　片野千哉　伊藤圭太
　　　　　　稲垣勝弘

弁   護   士　服部文彦
司 法 書 士　萩野　健　清水義博
土地家屋調査士　中西裕史

https://www.e-tax.nta.go.jp/

３月１8日（金）１０：００～１7：００  ※１面談25分。左記時間内に割り当て。
商工会議所　１階　大会議室
当所会員及び春日井市近隣事業所
１月１４日
当所HPから登録申込書をダウンロードし、Ｅ-ｍａｉｌにて申込
事業推進課

日 時
場　　　所
対 象 者
締 切
申 込 み
問　合　せ

「かすがいビジネスマッチング商談会」バイヤー登録企業（発注企業）募集
　多種多様な問題や課題を抱えるバイヤー企業（発注企業）と、そ
れを解決に導く受注企業とを事前にマッチング調整し、具体的な商
談や提案・情報交換を行っていただく商談会です。
　具体的な発注品が無くても大丈夫！抱えている課題の解決提案
を求めたい、同製品・同技術であれば、市内発注を希望したい等、身
近なビジネスパートナーを見つけませんか？

発注申込締切
受注申込開始
マッチング調整
商談会

１月14日
１月31日
2 月下旬
3月18日

●スケジュール予定●

※代理送信は行いません、電子申請をご希望の方はマイナンバーカードをご持参下さい。
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会員のひろば　～今月のキラッと企業～

■住所：春日井市高山町1-13-14
■TEL：0568-32-3438
■https://katsumi.smileflower.org

有限会社 カツミ工業

産業廃棄物処理費用の削減を提案。ボランティア活動
「花咲か爺さんプロジェクト」を展開して実証中！

　アースキューブ（有機物低温熱分
解装置）を使って、世界的に大きな
問題となっている海洋ゴミの問題解
決に取り組んでいます。せっかく海
洋ゴミを集めても自治体で焼却処
分すると、結局二酸化炭素を排出し
てしまうことになり、別の形での環
境汚染につながってしまいます。そ
こで、ボランティア活動の会場など
でアースキューブを見て、知ってもら
う必要があると感じ、アースキュー

ブを移動式
に。集まった
一般ゴミを引
き取り、無公
害での減容
化の実証実
験を実施。そ
の結果をもと
に、企業へゴミ

の減容化の提案を行っています。
アースキューブで処理したゴミは
セラミック灰となるのですが、その
灰を使った二次製品の企画・製造
も行っています。灰を使ってキレイ
にすることから、プロジェクトを
「花咲か爺さんプロジェクト」と名
づけ、東海エリアを中心に活動して
います。集めた海洋ゴミから砂を
取り除く作業を障がい者就労支援
施設にお願いしたり、地元春日井
の高校や大学とコラボレーション
したり。海洋ゴミ問題についてさら
に多くの方に知ってもらえるよう、
活動をしていく予定です。

 “ゴミのプロデューサー”として、
これからも感謝＆邁進していきます！

■住所：春日井市惣中町1-41
■TEL：0568-32-0613
■https://www.daimaruhonpo.co.jp/
■Instagram：daimaruhonpoで検索！

有限会社 大丸本舗

おもしろ・たのしく・ほがらかに！日本の伝統的な飴づくりを
未来とつなぐ、新社屋と工場が2021年11月に竣工。

　大正13年創業の弊社は、昔なが
らの高温直火炊き製法で、長年経験
を積んだ職人だからこそできる、質
の高い飴づくりを行っています。どこ
から切っても同じ絵柄や文字が出て
くる仕込み飴は、定番商品はもちろ
ん、学校や企業の周年記念などにオ
リジナルの柄で仕込み飴をつくり、
世界で一つのノベルティ飴としてご
活用いただいています。お年賀はタ
オルが一般的ですが、「それでは他
社との差別化にならない」という企

業様からご愛
用いただいて
いるのが、お年
賀飴。その年の
干支のイラス
トと、大吉や福
といったおめ
でたい文字をあ

しらった仕込み飴です。同業他社さん
でも同じような商品を作っておられ
ますが、実はあまり気にしていませ
ん。「本物は残る」、その信念と確信が
私たちにはあるからです。お年賀飴
も、パッケージには名刺を入れられ
るようにしたり、パワースポットとし
て有名な鎌倉の銭洗弁財天でご祈
祷いただいた五円玉を入れたり、ひ
と工夫しているのが弊社流。2021年
11月には美濃町に新工場を竣工。こ
れからも飴一筋、おもしろ、たのしく、
ほがらかに精進してまいります。

支えてくださる地域の皆様に
感謝の気持ちを忘れない。

検定情報

　第２２3回珠算能力検定試験１級合格者

青山珠算研究会
伊藤 遼河

大留珠算塾
梅田 真宏

大留珠算塾
岡本 彩花

大留珠算塾
廣岡 穂香

大留珠算塾
西尾 佳穂

加藤珠算塾
島田 唯那

波多野そろばん塾
浅井 実頼

松葉珠算塾
山下 裕大

下原珠算学園
梶田 結花

下原珠算学園
山田  遼

松葉珠算塾
吉村 寧々

松葉珠算塾
荒木 智帆

松葉珠算塾
田中 美優

合格おめでとう
ございます

TEL 058-379-2718

https://www.maedapatent.jp/

509-0109
-
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○発行部数 114,700部　
○無料各戸配布／112,300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

４０周年記念式典を振り返り

広報委員会　針尾智子

　女性会創立４０周年記念式典は１１月１２日最上
の大安天赦日に開催となりました。
　２年前、平澤会長と共に実行委員会を立ち上げ準
備を進めてきました。開催に向けコロナの状況を見
据えながら試行錯誤を繰り返し予定を立てていきま
した。本番の日が近づくにつれ実行委員メンバーの
意識も１つになり一段と躍動感が出てきました。そし
て会員の１人１人がホストとしての役割、おもてなし
の心得を勉強し、いよいよお披露目！女性会会員に
スポットを当て、自分たちで手掛けたオリジナルの式
典となりました。諸先輩方から引き継いできた女性
会が４０周年という節目を無事迎えることができ、エ
ンドロールが流れてきた時には、みなさんへの感謝
の気持ちで胸がいっぱいになりました！携わって頂
きましたすべてのみなさまに感謝を申し上げます。
　女性会は、４０周年宣言として『私たちは女性の起
業を応援します』を掲げました。これからも次世代の
若い力と諸先輩方の教えをもとに力と力を融合させ、
地域・社会・社業発展のためにみなさまに必要として
いただける女性会として邁進していきます。これから
も進化していくこの頼もしい女性会を、今後ともよろ
しくお願い申し上げます。

  1月例会 お休みです
  2月  ６日（日） 恋のハッピー大作戦

今後の行事予定

４０周年実行委員会
Ｎｅｉｍｉｉ　森田 奈己

　１１月１２日、１００名余りの皆様が参加し
てくださった会場。女性会創立４０周年記念
式典が執り行われました。過去には当たり前
だった一同が会するという景色が、とても懐
かしく感じました。
　開会の言葉から始まり感謝の言葉で締めく
くる、これまでにはないタイトなスケジュール
での開催。式典では、会長をはじめ来賓の
方々からのお言葉、懇親会では、食事をしなが
らの交流時間。終始一貫して感じたのは、ご参
加いただいた方々の笑顔と、温かい場内の空
気でした。
　マスク着用、アルコール消毒、パーテーショ
ン設置、ソーシャルディスタンス、各々の感染
予防に対する認識なくしては迎えられません
でした。皆々様のご協力に心より御礼申し上
げます。
　式典でいただいた心に響く祝辞や応援メッ
セージは、大いなる勇気や元気をくださり、こ
れからの女性会が目指してゆく、新たな視野
が広がったと思います。
　華やかなアトラクションや演出が叶わない
中、わたくしたちに出来る限りの、感謝の表現
とおもてなしを心掛けました。４０年の歴史と
あゆみの放映では、これまでの足跡に驚きの
表情をされる方や、目を潤ませる方もいらっ
しゃいました。とても感慨深いものでした。
　そしてスローガン「私たちは起業女子を応
援します」の４０周年宣言。わたくしたち個々
の力、年齢層の豊かさ、そして各々の個性を活
かし、地域の皆様に寄り添い、お手伝いをさせ
ていただけられる女性会であればと存じます。

̃　　　̃

活動報告

今月号の会員は

㈱内職市場　針尾智子さんです

Q1.趣味はなんですか？
　ゴルフ（なかなか上達しませんが…）
Q2.好きな言葉は？
　伝えたい想いを伝わる形にする
Q3.休日のおうち時間の過ごし方は？
　孫との時間、買い物、ウォーキング

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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春日井商工会議所青年部

令和３年度  1 1月定例会

「未来を見据えて！動き続ける街へ！」
　　１１月１０日（水）に、令和３年度１１月通常会員
総会及び１１月定例会を対面・zoom併用にて、ホテル
プラザ勝川で開催しました。
　１１月通常会員総会は次年度役員・出向者を承認する
大切な総会となっております。２０２２年の新しい青年
部に期待を持って頂くために会員の皆様には画面越し
ではなく、対面で行う事でしっかりと緊張感や期待感を
感じてもらえた素晴らしい機会になったかと思います。
　引き続き開催された１１月定例会では、今年度作り上
げていく政策提言の概要と目的、そしてどんな事を具体
的に行うのかを１時間掛けて説明させて頂きました。
　政策提言とは〝春日井″商工会議所青年部として行
政に対して、「政策」・・・問題や悩みを解明し、対策を行
う。「提言」・・・その解決策を打ち出すこと。であります。
難しい内容に感じますが、青年部活動の醍醐味と捉え
る会員さんも多く、多様に渡る青年部活動の中でも行
政を中心とした外部との繋がりを持つことが出来ると
ても興味深い活動内容となっております。
　政策提言の内容については、今年度はより時代を反
映し、そして街を進化させるために、オンラインを活用
したコミュニケーションやコミュニティの形成、そし
て実行型の組織を作ることが出来る「デジタルプラッ
トフォーム」の構築、としております。
　提言の説明を通して、「急速に変化する世の中で、時代に対応するため、自らが率先して変化してい
くべきだ」という想いを込めました。参加された青年部会員の皆様には今年度の政策提言の内容と、
我々の想いを共有できたかと感じております。

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

05政策提言委員会
委員長

山田　大地
大寶製版株式会社
【２０17年度入会】

映画鑑賞
継続は力なり

趣 味

好きな言葉

新入会員募集

新入会員紹介
１．

２．

３．

４．

前野  祐一郎

髙木　森介

日比野　登

浅野　和哉

君　（鰻処まえの瑞穂通店）

君　（髙木佛壇店）

君　（㈲季節料理日比野）

君　（18BBQ）

飲食業（鰻料理）

佛壇・佛具販売

飲食業（和食店）

BBQ料理のケータリング

5．

6．

竹中　智裕

木場　浩之

君　（FRONTIER㈱）

君　（Salon de SHY）
レッカー・ロードサービス

整体・リラクゼーション

１１月に新たに6名の会員が加入しました。

春日井商工会議所青年部 検 索

春日井商工会議所青年部の加入に興味のある
方は、事務局までお問い合わせください。

１１月通常会員総会
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各所情報 利用してます会議所！

日 時
場 所
問合せ

問 合 せ （一社）春日井市観光コンベンション協会
（春日井商工会議所内）（ＴＥＬ８１-４１４１）

QRコードから当協会の
HPにアクセスできます。→

　１段階目（令和３年３月検針分か
ら）の改定にご理解いただき、あり
がとうございます。２段階目の改定
を、令和４年３月検針分から実施い
たします。
　この使用料改定は、人口減少や施
設の老朽化が進む中、事業の独立
採算を図り、将来にわたり安定した
サービスを提供するために必要な
使用料のご負担をお願いするもの
です。
　なお、使用者の皆さまに負担をお
願いするだけでなく、様々な経営健
全化の施策に引き続き取り組んでま
いりますので、ご理解とご協力をお
願いいたします。

３月から下水道使用料を改定（値上げ）いたします

春日井市上下水道経営課　（TEL 85-6407）問 合 せ

１か月当たり（税抜き） 新使用料体系
（円/㎥ ）

現行との差
（円/㎥ ）

基本使用料（円）

１～ 10 10 25 15

11 ～ 20 120 130 10

21 ～ 30 130 140 10

31 ～ 40 140 150 10

41 ～ 50 150 160 10

51 ～ 100 160 170 10

101 ～ 200 165 180 15

170 190 20

一
 
般
 
用

950

改定後【R4.3検針分から】
現行

1,100 150

201～

使用料体系表

14 15

今月の
運営課

　運営課では、「日商保険」を担当しています。こちらは、会議所会員のみが加入で
き、経営リスクの担保（リスクの移転）及び福利厚生の充実を目的とした、低廉な保
険料でご加入いただける団体保険制度です。
　その中でも、ビジネス総合保険制度は、賠償責任、リスクの補償、事業休業の補
償、財産・工事に関わる補償を一本化して加入でき、「補償内容の重複や漏れがない
か心配」「どの保険に入ったらいいかわからない」等の保険に関する不安や疑問を解
決することができます。
　また、４月からは中小企業でもパワハラ防止法の義務化や改正個人情報保護法も
施行されます。それらに対応した保険もありますので、万が一の際の補償として、こ
の機会に見直しや加入についてぜひご検討ください。

（一社）春日井市観光コンベンション協会からのご案内

市内事業者様からご応募いただいた１５作品の中から、入賞９作品が選ばれました。

〈グランプリ〉
・パンプルムース
〈準グランプリ〉
・クルル
〈審査委員特別賞〉
・Cactus café 勝川駅前店
・ひと月 築く
・パティスリー メリ・メロ 
・鳥居松珈琲焙煎所
・御菓子司 白川園
・パティスリーミュー
・ZU-CCOTTO 勝川店

サボテンチョコレート

サボテンロール

サボテンレアチーズケーキ
和菓子“サボテン”
春日井SABOSAN
サボテンのまんまプリン
サボテン鬼まんじゅう
春日井ハッピーミニサボテンスイーツ
サボテンのレアチーズケーキ

『春日井サボテンスイーツコンテスト2021』入賞作品が決定しました！ 新規開業に伴い、商店街空き店舗活用事業を活用しました。
Peko:Re（ぺこり）　安森 理加　氏

　「地域に密着し、落ち着いてコーヒーが飲める喫茶店をした
い」と思い、経験（喫茶店勤務）を生かして、昨年１１月、白山町６
丁目に喫茶店をオープンしました。
　お店を開店すると決め、店舗物件探しから資金繰りの相談、
開業に係る補助金の活用など商工会議所にも相談を持ちかけ
ました。そうした中で商店街空き店舗活用事業補助金を知り、
今回の店舗改装費の一部も補助を受けることに至りました。
　コーヒーの他にもボリューム満点の食事、デザートセットなど、
心も体も満足いただける場所を提供していきたいと思います。
　ご来店お待ちしております。

　事業計画書の作成や店舗改装に係る業者さんとのやり取り等ご苦労が多々あったかと思います。新
規開業ということで、今後もコミュニケーションを取りながら継続的に支援を行っていきたいです。
　また、１月１１日から始まる飲食業部会事業「春日井ぐるりんランチコンテスト（スタンプラリー）」
にも参加登録していただいています。ぜひご来店ください。

職員から一言

会員の声 利用してます会議所!

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コマ～３コマまで掲載可能です。
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

令和 4年２月 1日
リニューアルオープン
令和 4年２月 1日
リニューアルオープン

●子ども屋内遊び場●子ども屋内遊び場

水量区分（㎥）

今後、既存のサボテンを使ったスイーツと合わせた
スタンプラリーも実施予定です！

店舗名 作品名

パンプルムース
サボテンチョコレート

クルル
サボテンロール

グランプリグランプリ 準
グランプリ
準

グランプリ
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がとうございます。２段階目の改定
を、令和４年３月検針分から実施い
たします。
　この使用料改定は、人口減少や施
設の老朽化が進む中、事業の独立
採算を図り、将来にわたり安定した
サービスを提供するために必要な
使用料のご負担をお願いするもの
です。
　なお、使用者の皆さまに負担をお
願いするだけでなく、様々な経営健
全化の施策に引き続き取り組んでま
いりますので、ご理解とご協力をお
願いいたします。

３月から下水道使用料を改定（値上げ）いたします

春日井市上下水道経営課　（TEL 85-6407）問 合 せ

１か月当たり（税抜き） 新使用料体系
（円/㎥ ）

現行との差
（円/㎥ ）

基本使用料（円）

１～ 10 10 25 15

11 ～ 20 120 130 10

21 ～ 30 130 140 10

31 ～ 40 140 150 10

41 ～ 50 150 160 10

51 ～ 100 160 170 10

101 ～ 200 165 180 15

170 190 20

一
 
般
 
用

950

改定後【R4.3検針分から】
現行

1,100 150

201～

使用料体系表

14 15

今月の
運営課

　運営課では、「日商保険」を担当しています。こちらは、会議所会員のみが加入で
き、経営リスクの担保（リスクの移転）及び福利厚生の充実を目的とした、低廉な保
険料でご加入いただける団体保険制度です。
　その中でも、ビジネス総合保険制度は、賠償責任、リスクの補償、事業休業の補
償、財産・工事に関わる補償を一本化して加入でき、「補償内容の重複や漏れがない
か心配」「どの保険に入ったらいいかわからない」等の保険に関する不安や疑問を解
決することができます。
　また、４月からは中小企業でもパワハラ防止法の義務化や改正個人情報保護法も
施行されます。それらに対応した保険もありますので、万が一の際の補償として、こ
の機会に見直しや加入についてぜひご検討ください。

（一社）春日井市観光コンベンション協会からのご案内

市内事業者様からご応募いただいた１５作品の中から、入賞９作品が選ばれました。

〈グランプリ〉
・パンプルムース
〈準グランプリ〉
・クルル
〈審査委員特別賞〉
・Cactus café 勝川駅前店
・ひと月 築く
・パティスリー メリ・メロ 
・鳥居松珈琲焙煎所
・御菓子司 白川園
・パティスリーミュー
・ZU-CCOTTO 勝川店

サボテンチョコレート

サボテンロール

サボテンレアチーズケーキ
和菓子“サボテン”
春日井SABOSAN
サボテンのまんまプリン
サボテン鬼まんじゅう
春日井ハッピーミニサボテンスイーツ
サボテンのレアチーズケーキ

『春日井サボテンスイーツコンテスト2021』入賞作品が決定しました！ 新規開業に伴い、商店街空き店舗活用事業を活用しました。
Peko:Re（ぺこり）　安森 理加　氏

　「地域に密着し、落ち着いてコーヒーが飲める喫茶店をした
い」と思い、経験（喫茶店勤務）を生かして、昨年１１月、白山町６
丁目に喫茶店をオープンしました。
　お店を開店すると決め、店舗物件探しから資金繰りの相談、
開業に係る補助金の活用など商工会議所にも相談を持ちかけ
ました。そうした中で商店街空き店舗活用事業補助金を知り、
今回の店舗改装費の一部も補助を受けることに至りました。
　コーヒーの他にもボリューム満点の食事、デザートセットなど、
心も体も満足いただける場所を提供していきたいと思います。
　ご来店お待ちしております。

　事業計画書の作成や店舗改装に係る業者さんとのやり取り等ご苦労が多々あったかと思います。新
規開業ということで、今後もコミュニケーションを取りながら継続的に支援を行っていきたいです。
　また、１月１１日から始まる飲食業部会事業「春日井ぐるりんランチコンテスト（スタンプラリー）」
にも参加登録していただいています。ぜひご来店ください。

職員から一言

会員の声 利用してます会議所!

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コマ～３コマまで掲載可能です。
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

令和 4年２月 1日
リニューアルオープン
令和 4年２月 1日
リニューアルオープン

●子ども屋内遊び場●子ども屋内遊び場

水量区分（㎥）

今後、既存のサボテンを使ったスイーツと合わせた
スタンプラリーも実施予定です！

店舗名 作品名

パンプルムース
サボテンチョコレート

クルル
サボテンロール

グランプリグランプリ 準
グランプリ
準

グランプリ
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春日井

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）

補助金活用（中小企業診断士）

春日井そだち（古紙回収）
事業系古紙無料で回収します！
1月1 4日(金 )・2 8日(金 )
回収拠点にお持ちください。

20日 17日

7日・15日・25日11日・27日

13日 10日

（要予約）
毎週金曜日

10：00～12：00

13：30～16：00

13：30～16：00

13：00～16：00

時 間相談（相談員） 1 月 2 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・法律・海外販路開拓（オンライン）等）もお問合せください。（随時要予約）

1月行事予定表

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
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 ！

保証人 担保 保証料

新春座談会　
～新年にかける期待と抱負～

会員のひろば掲載
有限会社大丸本舗

4
7

11

13
15
16

火
金

火

木
土
日

仕事初め式
一般）年末調整指導会
春日井ぐるりんランチコンテスト（～2月28日）
女性会  正副会長会・理事会
正副会頭・特別常議員会議
創業支援セミナー
ベトナム人労働者向け日本語教室⑤

委員長部会長会議
従業員の満足度を高める社内対話力向上セミナー
初めての確定申告セミナー（実践編）
女性会  3市交流会
新春経済講演会
新春役員議員懇談会
名古屋経済大学「学内企業研究会」（～2/4）

公式SNS登録キャンペーン中！今なら友達追加・フォローでノベルティプレゼント！

日 曜日 内容 日 曜日 内容

1月　13：30～16：00
2月　9：30～12：00・13：30～16：00

月

金

水

木

月

17

21

26

27

31

問 合 せ　経営支援課

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。
問合せ　運営課

Facebook


