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Ｐ2〜3 会議所の動き

Ｐ4〜7 情報

月 日現在︶

1

23

日㈬・サービス部会役員会

・常議員会

日㈫・正副会頭会議

・商業部会役員会

日㈪・情報委員会

日㈮・事業企画委員会

日㈭・金融保険部会役員会

︵

会員企業紹介

Ｐ8

江南市の紹介

Ｐ１

月の主な行事

主 な 記 事

2

６ ３ ２

７

日㈰・第 回日商珠算検定試験

・工業部会役員会

日㈮・建設部会役員会

10 ８

209

・第 回日商リテールマーケ

推進協議会 視察研修会

日㈬・ 商業部会︑江南市商業活性化

・青年部役員会

日㈫・社会保険セミナー

14 12

15

ティング
︵販売士︶
検定試験

79

日㈮・IT活用業績向上セミナー

金融協会意見交換会

日㈭・江 南 商 工 会 議 所・江 南

16

日㈰・第

回日商簿記検定試験

日㈮・正副会頭会議

日㈫・ 青年部２月公開例会講演会

26 24 21 17

145

紀 彦
滝

北野天神社筆まつり
「大筆奉納行列」

平成２９年１月１４日（土）〜１５日（日）

新年賀詞交歓会
１月５日㈭︑江南商工会館で新年賀詞交歓会が開催され︑当所役員・議員︑関係機関の代表者など約

名が出席しました︒

に向けた事業展開を図っていくこと︒また︑従来の事業路線を継承しつつも︑中小企業・小規模事業者が直面する課題に向き合い︑新たな

そして︑江南市全体が活気に満ち︑賑わいあふれる元気なまちに変貌していくためには︑行政と各関係機関との連携を密に︑地域活性化

事業主が高齢などを理由により廃業するケースが後を絶たず事業承継への支援や︑人手不足への対応も必要不可欠であると考えている︒

が︑しかしながら︑我々の地域では経済の環境は深刻さを増し︑大変厳しい状況が続いている︒江南市は︑人口減少・少子高齢化に伴い︑

式典では松永会頭が︑年頭所感として︑アベノミクスがスタートして５年目を迎え﹁景気は緩やかな回復基調が続いている﹂としている

180

また︑来賓としてご隣席いただいた江﨑衆議院議員︑藤川参議院議員︑澤田

江南市長︑奥村県議会議員からご挨拶ののち︑鈴木江南市議会議長の乾杯で祝

澤田江南市長

乾杯の発声をする鈴木江南市議会議長

宴に入り︑出席者は終始和やかな雰囲気で︑晴れやかな新年の門出を祝いまし
た︒

4

職域保険相談部（名古屋）

支援体制の確立を含め︑より一層効果的な事業を図れるよう取り組んでいきたいと述べました︒

松永会頭

（２）

会議所の動き
こうなん商工会議所ニュース
平成２９年２月 ３７９号

会議所の動き

（３）

こうなん商工会議所ニュース

平成２９年２月 ３７９号

21

13

30

江南ＬＥＤイルミネーション

〒483−8156 江南市南山町西31
Tel（0587）56−2148
http://www.fukutama.co.jp

コンテスト見学バスツアー開催

福玉米粒麦株式会社

22

日︑江南ＬＥＤイルミ

もちもち、プチプチ、新食感「もち麦」
香ばしい「福玉の麦茶」

月

大地の恵みをお届けします。

ネーションコンテスト入賞先を

［お問合せ］ 江南商工会議所

見学するバスツアーを開催しま

い。

した︒

にご記入の上ご提出くださ

名の方にご参

議所メルマガ配信申込書」

当日は︑多数の応募の中より

おります「こうなん商工会

抽選で選ばれた

配信を希望されます方は、本所にご用意して

加いただき︑江南の夜を彩る鮮

程度）をしております。

やかなＬＥＤイルミネーション

らせするため、メールマガジンの配信（月１回

を見学しました︒

り速やかにお役に立つ情報を適切な時期にお知

雨がぱらつく天候ではありま

発行しておりますが、このニュースに加え、よ

したが︑参加者は大規模な装飾

め、毎月「こうなん商工会議所ニュース」を

や小規模ながらまとまりのある

本所では会員様向けに各種の情報提供するた

装飾など趣向を凝らしてた9つ

の入賞装飾を堪能しました︒

こうなん商工会議所メルマガ
配信希望の募集

20

12

消費税軽減税率
対策セミナー

月 日㈬ 時 分より本所
別館２階研修室にて︑ＦＭＣオ
フィス代表で中小企業診断士の
金原 義彦氏をお招きし︑消費税
軽減税率対策窓口相談等事業と
して︑事業経営・経営力向上計
画策定セミナーを開催しまし
た︒
セミナーでは︑経営計画・事
業計画作成することによって︑
ものづくり補助金・小規模事業
者持続化補助金などにおいて
も︑非常に重要な要素であるだ
けでなく︑今後の消費税率引き
上げ後の中小・小規模事業者の
事業展開︑持続的な経営を行っ
ていく上で欠かせない要素であ
ることから︑経営計画・事業計
画策定のポイントを講師からわ
かりやすく説明いただき︑併せ
て採択された事業計画の特徴に
ついて解説いただいた︒
セミナー終了後においては︑
参加者から個別に講師へ熱心に
質問しており大変有意義なセミ
ナーとなりました︒
12

第３回
江南ふるさと検定実施
平成28年12月25日㈰江南ふるさと検定が、江南
商工会議所において午前10時より受験者29名出席
のもと実施されました。
この検定は、多くの方に江南の歴史や産業・文化
に関する情報を知っていただき、地元に誇りをもち、
江南市を再確認するとともに郷土への愛着を持って
いただくことが目的です。
受験者は、小学生から一般まで幅広くの方が受験
して頂き、25名の方が合格され
ました。合格率86％(前回65％)
でした。合格者の方には、合格
証書と特製ピンバッチを贈呈さ
せて頂きました。受験者皆さん
一生懸命勉強した跡が見られま
した。合格者の皆様おめでとう
ございました。

● ●

情

こうなん商工会議所ニュース

平成２９年２月 ３７９号

● 商工会議所をご利用ください ● ●

報

（４）

●

経営相談
経営指導員が

専門家による無料相談

金融・税務・経理などの
ご相談・指導に応じます。

弁護士や医師などの外部の
専門家を招請し、
無料で行な
っています。

※記帳指導は個人事業のみ

安心経営のための共済
◆
◆
◆
◆
◆

（金融・融資、法律、労働、社会保険、健康）

小規模企業共済制度
経営セーフティ共済
休業補償プラン
業務災害補償プラン
PL保険制度など

融資あっせん
小規模事業者経営改善資金（マル経融資）

設備貸与制度

日本政策金融公庫が無担保・無保証人、低利で融資する
制度です。この融資にあたっては、本所で毎月 1 回開か
れる審査会で審査し、日本政策金融公庫へ推薦します。

小規模企業者の創業及び経営基盤の強化を図るために
必要な設備の導入を促進するため（公財）あいち産業振興
機構が小規模企業者に設備資金を貸付け又は、貸与する
制度。

融資限度額：設備資金・運転資金

2,000 万円

人材育成・能力開発

（会議所が業務等を代行）

福利厚生

会員の交流

●

講習会・研修会
幅広いテーマで著名な講師をお招きし、会員の
ニーズに基づいた講習会、研修会を随時開催

●

会員の福利厚生
定期健康診断受診のあっせん
と助成 健康相談

部会活動
情報収集や交流の場として
ご利用出来ます。

検定試験
珠算、簿記、販売士検定、
カラーコーディネーター、環境社会（eco）
検定

● 共済制度
ふじ共済（生命共済）
特定退職金など

●

青年部・女性会

●

親睦ゴルフ大会

●

●

新規会員様募集中 !! お知り合いをご紹介ください
ご加入頂くには…商工会議所所定の加入申込書にご記入いただくだけで、
特別な書類は必要ありません。
担当が案内に伺いますので、
お気軽にご連絡下さい。

青年部 ２月公開例会講演会
テーマ
案内文

【場

所】 江南市民文化会館小ホール

地域の魅力再発見「江南の地に今も残る、先人が残した文化遺産」

【定

員】３００名 【受講料】 無

地域の発展を考えるとき、地域をよりよく知ることこそ大切である
と考えます。江南の地に先人が残した貴重な文化的遺産を聞いて
知ることで、地域の魅力を再発見し、地域の皆様に誇りを感じても
らえるよう講師からご講演して頂きます。

【主

催】 江南商工会議所青年部

【後

催】 江南市

2月21日（火）19：00〜20：30

【日

時】平成２9年

【講

師】タキヒヨー株式会社 代表取締役 滝

一夫氏

料

江南市教育委員会
江南商工会議所

【その他】 公開となっておりますので、

どなたでも受講できます。

【お問合せ】 江南商工会議所 青年部

（国内販売及び輸出入事業）

・寧波

（５）

情

報

こうなん商工会議所ニュース

平成２９年２月 ３７９号

2月の専門相談

承認でモチベーションアップ！承認力の高い組織が生き残る。

「承認カード」で承認に満ち溢れる会社づくりセミナー

（相談無料・秘密厳守）

会場：江南商工会館 別館2階相談室

人は承認欲求が満たされることで人から必要とされていることを感じ、生きる価値と幸せ
を感じます。 日本の会社で一番必要なのは承認です。社員を伸ばす「承認」のコツを、楽
しく手軽に知って頂き、自社で即実践することが可能です。
【講

(事前にご予約をお願い致します)

■ 金融・融資相談
●日時
●担当
●日時
●担当

師】 丹羽浩太郎経営労務事務所

合同会社あいち労研

代表 丹羽 浩太郎
社会保険労務士
職場改善コンサルタント
セミナー内容
（予定）

■ 経営に関する法律相談
● 日時
● 担当

1.承認の意義とその目的
2.承認の効果
3.人々がハッピーになる究極のメソッドとは
4.【演習】承認自己診断をしてみよう 等

【対象者】 経営者、
総務人事担当者、管理職、
リーダー社員、士業

2月14日（火）13：30〜15：30

【日

時】 平成２9年

【会

場】 江南商工会館

【定

員】２０名 【参加料】

【主

催】 江南商工会議所

2月21日
（火）13：00〜15：00
弁護士 宮本 英行

■ 事業主のための労務・年金相談
● 日時
●担当

2月14日
（火）13：00〜15：00
社会保険労務士

■ 健康相談

等

● 日時
●担当

別館２階研修室

2月9日
（木）14：00〜16：00
医師 田 中 明 隆
（youクリニック）

■ 知財相談

無料

● 日時
●担当

中小企業相談所

カードが3,000円（税込）
となり、当日徴収させて頂きます。
【その他】 カード購入希望の方は、
（購入なしでも当日カードを貸し出します）

【お問合せ】江南商工会議所

2月10日
（金）10：00〜12：00
日本政策金融公庫一宮支店
2月10日
（金）13：30〜16：00
愛知県信用保証協会

随時受付
愛知県知財総合支援窓口

※日本政策金融公庫並びに愛知県信用保証協会による金融
・融資相談につきましては、開催の前日の午前中までに、

中小企業相談所

必ずご予約下さい。ご予約がない場合は、開催しません。

主催:江南市商業活性化推進協議会・江南商工会議所商業部会

地域資源活用事例視察研修会
アクアイグニス

日帰り温泉施設が癒しと食の総合リゾートに！
！

㈱アクアイグニスは2012年に日帰り温泉施設「片岡温泉」の営業を譲り
受け、温泉・飲食・宿泊等の複合施設としてオープンしました。有名シェフを
起用し、地域の食材を使ったオリジナル商品開発など高付加価値サーピ
スを実現。地域文化発信の場として来場者を増やし、地域の雇用確保にも
貢献しています。
㈱アクアイグニス 所在地：三重県三重郡菰野町菰野4800ー1
資本金：9,000万円 従業員：240名ほど
歴史的景観を活かした街づくり 東海道四十七番目の宿場町

㈱アームズ・エディション

講 師 代表取締役

YouTube 動画戦略コンサルタント

菅谷信一氏

2月17日（金）

【日

時】 平成２9年

【会

場】 江南商工会館 １階 ホール

関宿

関宿は亀山市関町の旧東海道五十三次の四十七番目の宿場町で「歴史
まちづくり法」に基づき、歴史的景観を活かした街並みづくりが行われて
います。住民の生活環境を保全しながら、関宿の文化的価値を高め、観光
客の取り込みに成功しています。
地域資源を活用した地域振興の取り組み事例として三重県にある 癒し
と食の総合リゾートアクアイグニス と 東海道四十七番目の宿場町であ
る関宿 を視察します。是非ご参加ください。

14：00〜16：00

【定 員】 ３０名
【受講料】 ≪当所会員≫ 無料

≪非会員≫ 市内 ２,０００円 市外 ４,０００円

開催日

平成29年2月15日
（水）8時20分集合

参加費

お一人につき、1,500円

【申

込】 2月10日
（金）
までにＦＡＸでお申込みください。

申込方法

同封の折込チラシの申込欄に必要事項をご記入の上、
下記までFAX願います。

【主

江南市

お問合せ

江南商工会議所

江南商工会議所
催】 江南商工会議所

外国人実習生を受入れませんか？

フィリピンからの実習生受入れをバックアップします。
受入手続きから日本滞在中の面倒な事務手続きなど
一再お任せ!!

安定した人材確保
人件費の圧縮
経営戦略
東海中小企業支援事業協同組合
江南商工会館別館2階

電話0587-81-3791 FAX0587-81-3792

中小企業相談所

情

こうなん商工会議所ニュース

平成２９年２月 ３７９号

報
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◆ 小規模企業共済制度のご案内 ◆
小規模企業共済制度は、
個人事業主
（共同経営者含む）
または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職されたり
した場合に、
生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく国がつくった共済制度で、
いわば
「小
規模企業の経営者のための退職金制度」
といえます。
制度の特徴
①掛金は全額所得控除。受け取る共済金も退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱いとなり、節税効果があります。
②共済金の額は、
個人事業の廃止で掛金を約年１.５％相当で複利運用した額、
また老齢給付
（年齢が満６５歳以上
で掛金納付年数が１５年以上）で掛金を約年１.０％相当で複利運用した額です。
③急に事業資金が必要になったときは、納付済掛金の８〜９割の範囲内で 事業資金の借入れが可能です。
加入できる方は、
常時使用する従業員数が２０人以下の製造業、
建設業等
（商業・サービス業は５人以下）
の個人事業主
及び会社等の役員、
個人事業主に属する共同経営者
（個人事業主１人につき２人まで）
です。
掛金月額は、
１千円〜７万円
の範囲内で自由に選べます。
＊小規模企業共済制度では、
税の分野
（共済金等のお支払いに関する税務事務）
においてマイナンバーを取扱います。
共
済金等のご請求時に、
受給者の方のマイナンバーを中小機構に提出していただくこととなります。

◆ 経営セーフティ共済
（中小企業倒産防止共済制度）
のご案内 ◆
経営セーフティ共済は、
取引先の突然の倒産が原因で、
経営悪化の危機に直面してしまったときに資金を借入れること
ができる制度です。
無担保・無保証人で、
積み立てた掛金の１０倍の範囲内
（最高８，
０００万円）
で被害額相当の共済金が
借入れ可能。
毎月の掛金も税法上、
法人の場合：損金に、
個人の場合：必要経費に算入できるため、
節税効果があることも
特徴の一つ。
企業経営には、
さまざまなリスクが潜んでいます。
現在の取引先のリスク管理や、
将来の取引先のリスク管理を考える
ことも重要です。
手段の一つとして
『経営セーフティ共済』
を賢く利用することをご検討ください。
詳しくは 中小企業基盤整備機構共済制度ＵＲＬ http://www.smrj.go.jp/tkyosai/
中小企業基盤整備機構コールセンター TEL:050-5541-7171

◆ 中小企業退職金共済制度のご案内 ◆
● 制度の概要

● 制度の特色

● 制度のしくみ

詳しくは
「中退共」
ホームページhttp://chutaikyo.taisyokkin.go.jp/をご覧下さい

お問合せ

国税庁からの
お知らせ

江南商工会議所 中小企業相談所

確定申告等作成コーナーをご利用ください

国税庁ホームページの「確定申告書作
成コーナー」では、画面の案内に従って
金額を入力すれば税額などが自動的に計
算され、計算誤りのない申告書を作成す
ることができます。

1. 税務署に出向く必要なし !

ご不明な点はお電話でお問い合わせください
●申告内容などがわからない時は？
電話相談センター 最寄りの税務署にお電話ください
※最寄りの税務署にお電話いただきますと、自動音声によりご案内しておりますので、相談内容に応じて
該当の番号を選択してくだ下さい。なお、最寄りの税務署の電話番号は国税庁ホームページでご確認
下さい。

●作成コーナーの操作がわからない時は？

0570−01−5901

2. いつでも利用可能 !

e-tax・作成コーナーヘルプデスク

3. 自動で税額を計算 !

受付は月曜日〜金曜日9：00〜17：00（祝日等を除きます）

4. プリントサービスにも対応 !
作成した申告書は・・・

※確定申告期間中の受付は、原則、
月曜日〜金曜日の９時〜２０時となります。
「0570」はナビダイヤルの番号です。最寄りの税務署に電話を掛ける場合と同様の負担でご利用い
ただけるよう、全国一律市内通話料で掛けられるナビダイヤルで対応しています。
ナビダイヤルがご利用できない場合などは、03−5638−5171をご利用下さい。
（通常の通話料金
となります。）

●マイナンバーカードに係るICカードリーダーライタの設定、パソコン操作などが
わからない時は？
マイナンバー総合フリーダイヤル

又は

受付は
e-taxでデータ送信

書面で提出

0120−95−0178

（音声ガイダンスに従って「１」番を選択してください）

月曜日〜金曜日9：30〜20：00

土日祝日9：30〜17：30

※受付時間は、変更される場合がありますので、内閣官房のホームページでご確認下さい。上記の電話番号
がご利用できない場合などは、
０５０−３８１８−１２５０をご利用ください。
（通常の通話料となります。）

（７）
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尾張工業用水道のご案内

国の教育ローン

愛知県では、４地域（尾張、愛知用水、西三河、東三河）
において４つの工業用水道事業を運営しており、県内32市
町村の区域に工業用水道を供給しています。
このうち、尾張工業用水道事業は、地盤沈下対策を目的
に木曽川水系の岩屋ダムを水源として、一宮市を始めとす
る11市町村の事業所を対象に昭和60年８月より給水を開
始し、平成28年7月1日現在78事業所に1日当たり約
125千㎥を給水しています。
工業用水道は染色などの繊維工業を始め、輸送機械製造
業、食料品製造業等の製造業の事業所において、洗浄用水、
冷却用水、原料水等で御利用いただけるほか、ビルの空調
施設の冷却水やトイレ用水、バスやトラックの洗車用水等
の製造用以外の雑用水としても御利用いただけます。
なお、１日当たり１００㎥程度以上使用される事業所が
対象となります。
工業用水の受水に関するお問合せは、下記まで御気軽に
御相談ください。

日本政策金融公庫国民生活事業では、高校、短大、大学、専
修学校、各種学校や外国の高校、大学等に入学・在学するお
子さまをお持ちのご家庭を対象に教育貸付をしています。
「国
の教育ローン」は公的な制度です。

愛知県尾張水道事務所 配水課 配水グループ
ＴＥＬ ０５８６−４５−１１７０
E-mail owari-suido@pref.aichi.lg.jp
ホームページ http://www.pref.aichi.jp/owari-suido/

内閣府からの
お知らせ

■ ご利用いただける方：融資の対象となる学校に入学・在学
される方の保護者で、子供の人数に応じ、子供の人数が
１人の場合は給与所得者は790万円以内（事業所得者は
590万円以内）
■ 融資額：学生・生徒１人につき350万円以内
■ 利率：年1.81％（平成28年12月９日現在）
■ 返済期間：15年以内
（母子家庭、父子家庭、交通遺児家庭
の方などは３年の延長が可能）
■ 使いみち：入学金、授業料、教科書代など
■ 返済方法：毎月元利均等返済
（ボーナス時増額返済も可能）
■ 保証：
（公財）
教育資金融資保証基金
（または連帯保証人1
名以上）

お問合せ：教育ローンコールセンター

TEL：０５７０−００８６５６
TEL：０３−５３２１−８６５６

国家公務員の再就職等規制にご協力を

国民からの批判が大きい問題として、いわゆる天下り問題があります。国家公務員が退職したのち、民間企業等に再就職する
ことは禁じられておりませんが、国家公務員法では、公務の公正性に対する国民からの信頼を確保するため、次の３つのルール
を設けています。

■ 再就職の依頼・情報提供等の規制
現役の国家公務員が企業等に対し、他の国家公務員・ＯＢの再就職を依頼することや、国家公務員・ＯＢの情報提供等をするこ
とは禁止されています。
例えば、再就職させたい者の名前や職歴などの情報を企業側に提供したり、企業側に受け容れ可能なポストや待遇面などの情報
を照会すると違反となります。

■ 利害関係企業等への求職活動の規制
現役の国家公務員が、職務として携わる契約や処分などの相手方となっている利害関係企業等に対し、在職中に求職活動をする
ことは禁止されています。
例えば、再就職目的で自分の名前や職歴などの情報を利害関係企業側に提供したり、利害関係企業側に職務内容や待遇面などの
情報を照会すると違反となります。

■ 元の職場への働きかけの規制
再就職した国家公務員ＯＢが、再就職先の契約や処分に関し、便宜を図るよう元の職場に働きかけをすることは禁止されていま
す（ただし、原則として退職後２年間に限ります）。

☆ 各企業へのお願い

企業の皆様におかれても、規制違反を未然に防ぐ観点から、国家公務員・ＯＢにこうした行為を求めないようご協力をお願いい
たします。また、規制違反が疑われる行為を見聞きした場合には、下記連絡先まで情報提供をお願いいたします。

◇ お問合せ 内閣府再就職等監視委員会事務局 ＴＥＬ：０３―６２６８―７６６０〜７６６８
ＵＲＬ：http://www5.cao.go.jp/kanshi/index.html

地域経済統計
▼江南市の人口
年月

区分

2９年1月１日現在
前年同日

江南市市民サービス課調

世 帯 数
（世帯）
４０,２８６
３９,８５９

総

数
（人）
１０１,０５８
１０１,０５３

男（人）

女（人）

４９,６８２
４９,６３２

５１,３７６
５１,４２１

▼江南市内新設住宅着工戸数
年
月
２８． １０
１１
１２

江南市建築課調

着工戸数
１０６
６
３９

▼犬山職安管内求職・就職・求人状況
年月

区分

２８． １０
１１

求
新 規
６４１
５５５

職

数
月 間
２，
８３７
２,７１７

就職件数
１９１
１９８

求
新 規
１，
０７０
１,００８

人

数
月 間
３，
０５３
２,９７６

新規求人倍率

有効求人倍率

１．
６７
１.８２

１．
０８
１.１０

会員企業紹介
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会員企業紹介
YS

Factory（ワイズ・ファクトリィ）

●江南市力長町社宮司９７
TEL
（０５８７）54−6670 FAX（０５８７）54−6670
●営業時間／８：００〜１９：００
●定休日／火曜日 第２・３月曜日
市立図書館
（理容室）
石枕
・理容全般、女性顔剃り用にカーテンを備え
布袋北小
個室感覚でリラックス出来ます。
・椅子台数４台
Y s Factory
・皆様のご利用を心よりお待ちしております。

株式会社カラフルコンテナ

●本社：江南市高屋町大師191
コンテナヤード：江南市村久野町鳥附29
TEL
（０５８７）51−1236 FAX
（０５８７）51−1237
●営業時間／9:00〜17:00
●定休日／日・祝
●ホームページアドレス http://colorfulcontainer.com/
●Ｅメールアドレスレス
㈱カラフルコンテナ
info@colorfulcontainer.com

力長

今市場

新聞やTVにも取材される、
オシャレなコンテナオフィ
スにお越しください。
コンテナハウスの建築設計から請け負います。
ユニットハウスもデザインしてオシャレにします。
地震に強いコンテナシェルターのほか、
企業様ホームページの制作やPVも制作いたします。

江南厚生病院

江南市民
体育会館

高屋町後山
永正寺

（一社）TSUMAMI FLEUR ＡＳＳＯＣＩＡＴＩＯＮ
(ツマミフルールアソシエーション）

ぷらすわん株式会社

江南
駅

●江南市古知野町瑞穂82 江南モロサダビル3階
TEL（０５８７）22−6883 携帯TEL (070)5250-5268※ご連絡は携帯電話へ
FAX（０５８７）22−6885
●営業時間／９：００〜１８：００
●定休日／不定休
●Ｅメール plus1one̲ｔ＠yahoo.co.jp
「人手不足の解消と教育」
江南駅西
主に派遣・有料職業紹介など
「人」
＝
「信頼と
北野天神社
ご縁」
を大切にする会社です。
技能工（工員）
・講師・接客（販売含）
・事務・
受付など多岐にわたります。
ぷらすわん㈱
コンテスト
「日本一」
に輝いた講師が自慢です!

新入会員募集中 !!

愛知江南短大

●江南市村久野町中郷２８０
TEL０９０−６６４７−４１２０
●営業時間／10：00〜17：00（完全予約制）
●定休日／時間外でも予約で対応可能
●Ｅメール tsumahana@outlook.jp
日本古来のちりめん布伝統の技法で制作して
村久野九郷
北部中
いく
『つまみ細工』
とフラワーアレンジメントを組
村久野中郷
み合わせた独自の作品を創り出しています。
村久野金森
フラワーアレンジメントの制作・販売と講師資
ピアゴ
江南厚生病院
格取得を目指したレッスンも開校しております。 村久野
お花の持つ癒し・優しさを感じながら、喜びや （一社）TSUMAMI FLEUR
ASSOCIATION
幸せを一緒に共有してみませんか？

未加入事業所の方がお見えでしたらご紹介をよろしくお願いいたします。
総合建築・設計
デザイン・不動産

全国の社寺仏閣の新築改修から、住宅の設計・
デザイン・施工を行っています。
先人達が培ってきた伝統を受け継ぎ、家の構造
は日本の気候と好相性の無垢材を使用した在来
軸組工法です。自由設計で理想の住まいをご提
案いたします。お見積は無料です。お気軽にお問
い合わせください。

TEL：0587-55-1000
アイチケン

検索

木のお家
に住もう

図書館
江南駅

江南市力長町大当寺128

市役所

力長

㈱アイチケン
布袋北小

今市場

