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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）

支援金・給付金（行政書士）

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!
3月1 1日(金 )・2 5日(金 )
回収拠点にお持ちください。

24日 21日

28日3日・7日・11日

10日 14日

（要予約）
毎週木曜日

（要予約）
毎週金曜日

10：00～12：00

13：30～16：00

13：30～16：00

13：00～16：00

13：00～16：00

時 間相談（相談員） 3 月 4 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）

3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

検定試験にチャレンジしよう！

会員のひろば掲載
神田印刷工業株式会社

新型コロナウイルス感染症関連施策情報

2
3

4

8

9

14
15
18

24

26

水
木

金

火

水

月
火
金

木

土

小規模事業者のためのデジタル化セミナー
フォローアップセミナー
組織拡大委員会
経営発達支援計画評価委員会
就職フェアin春日井&小牧（オンライン開催）
一般）決算申告指導会
就職フェアin春日井&小牧（リアル開催）
パワハラ防止法・個人情報保護法セミナー
青年部　総会
女性会　3月例会
ビジネス交流会
かすがいビジネスマッチング商談会
正副会頭・特別常議員会議
常議員会・通常議員総会
全国高等学校剣道選抜大会（～28日）

日 曜日 内容

3月　9：30～12：00 13：30～16：00
4月　13：30～16：00

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！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！

問合せ　運営課

Facebook



　ビジネスに役立つスキルアップのための検定試験を実施しています。検定によって、指定会場でい

わゆる“紙”で受験する統一試験、自宅などからでも受けられるネット試験、一定人数以上であれば

会社や学校で受験可能な団体試験方式があり、より便利に・受験しやすくなりました。社員教育やス

キルアップ、適性な人事等のツールとしてもぜひご活用ください。

検定試験に
チャレンジしよう！

テストセンターで、
専用のPCを使用して受験

自宅や職場で、
受験者のPCを使用して受験

企業・学校等を
対象に実施

スキルアップに！

適正な
人事評価に！

自分にピッタリの受験方式が選べる！※一部の試験を除く

統一試験 ネット試験1（２・3級） 団体試験（２・3級）

団体試験

統一試験（1～3級）

ネット試験1（２・3級）

●諸条件等あり
　お問合わせください

●ペーパー試験
　（年3回）

●受験日時が選べます
●即時採点で合否がすぐに分かります

日
商
検
定

東
商
検
定

簿記検定

試験の実施方法

ネット試験1（1～3級）

ネット試験1

リテールマーケティング（販売士）検定

ビジネス実務法務検定

珠算検定

試験の実施方法

試験の実施方法

統一試験試験の実施方法

統一試験 ネット試験1
（CBT）

ネット試験2
（IBT）

団体試験

簿記を理解することによって、企業の経理事務に必要な会計知識だけ

ではなく、財務諸表を読む力、基礎的な経営管理や分析力が身につき

ます。経理職はもちろん、営業、管理職などあらゆる職種かつどんな時

代にも必要とされるスキルといえます。

第161回：6月12日（日）
第162回：11月20日（日）
第163回（2・3級のみ）：2023年2月26日（日）

随時実施

企業が求める資格第1位！

販売・接客技術をはじめとして、販売促進に向けた

企画立案や在庫管理、マーケティング、店舗の管理

まで顧客満足度を高めるノウハウを習得できます。

計算力・暗算力だけでなく、記憶力や集中力、思考力

も養うことができます！

平日も受験できる！

製造業・サービス業・卸小売業などの
販売・営業・企画担当の方やコスト管理者など

第225回：6月26日（日）

第226回：10月23日（日）

第227回：2023年2月12日（日）

こんな方に
オススメ！

全てのビジネスパーソン、
若手社員は3級からチャレンジを！

こんな方に
オススメ！

2022年度からテストセンターのPCで行う試験（CBT）・

インターネット経由での試験（IBT）に完全移行します。

コンプランスやリスク管理など社会人に必要な法律知識が

バランスよく身につきます。

ビジネスマネジャー検定

管理職を重点的に育成したい全ての企業、
管理職や管理職を目指す方など

こんな方に
オススメ！

あらゆるマネジャーが共通して身につけておくべき重要な

基礎知識を効率的に取得することができます。

eco検定

SDGｓやCSR担当の方、環境や社会に
配慮した製品・サービスを扱う方など

こんな方に
オススメ！

多様化・複雑化する環境問題について、バランスよく基礎

知識を身につけることができます。

カラーコーディネーター検定

デザイナー、
小売業のディスプレイ担当者など

こんな方に
オススメ！

色の性質や特性を理解することで、自社製品・サービスを

より魅力的に見せることができます。

福祉住環境コーディネーター検定

住宅メーカーや工務店、
介護関連業従事者など

こんな方に
オススメ！

福祉×建築×医療の幅広い知識を体系的に取得すること

ができます。

BATIC(国際会計検定)

海外企業の取引担当者、
海外赴任する社員など

こんな方に
オススメ！

英語と簿記を同時に学ぶことで、海外企業との取引等で必

須となる英文会計スキルを身につける。

「受けてみようかな」「うちの会社は団体受験できる？」など、
お気軽に運営課までお問い合わせください!

ネット試験2
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商工会議所情報

★3月9日（水）にパワハラ防止法・個人情報保護法セミナーを開催します。
詳しくは折り込みチラシをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症関連支援施策情報

4月からの法改正情報

内 　 容
相 談 員
場 　 所

事業再構築補助金・ものづくり補助金・持続化補助金等の補助金活用・申請に係る相談
中小企業診断士
春日井商工会議所　3階　相談コーナー

新型コロナの影響で、2021年11月～2022年3月のいずれかの月の売上高が、
2018年11月～2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して、50%以上
または30%～50%未満減少した事業者
（中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主）
5月31日（※申請には登録確認機関での事前確認が必要です）
5ヶ月分（11月～3月）の売上高減少額を基準に算定

※1 2018年11月～2019年3月、2019年11月～2020年3月、2020年11月～　
　   2021年3月のいずれかの期間のうち、売上高の比較に用いた月を含む期間
※2 2021年11月～2022年3月のいずれかの月
事業復活支援金事務局（TEL 0120-789-140）
受付時間 8:30～19:00（土日、祝日含む全日対応）

対　象　者

申 請 期 限
給　付　額
上　限　額

算 出 式

問 合 せ

有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10助 成 内 容

事業復活支援金
　コロナ禍で大きな影響を受ける事業者に、地域・業種問わず、固定費負担の支援として、5か月分の売
上高減少額を基準に算定した額を一括給付します。

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
　令和4年1月1日から3月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となっ
た労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業
主は助成金の対象となります。

　①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした
　　小学校など(保育所含む)に通う子ども
　②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども

小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター（TEL 0120-60-3999）
受付時間　9：00～21：00（土日、祝日含む全日対応）

問 合 せ

※申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった
　地域に事業所のある企業については15,000円。

売上高減少率

▲50％以上
▲30％～50％

個人
法人

50万円

年間売上高
1億円以下

年間売上高
1億円超～5億円

年間売上高
5億円超

30万円
100万円
60万円

150万円
90万円

250万円
150万円

給付額＝（基準期間の売上高）-（対象月の売上高）×5
※1 ※2

休暇取得期間 日額上限額※ 申請期限

令和4年1月1日～3月31日 1月～2月：11,000円
3月：9,000円 ５月31日必着

〇育児・介護休業法の改正・施行★
　男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度の創設や雇用環境整備、個別周知・意向
確認の措置の義務化などの改正があります。

　▪雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化（4月～）
　▪有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和（4月～）
　▪産後パパ育休の創設、育児休業の分割取得（10月～）

〇道路交通法施行規則改正によるアルコールチェック義務化の拡大
　物流や運輸業だけでなく、自社の荷物や人を運ぶ白ナンバー車を一定台数以上保有する事業者に対し
ても、社内で選任した安全運転管理者による、運転者の運転前後のアルコールチェックが義務化されます。

　・運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること。
　・酒気帯びの有無について記録し、その記録を1年間保存すること。

※10月以降に、アルコール検知器の使用義務などが生じます。

〇個人情報保護法の改正・施行★
　個人情報の取り扱いが厳格化され、情報漏えい時には通知が「完全義務化」され「厳罰」が科されます。
改正点は大きく６つに分かれます。

　１.個人の権利の在り方
　２.事業者の守るべき責務の在り方
　３.事業者による自主的な取組を促す仕組みの在り方
　４.データ利活用の促進
　５.ペナルティの強化
　６.法の域外適用・越境移転の在り方

〇パワハラ防止法の改正・施行★
　改正労働施策総合推進法（パワハラ防止法）が、中小企業でも適用され、法的に明確化されたパワハラ
基準に基づく具体的な防止措置への取り組みが義務づけられます。

　・職場におけるパワハラに関する方針等の明確化及びその周知、啓発
　・相談・苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
　・パワハラ相談に対して事実関係の迅速かつ正確な確認と適正な対応
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4 5
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商工会議所情報 商工会議所情報

優良従業員表彰
～頑張ってくれた従業員に感謝の気持ちを込めて～

発明考案の部=発明・考案などに功績のあった方
永年勤続の部=10年・20年・30年以上勤務した方(基準日:令和4年4月1日)
無料
表彰状の授与
※発明考案の部、永年勤続30年以上の方は第110回通常議員総会
　(6月予定)において表彰状を授与します。
4月11日
当所HP（右記QRコード）より申込書をダウンロードし申込
運営課

求人情報発信サイト「ジョブネット」掲載企業募集

　会員事業所に勤務され、業務に精励し、他の模範となる優良従業員の方を表彰します。

　市内企業の人材確保や雇用維持を図るため、人材余剰企業や市内の求職者に対し、求人情報を発信
するためのホームページ「春日井商工会議所ジョブネット」への掲載企業を募集中です。雇用形態や職
種、フリーワードでも検索可能で、求職者にも探しやすい画面構成になっています。ぜひ、ご掲載くださ
い。
求人情報掲載までの流れ
①専用サイト（右記QRコード）より申込
②企業情報・募集要項の提出
③当所にて求人情報を登録
④掲載完了

　求職者への取次等は行っておりません。ただし、求職者に対し、労働条件を明示する必要があるため、
ハローワークへの求人票の提出も並行して実施することをお勧めいたします。

新たなビジネスパートナーを見つけませんか？
商取引支援サイト「ザ・ビジネスモール」

　「ザ・ビジネスモール」とは、商工会議所・商
工会が運営するネットを活用した会員限定の
販路開拓・取引拡大支援サイトです。全国519
団体（商工会議所・商工会等）、約28万社の会
員事業所が登録をしており、ネット上で全国
の会員事業所同士で商談を無料で行うことが
できます。また、ホームページの作成機能や
SEO対策を図ることができ、スマホからいつ
でも・どこでも利用ができます。
　登録しておくだけで興味のある案件情報が
メールで届きますので、まずは無料ユーザー登録
をお願いします！

資 　 　 格

費 　 　 用
表 彰 方 法

締 　 　 切
申 込 み
問 合 せ

事業推進課問 合 せ

事業推進課問 合 せ
ユーザー登録は

こちらから

〔対　面　開　催〕6月22日(水)13:00～17:15
〔オンライン開催〕6月23日(木)～29日(水)
稲沢市勤労福祉会館(対面開催時) 稲沢市朝府町5番1号( TEL 0587-23-2944)
愛知県内に事業所がある中小・小規模企業者
※予め(公財)あいち産業振興機構への事前登録(無料)が必要
発注企業と受注企業の個別面談(1回の面談時間は25分、最大8回)
対面60社、オンライン30社(受注企業は150社を予定)
無料
3月25日(定員になり次第締切)
WEB専用ページ（右記QRコード）より申込
事業推進課 又は (公財)あいち産業振興機構 (TEL 052-715-3068)

日 時

場　　　所
対 象 者

内 　 容
募 集
参 加 費
締 切
申 込 み
問　合　せ

地域商談会（尾張会場）『発注企業』募集
　発注企業と受注企業が一堂に会し、具体的な商談や情報交換ができる商談会です。「発注ニー
ズ」をお持ちの中小・小規模企業の皆様、新規取引先の開拓に、ぜひ、ご参加ください。今回は、ハ
イブリッド開催となります。

会員
限定

掲載
無料

TEL 058-379-2718

https://www.maedapatent.jp/

509-0109
-

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
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商工会議所情報 商工会議所情報

健康パスポート有効期限迫る！
　毎年、フレッシュ共済・福祉共済の加入者を対象に配布している「健康パスポート」の有効期限が迫っ
ています。
　期限内にご利用ください。

●有効期限　３月31日まで

会議所を利用して情報発信しませんか？

◆会員PRコーナー ●会館展示ケース

●会議所ニュースチラシ折込サービス ●会議所ニュース広告掲載

チラシ、パンフレット等を設置しPR！ 実際の製品・商品やパネルを展示しPR！

毎月発行している会報誌にチラシを同封し、
約4,500の事業所へお届けします。

会報誌の下段に広告を掲載します。
会報紙面上で自社PRできます。

設置期間:3ヵ月又は6ヵ月
設置場所:商工会館 1階 入口
サ  イ  ズ:A4サイズまで
広  告  物:会社案内、商品紹介
      　　   催し物案内など
料　　金:1種類 3ヵ月1,650円
　　　　　　    6ヵ月3,300円

展示期間:4月～9月※(その後1年更新)
展示場所:商工会館 1階 ロビー
募　　集:1/4ケース
展示内容:自社製品・商品、関連物など
料　　金:6ヵ月 6,600円(月割)※
　　　　 1年 13,200円

会報誌:毎月1日発行
折込月:希望する月
サイズ:B5～A3サイズ
　　　 ※A4判の大きさで納品
　　　 ※A3を超える場合は要相談
内　容:自社製品・サービス紹介など
料　金:B5・A4 33,000円
　　　 B4・A3 44,000円

会  報  誌:毎月1日発行
掲載期間:6か月又は1年
サ  イ  ズ:1コマ タテ5.0㎝×ヨコ5.5㎝
　　　　 ※最大3コマまで
料　　金:1コマ 6ヵ月 26,400円
　　　　 2コマ 6ヵ月 49,500円
　　　　 3コマ 6ヵ月 72,600円

会報誌下部に
掲載されます！

ハラスメント講座
～2022年４月からパワハラ防止法が中小企業にも施行されます～
　普段聞き慣れている「ハラスメント」。なぜ防止することが必要なのか。ハラスメントと呼ばれる行動を
無意識に起こしてしまう、本質的な原因はいったい何なのか。会社や組織にとって、ハラスメントに関する
マイナス評価は大きな問題になります。それらを認識し、どうすればハラスメントを無くすことができるの
かを今一度確認します。

❖コロナ禍での労務トラブル相談
❖時代と共に変化する中小企業経営～働き方改革と利益の両立～
❖北条義時に学ぶナンバー２学
❖75分で学ぶ新入社員研修～電話応対とビジネスマナーの基本～

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。

今月のWＥBセミナー  

＜その他今月のおススメ＞

＜ご利用方法＞

無料！

事業推進課問 合 せ

運営課問 合 せ

運営課

利用施設一覧

問 合 せ
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会員のひろば　～今月のキラッと企業～

■住所：本社　岐阜県羽島市舟橋町205-１
　　　 春日井工場・営業所 春日井市上ノ町1-61
■TEL：0568-31-7231
■http://www.hakutaka.co.jp/index.html
■Amazon・楽天　公式ショップ:HAKUTAKA

株式会社 美濃商会

職人の優れた技術でさまざまなオリジナルファイルを開発
高品質とニーズに応えるアイデア商品が自慢！

　弊社の紙製ファイルは、創業以
来一貫して紙製品に携わってきた
紙のスペシャリストとしての技術を
生かした品質の高さが自慢です。優
れた耐久性を誇る弊社製品は、官
公庁などの各種機密書類を扱う組
織からもご愛顧いただいておりま
す。特に背幅収縮型ファイルは30
年以上の歴史を持つロングセラー
商品です。お客様に技術力を高く評
価いただき、弊社にはさまざまな相
談をいただきます。「プロテクトファ

イル」は、書類
のデジタル化
に伴い「CDな
どの電子媒体
を紙の書類と
一緒に保管し
たい」というご
要望に応えた

紙製の専用ファイル。同様の商品
は他社からも発売されていますが、
紙だけで作れるのは、職人による手
作業で繊細な折り込み工程に対応
できる弊社だからこそ。環境に配慮
した「脱プラスチック」が推奨され
る昨今の情勢に合致した商品とし
て高く評価いただいています。官公
庁以外にも、商工会議所が主催す
る「ビジネスフォーラム」によって地
元企業様とのつながりが生まれま
した。商談機会の創出だけでなく、
同じ土地で商売をする仲間として
大きな刺激も受けています。

一点の注文からでも対応可能な
各種ECサイトも充実しています！

■住所：本社　名古屋市千種区松軒1-1-5
　　　  オフリン事業部 春日井市明知町1423-23
■TEL：0568-93-1241
■https://www.kanda-p.co.jp/

神田印刷工業株式会社

大型設備投資により、社内に新しい風を吹き込むことに成功
多様化する印刷ニーズに応える企業として歩みを止めない

　オフリン事業部では主に折り込み
広告の印刷を行っています。当事業
部では昨年度最新の印刷機を導入
しました。新機種により、これまで以
上に多様な印刷に対応可能になっ
たことはもちろん、準備・段取り時間
（型替え、版替え）の短縮化、さらに
高精度な補正機能により印刷ミスも
大幅に削減されています。同時に今
回の機材導入は社員の心にも好影
響をもたらしました。従来、「熟練度」
が強く求められていた印刷業務の大
部分を内蔵されたコンピュータによ
り均一化することができたので、若

手社員にも積極的に仕事を任せるこ
とが可能に。これにより、若手社員か
らも「新機種を使いこなしたい」とい
う主体的な姿勢が芽生え始めていま
す。機能面・コスト面はもちろん、若
手社員の「やりがい」形成にまで貢
献した今回の新機材導入には、当然
多大なるコストがかかりました。そ
のため、行政による支援制度を活用
しています。各種支援について熟知
している商工会議所にはとても助け
られています。

時代の流れに合わせた
 “新しい印刷”を提供し続けます

商工会議所情報

楽天AmazonHP

記帳指導を受け、スムーズに確定申告が出来ました
蕎麦処長江　代表　長江 隆司　氏

　犬山市で手打ち蕎麦の店を営んでいます。犬山市が
運営する「犬山市民健康館 さら・さくら」に、縁あって入
店することができました。オープンしてから今年で５
年目になります。岐阜荘川産蕎麦粉を使用した本格手
打ち蕎麦を提供しています。春日井市のお客様、犬山・
小牧市の方々や遠方からのお客様も増えてきました。
　会議所では、記帳指導を受けています。日頃の帳面処
理で困ったことがあれば、専属の指導員の方に気軽に
相談ができますし、親切で丁寧な指導のおかげで確定
申告をスムーズに行うことができ、とても助かってい
ます。
　これからも、美味しい蕎麦を提供していきます。ご来店お待ちしております。
 

　開業してすぐの手探りの状況から、記帳指導で勉強され、今では日々の帳面に困らずご自身で運営管
理されている姿を拝見し、お手伝いできて良かったな、と思います。
　記帳指導は、日々の記帳から決算までをマンツーマンでお手伝いしながら自主申告をサポートする
制度です。青色申告特別控除をうけるために必要な、複式簿記による記帳方法が習得できます。詳細は、
会議所へお問合せください。

職員から一言

会員の声 利用してます会議所!

10

○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

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
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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

女性会に入会して

ステップアップ委員会　水野貴代

　女性会に入会後、３つの配属先がある中、ステップ
アップ委員会に配属していただきました。皆さんお仕
事で忙しいので、委員会も夜の開催が多いのですが、
お子さまも一緒に連れてきていいですよとお心遣いい
ただき、子育て世代の女性活躍にもどうしたら寄り添
えるのかなど、様々な取り組みをしています。会議の後
半に「どんな事でもいいですよ、最近どうですか？」か
ら始まり、女性ならではの身の上話もしばしば…。ざっ
くばらんにお話する時間もあり楽しいです。
　また、女性会では諸先輩方の貴重な経験を聞くこと
ができたり、和気あいあいとヨガをしたり、恋のダイサ
クで地域貢献をしたり、経営を学ぶ日があったり…。
きっと長く続けていくうちに、様々なことを学ばせてい
ただける会だと思います。
　今般、40周年記念式典で放映した映像を制作させ
ていただきました。その中で心に残った言葉がありま
す。40周年宣言の「私たちは女性の起業を応援しま
す」はもちろんですが、「商工会議所女性会は、リー
ダーとして、凛と信をもって連帯し、平和で心豊かな社
会を築きましょう」です。まだ子育てもあり、活動にあ
まり参加できていませんが、そんな人間、社会が築け
るようこれからも少しずつ地道に精進していきます。
今後ともよろしくお願い致します。

4月例会　4月１４日（木） 総会

今後の行事予定

ステップアップ委員会
（株）エコルソレイユ　井立 薫

　1月26日、大府市、岡崎市、春日井市の３市
女性会オンライン交流会が開催されました。
それぞれの会議所をサテライト会場として繋
ぎ、大府女性会13名、岡崎女性部8名、春日井
女性会７名の理事メンバーが集まり、活発な
意見交換などが行われました。
　この3市合同の交流会は、2年前の当時会長
同士の試みにより初めて開催され、今回2度目
の交流ですが、他市女性会の事業報告や考え
方などを聞く事でお互いにとって良い刺激と
なり、とても有意義な交流会となっています。
最初にメンバー紹介の後、各女性会がコロナ
前と現在のコロナ禍での事業について発表を
し、その後質疑応答の時間となりました。他の
２市の女性会から春日井女性会はとても興味
を持っていただき、「夜の例会開催について」
「青年部との合同の催しについて」「幅広い世
代の会員について」などたくさんの質問をいた
だきました。春日井からは他市の行事につい
て、各分野の講師を外部からお呼びして大き
な講演会を毎月開催されている事に皆興味を
持ち、質問がたくさん出ていました。そしてコ
ロナの影響でどの市も昨年度は事業の中止が
多かったけれど、今年度はオンラインを活用し
て行事を開催している事が印象的でした。
　今回の交流会もオンラインでの開催ではあ
りましたが、女性ならではの明るい雰囲気の
中、楽しく交流を持つことができました。次回
はぜひ食事をしながらお互いの女性会につい
ての質問や
各市の特色
など、もっと
たくさんお
話を伺いた
いと思いま
す。

̃　　　̃

3月例会　3月１４日（月） パネルディスカッション

活動報告

今月号の会員は

STUDIO Life㈱　水野貴代さんです

Q1.おうち時間の過ごし方は？
　バラエティー・ドラマ番組を無心で笑う
Q2.好きな言葉は？
　七転び八起き
Q3.将来したいことは？
　皆が豊かになる事をしたい

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月定例会

「Value up！ Will up！」
　1月12日(水)に、１月定例会「Value up！ Will up！」
を開催しました。
　本定例会は、「会員が目的と意志をもって青年部活動
に取り組むことで、学びの場としての青年部組織の活性
化を図ることができ、自身の更なる成長に繋がること」
を事業趣旨とし、「青年部の活動があらゆる場面で活き
た体験を聞くことにより、改めて自分の成長につながる
ことを知る」を目的として企画しました。
　内容として、はじめにバリューカードを用いて、自分
の心のままに価値観の優先順位をつけ、自分がどんなタ
イプの人物なのかを知っていただきました。次に、委員
会メンバーによるデモンストレーションを行い、その
後、グループワークを行うことで、他者と自分との価値
観の違いを見る中で、その人が「なぜそう思うのか」「そ
の価値観が形成された過去の自分の行動」などを掘り下
げていきました。最後に、今年度の卒業生３名から、価値
観に基づく青年部での行動や過去の経験と歩みをお聞
きしました。それぞれ、・05政策提言委員会 三浦君　
テーマ「楽しく生きたいだけやねん」・DAIDO委員会 栗
田君　テーマ「人生は常にバリサンで 」・渉外探求委員
会 野間君　テーマ「私は如何にして野間峰彦となった
か」をお話しいただき、先輩方が大切にしている事、青年
部活動を通して変わってきたもの、自らの経験を通して
少しでも後輩の私たちに伝え、残していこうという気持ちの伝わるとても温かい発表でした。
　私たちの大切にする「もの・こと」は人の数だけあります。つまり、価値観に正解はありません。全て
が大切な価値観であり、誰もが否定することも出来るものでもありません。仲間の価値観を垣間見る
事でより仲間のことを身近に、自身の価値観をより大切にするきっかけとなりました。参加会員から
は「入会時にこのバリューカードを使って、価値観をみんなで共有して、その後、青年部活動を通して
どう変化していくか見て行っても面白いね」等の声もいただきました。自らと向き合い、見直し、仲間
の価値観を知ることで、より充実した青年部活動につながる内容となりました。

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

バリューアップ委員会

伊藤　貴治
ソーシャルビジネス研究所
【２０21年度入会】

サッカー
社会活動を通じて
社会課題の解決を目指す

趣 味

P　R

新入会員募集

活動報告　　　　　　　YEG　DAY
　愛知県商工会議所青年部連合会「YEG　DAY」を1月28日(金)愛知県蒲
郡市内にて開催しました。新型コロナウィルス感染症の影響を受け、市内数
カ所に会場を分散し各会場にオンラインで開会式、基調講演分科会、閉会式
の配信を行う事で密にならないよう対策をとりながらの開催となりました。
制約のある中での開催でしたが、県下商工会議所青年部メンバーとの貴重
な交流機会となりました。
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各所情報 コラム

（一社）春日井市観光コンベンション協会からのご案内

日 時
場 所
問合せ

　観賞用サボテン、サボテンを使ったお惣菜やス
イーツの販売を行います。
※新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、イベントの開催を中止させ
　ていただく場合があります。

　4月1日から、クリーンセンターへ家庭ごみ（資源物を除く）を持ち込む場合の処理手数料
を改定します。
〔家庭ごみ〕※資源物を除く。

『ミニサボテンフェアinイーアス春日井」開催

春日井市ホームページバナー広告募集

ごみ処理手数料の改定

令和３年度上半期（４月１日～９月30日）の
市ホームページトップページアクセス件数

問　合　せ　（一社）春日井市観光コンベンション協会  
　　　　　　（TEL 81-4141）

問　合　せ　春日井市ごみ減量推進課　（TEL 85-6222）

掲 載 場 所
掲 載 期 間

掲 載 枠
掲 載 料
申 込 み

問 合 せ

春日井市ホームページトップページ
４月１日～2023年３月31日
※１か月単位とし、複数月の申込み可能
12枠（画像サイズ：縦60ピクセル×横120ピクセル）
月額20,000円（税込）
掲載の２週間前までに、
申込書（市ホームページに用意）に
記入して広報広聴課へ
春日井市広報広聴課（TEL 85-6037）

イベントの詳細は
こちらから！

日 　 時
場 所

3月12日(土)10：00～16：00
イーアス春日井1F 
ネイチャーフィールドと無印良品付近

約91万件

⇒１日平均 約5,000件‼

参考

10kg以上の部分につき
100円/10kg

10kg以上の部分につき
200円/10kg

200円/10kg（従来どおり）〔事業ごみ〕※産業廃棄物は持ち込めません。

市が収集・運搬する粗大ごみ、特定廃棄物（スプリングマットレスなど）、家電リサイクル法対
象品目（テレビなど）の処理手数料は、従来どおりです。

改定前 改定後

14 15

「伝えたいことは繰り返す」
　伝えたはずなのに、伝わっていない。相手から「言ったよね？」と言われ、記憶に
なくてモヤモヤすることがある。誰にでもいつでも起こり得ることです。実は、人
の話を真剣に聞いていても受け止められるのは50％以下です。なぜなら相手の
話を聞いているときにそれを阻害する要因が存在するからです。まず、一つ目は
「自分の記憶がよみがえる」こと。人の話を聞きながら、「あ、それ知っている」「あ
のことかな？」「この前その場所に行った」と自分の記憶と結び付けながら話を聞
きます。そうすると、瞬間的にではありますが、意識が相手の話からそれてしまう
のです。
　二つ目は「自分の気持ちが動く」こと。相手の話に影響されて、気持ちがアップ
ダウンしたり、自分事として捉えてしまったりすることがあります。例えば、誰か
の悪口を聞き自分にも思い当たるところがあるなと心配になったり、仕事の段
取りを聞いていて自分も処理していない案件があったと思い出して焦ったりす
るといったように、気持ちが動くことで意識が自分の方に向いてしまいがちにな
ります。自分の気持ちに意識が向いてしまうと、しばらく上の空になってしまうこ
とさえあります。
　最後に「相手への対応を考える」こと。私たちは、相手の話を聞きながらも常に
どのように対応すればよいかを瞬時に考えています。単なる応答の言葉選びに
加え、アドバイスする場合などは筋道を立てる必要もあるでしょう。
　このような要因が、正確に相手の話を認識することを阻害してしまうのです。このことを理解した上で心
掛けることは、「大切なことは繰り返し伝える」「確認する」ということです。大人だから１回言えば分かる、何
度も確認したら相手に失礼になるのではと思わずに、伝えたいことは繰り返すことでトラブルを最小限に抑
えられます。話の中で最後に確認するのもよいですし、メールなどでリマインドするのも効果的です。言った
言わないトラブルは信頼関係を崩壊させますので、面倒がらずに普段から丁寧なやりとりを心掛けましょう。

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。

職場のかんたんメンタルヘルス

大野 萌子／おおの・もえこ

今月の
経営支援課

　経営支援課では、経営や税務に関する相談を担当しています。令和５年１０月１日から
消費税適格請求書等保存方式（インボイス制度）が導入されます。
　インボイスを交付する事業者となるには事前に登録申請が必要です。登録申請の受付
はすでに始まっていますのでご検討ください。また令和４年１月より電子帳簿保存法が改
正され、すべての事業者を対象として「電子取引に係る記録は電磁的記録（データ保存）し
か認めない」ことになり、紙に印刷しての保存が認められなくなりました。ただあまりに急
なことだったため、この取り扱いは２年間猶予されましたので、この猶予期間中にデジタ
ル化に向けて業務プロセスの見直しを進めることをお勧めします。インボイス制度、電子
帳簿保存に関して、専門家への無料相談を実施していますのでお気軽にご相談ください。
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度も確認したら相手に失礼になるのではと思わずに、伝えたいことは繰り返すことでトラブルを最小限に抑
えられます。話の中で最後に確認するのもよいですし、メールなどでリマインドするのも効果的です。言った
言わないトラブルは信頼関係を崩壊させますので、面倒がらずに普段から丁寧なやりとりを心掛けましょう。

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。

職場のかんたんメンタルヘルス

大野 萌子／おおの・もえこ

今月の
経営支援課

　経営支援課では、経営や税務に関する相談を担当しています。令和５年１０月１日から
消費税適格請求書等保存方式（インボイス制度）が導入されます。
　インボイスを交付する事業者となるには事前に登録申請が必要です。登録申請の受付
はすでに始まっていますのでご検討ください。また令和４年１月より電子帳簿保存法が改
正され、すべての事業者を対象として「電子取引に係る記録は電磁的記録（データ保存）し
か認めない」ことになり、紙に印刷しての保存が認められなくなりました。ただあまりに急
なことだったため、この取り扱いは２年間猶予されましたので、この猶予期間中にデジタ
ル化に向けて業務プロセスの見直しを進めることをお勧めします。インボイス制度、電子
帳簿保存に関して、専門家への無料相談を実施していますのでお気軽にご相談ください。
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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）

支援金・給付金（行政書士）

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!
3月1 1日(金 )・2 5日(金 )
回収拠点にお持ちください。

24日 21日

28日3日・7日・11日

10日 14日

（要予約）
毎週木曜日

（要予約）
毎週金曜日

10：00～12：00

13：30～16：00

13：30～16：00

13：00～16：00

13：00～16：00

時 間相談（相談員） 3 月 4 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）

3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

検定試験にチャレンジしよう！

会員のひろば掲載
神田印刷工業株式会社

新型コロナウイルス感染症関連施策情報

2
3

4

8

9

14
15
18

24

26

水
木

金

火

水

月
火
金

木

土

小規模事業者のためのデジタル化セミナー
フォローアップセミナー
組織拡大委員会
経営発達支援計画評価委員会
就職フェアin春日井&小牧（オンライン開催）
一般）決算申告指導会
就職フェアin春日井&小牧（リアル開催）
パワハラ防止法・個人情報保護法セミナー
青年部　総会
女性会　3月例会
ビジネス交流会
かすがいビジネスマッチング商談会
正副会頭・特別常議員会議
常議員会・通常議員総会
全国高等学校剣道選抜大会（～28日）

日 曜日 内容

3月　9：30～12：00 13：30～16：00
4月　13：30～16：00

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！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！

問合せ　運営課

Facebook


