
８．支部事業の概要

支部報告会・会議等

刈谷 R1.5.15 刈谷商工会議所 43 0

碧南 H31.4.15 碧南商工会議所 4 0

碧南 H31.4.25 碧南商工会議所 21 0

知立 R1.5.31 知立市商工会 10 0

知立 R1.5.31 和食酒家　縁 12 0

知立 R1.10.24 知立市商工会 5 0

高浜 R1.5.17 鮨懐石みどり 19 0

税法税務研修会

刈谷 R1.8.21
　9.10

資金繰り＆軽減税率対策ｾﾐﾅｰ 刈谷商工会議所 刈谷税務署担当官
日本政策金融公庫岡崎支店担当官

7 16

刈谷 R1.11.14 税について考える日
税務講演会「税と私」

刈谷商工会議所 刈谷税務署長
筒井真澄氏

36 8

刈谷 R1.11.14 税理士による「なんでも税務相談
会」

刈谷商工会議所 税理士 0 10

刈谷 R1.12.12 消費税軽減税率導入後の実務対応
ｾﾐﾅｰ

刈谷商工会議所 榊原税務労務会計事務所
税理士 榊原大志氏

3 3

碧南 H31.4.25 ｢消費税の軽減税率制度につい
て」

碧南商工会議所 刈谷税務署法人1部門
統括官 高野博行氏

21 0

碧南 R1.9.3 よくわかる！消費税軽減税率制度
等説明会

碧南商工会議所 刈谷税務署 審理専門官
伊藤新一郎氏

12 12

碧南 R2.1.21 税務研修会｢税金あれこれ｣ 碧南商工会議所 刈谷税務署
筆頭副署長 石原万義氏

19 2

安城 R1.9.11 「よくわかる消費税増税と軽減税
率制度」

安城商工会議所 刈谷税務署
伊藤新一郎氏

10 17

安城 R2.1.21 税務研修会「令和元年税制改正のﾎﾟｲﾝﾄと
消費税増税、軽減税率制度の対策」

安城商工会議所 刈谷税務署
渋谷崇氏

8 4

安城 R2.2.12 税務調査の心構え
～いざという時に、あわてない～

安城商工会議所 刈谷税務署 法人1部門
統括官 髙本俊哉氏

37 3

高浜 R2.2.12 税務調査の心構え
～いざという時に、あわてない～

安城商工会議所 刈谷税務署 法人1部門
統括官 髙本俊哉氏

5 0

経営経済金融

刈谷 H31.4.17 消費税増税にも負けない!助成金・補助金
を上手に活かしてﾋﾞｼﾞﾈｽﾁｬﾝｽを掴め!

刈谷商工会議所 ㈱Ideal Works
代表取締役 井手美由樹氏

7 5

刈谷 R1.5.17 ～いよいよ到来するｷｬｯｼｭﾚｽ元年!～
「ｷｬｯｼｭﾚｽ決済入門ｾﾐﾅｰ」

刈谷商工会議所 ﾅｲﾝｿｰﾂｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ㈱
代表取締役 野村忠史氏

9 16

刈谷 R1.6.10 消費税引き上げを控えた今こそITを活
用!商売に繋げる!SNS活用ｾﾐﾅｰ

刈谷商工会議所 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ永友事務所
代表 永友一朗氏

9 18

刈谷 R1.6.12 消費税軽減税率導入･税率引上げに備えた売上向上
のためにPOSﾚｼﾞ＆会計ｼｽﾃﾑ導入活用法

刈谷商工会議所 ㈱中嶋商店
代表取締役 中嶋茂夫氏

2 1

出席
会員

一般
参加

支部 開催日 事業内容 開催場所 講師名
出席
会員

一般
参加

事業報告会

支部 開催日 事業内容 開催場所  

刈谷支部役員会

碧南支部正副支部長会議

碧南支部役員会

役員会

支部役員・青年部会合同懇親会

総務・組織委員会

支部 開催日 会議名 開催場所
出席
会員

一般
参加



経営経済金融

刈谷 R1.7.24 ～消費税引上げに備えた売上ｱｯﾌﾟを計るために～
刈谷発！ﾋｯﾄ商品･ｻｰﾋﾞｽのｷｰﾜｰﾄﾞはこれだ!

刈谷商工会議所 ㈱ものめぐり
代表取締役 北村森氏

3 8

刈谷 R1.7.31 【業界･客層･ﾚｼﾞ･経理】ｷｬｯｼｭﾚｽ化実
用編　決済方法の選択と対策

刈谷商工会議所 ﾌﾞﾘｯｼﾞｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ
㈱代表取締役 阿部満氏

5 6

刈谷 R1.7.3
  ～8.2

商業簿記講習会 刈谷商工会議所 中部会計専門学院
石川徳人氏

118 48

刈谷 R1.8.27 消費税に負けない繁盛店のつくり方～あの
お店はなぜお客が絶えないのか～

刈谷商工会議所 武田経営研究所
代表 武田秀一氏

0 9

刈谷 R1.9.12 大切なのはお客様視点 購買意欲を掻き立
てる顧客に「魅せる」「選ばれる」商品

刈谷商工会議所 ｱﾙﾄ経営ﾊﾟｰﾄﾅｰ㈱中小企業診断
士 代表取締役 加藤敦子氏

2 3

刈谷 R1.9.24 POPで素敵な店づくり、視覚的効果で
集客・売上UP!ｺﾄPOP作成ｾﾐﾅｰ

刈谷商工会議所 ㈱山口ﾃﾞｻﾞｲﾝ事務所
代表取締役 山口茂氏

6 13

刈谷 R1.9.27 物を売るな､物語を売れ!消費税率ｱｯﾌﾟによ
る『売れない時代の新しい売り方』

刈谷商工会議所 ｺﾋﾟｰﾗｲﾀｰ湘南ｽﾄｰﾘｰﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ
研究所 代表 川上徹也氏

10 10

刈谷 R1.9.11
  10.10

明日から役立つ改善のﾎﾟｲﾝﾄ 刈谷商工会議所 T.M.Aｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ
代表 水野忠男氏

18 7

刈谷 R1.10.11 ﾓﾉづくり大学MBA
「ﾆｯﾎﾟﾝものづくりの底力」

刈谷商工会議所 ㈱浜野製作所
代表取締役 浜野慶一氏

35 9

刈谷 R1.11.22 経営革新ｾﾐﾅｰ 刈谷商工会議所 刈谷ﾓﾉづくり大学
教授 近藤邦治氏

1 2

刈谷 R1.12.4 ﾓﾉづくり大学MBA
「実践経営者に学ぶ!商いの心」

刈谷商工会議所 杉山ﾌﾙｰﾂ
店主 杉山清氏

23 4

刈谷 R1.12.6 切っても切れない
知的財産とﾋﾞｼﾞﾈｽの関係

刈谷商工会議所 刈谷ﾓﾉづくり大学
教授 前田大輔氏

3 1

刈谷 R1.12.11 中小企業のための
障がい者雇用支援ｾﾐﾅｰ

刈谷商工会議所 愛知県教育委員会県立特別支援学校
就労ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 道奥宏氏

4 6

刈谷 R2.1.29 ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾐﾅｰ「人材活用による驚異の
V字回復」

刈谷市産業振興ｾﾝ
ﾀｰ7階小ﾎｰﾙ

㈱松井ｵﾌｨｽ
代表取締役社長 松井忠三氏

刈谷 R2.2.17 「同一労働同一賃金」実務対応ｾﾐ
ﾅｰ

刈谷商工会議所 社会保険労務士事務所みらいｻﾎﾟｰﾄ
特定社会保険労務士 大参直子氏

15 25

刈谷 R2.2.26 日本流ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄが、なぜ中国・ｱｼﾞｱで通用しないの
か？～外国人と上手に付き合うための処方箋～

刈谷商工会議所 Dao and Crew㈱
船長 小島庄司氏

3 5

碧南 H31.4.4
     5

新入社員研修講座 碧南商工会議所
・林泉寺

碧南市
三島翁氏他

90 7

碧南 R1.9.18
～11.8

2019年度日商簿記検定試験3級受
験準備講座

碧南商工会議所 愛知県立碧南高校
石川秀和氏

3 6

碧南 R1.11.6 経済講演会「最新の国際情勢と日
本経済に与える影響」

碧南商工会議所 外交政策研究所
代表 宮家邦彦氏

34 97

碧南 R2.1.24 新春経済講演会「～ﾘｰﾀﾞｰの本義～その時､
ﾘｰﾀﾞｰ達はどう決断したのか」

碧南商工会議所 ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ
門田隆将氏

118 31

安城 R1.4.2
3

新入社員研修基本ｺｰｽ 安城商工会議所 ﾁｪｼｰｽﾞﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ
北川ゆう氏

36 0

安城 H31.4.2 新入社員研修製造ｺｰｽ 安城商工会議所 ㈱ｻﾝｽﾀｯﾌ
瀧谷清大氏

70 0

安城 R1.6.14 中国経済・政治情勢と今後の行方 安城商工会議所 経済ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ
須田慎一郎氏

118 98

安城 R1.7.19 新入・若手ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟｾﾐﾅｰ 安城商工会議所 ﾁｪｼｰｽﾞﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ
北川ゆう氏

17 14

安城 R1.9.4 段取り力ｾﾐﾅｰ 安城商工会議所 EBIﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｵﾌｨｽ
蛯原健治氏

11 10

安城 R1.10.10
～11.13

初級簿記講座 安城商工会議所 鳥居玄倫税理士事務所
鳥居玄倫氏

9 3

安城 R1.12.3 女性ﾘｰﾀﾞｰ実力養成講座 安城商工会議所 ｵﾌｨｽｻﾐ
水藤麻美氏

2 2

一般
参加

116

支部 開催日 事業内容 開催場所 講師名
出席
会員



経営経済金融

安城 R2.1.29 最近の金融経済情勢と今後の展望 安城商工会議所 日本銀行名古屋支店
清水季子氏

70 80

安城 R2.2.12 中小企業のための雇用関係助成金
の基礎知識

安城商工会議所 ｱｲ･ｽﾏｲﾙ社会保険労務士法人社会保
険労務士 ｷｬﾘｱｶｳﾝｾﾗｰ 江崎智也氏

37 3

知立 H31.4.8 ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾅｰ講座 知立市商工会 人材育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄNEUE
飯島敬子氏

18 0

知立 R2.1.8 新春講演会「激動の日本経済、こ
れからどうなる？」

ﾘﾘｵｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙ 長谷川幸洋氏 148 78

高浜 R2.2.12 中小企業のための雇用関係助成金
の基礎知識

安城商工会議所 ｱｲ･ｽﾏｲﾙ社会保険労務士法人社会保
険労務士 ｷｬﾘｱｶｳﾝｾﾗｰ 江崎智也氏

5 0

高浜 R2.2.12 労務管理ｾﾐﾅｰ 高浜ｴｺﾊｳｽ 16 0

一般教養その他

刈谷 R1.6.22 安全･安心総決起大会
～全国ﾜｰｽﾄﾜﾝ返上!交通安全･特殊詐欺根絶～

みなくる広場 ― ―

刈谷 R1.9.7 講演会
「新たな時代の生き方改革」

刈谷市総合文化
ｾﾝﾀｰ大ﾎｰﾙ

社会学者
古市憲寿氏

刈谷 R1.10.4 職場のﾊﾗｽﾒﾝﾄ対策ｾﾐﾅｰ 刈谷商工会議所 花井綜合法律事務所
弁護士 花井淳氏

5 7

刈谷 R1.10.21 あなたの会社､地震への備えは大丈夫?地震
に備えた｢防災･減災対策｣

刈谷商工会議所 ㈱安全ﾈｯﾄﾜｰｸ
代表 前川茂晴氏

8 4

安城 R1.11.6 人を育てるﾘｰﾀﾞｰの条件 安城商工会議所 元ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ日本
代表監督 宇津木妙子氏

77 73

視察研修・親睦会

刈谷 R2.2.13
 14

静岡･山梨視察研修 静岡･山梨 17 5

碧南 R2.1.21 碧南商工会議所 21 0

知立 R1.11.7 ﾎﾟｰﾄﾒｯｾﾅｺﾞﾔ 25 0

知立 R1.5.31 懇親会 和食酒家　縁 9 0

高浜 R1.11.22 名古屋市 17 0

租税教育活動

知立 R1.11.11
    ～26

刈谷税務署､
知立市文化会館

556 557

社会貢献活動

刈谷 R1.6.22 みなくる広場 ― ―安全･安心総決起大会
～全国ﾜｰｽﾄﾜﾝ返上!交通安全･特殊詐欺根絶～

開催場所
出席
会員

一般
参加

社会貢献活動｢税に関する絵ｶｰﾄﾞ」製作､展示

支部 開催日 事業内容 開催場所
出席
会員

一般
参加

税務署幹部との情報交換会
(刈谷税務署 筆頭副署長 石原万義氏他)

視察研修会｢ﾒｯｾﾅｺﾞﾔ2019｣見学

会員交流事業｢覚王山日泰寺・揚輝荘・
有松鳴海絞会館と町並み散策｣

支部 開催日 事業内容

一般
参加

1500

支部 開催日 来賓･事業内容 開催場所
出席
会員

一般
参加

支部 開催日 事業内容 開催場所 講師名
出席
会員

支部 開催日 事業内容 開催場所 講師名
出席
会員

一般
参加



社会貢献活動

刈谷 R1.7.27
     28

刈谷市内中心部、
秋葉社周辺

― ―

刈谷 R1.8.17 刈谷市総合運動公園 ― ―

刈谷 R1.8.30 ― ― ―

刈谷 R1.9.6 ― ― ―

刈谷 R1.9.26 ― ― ―

刈谷 R1.10.2 刈谷警察署 ― ―

刈谷 R1.10.15 刈谷記念病院 ― ―

刈谷 R1.12.16 刈谷商工会議所 ― ―

刈谷 R2.2.10 JR刈谷駅南北通路 ― ―

刈谷 R2.3.13 ― ― ―

高浜  R1.11 市内小中学校 ― ―

刈谷銀行協会のぼり贈呈式(特殊詐欺多発中)

刈谷医師会のぼり贈呈式(STOP!特殊詐欺)

社会貢献活動
防犯・交通事故防止啓発活動協賛(年賀状)

交通安全啓発ﾁｮｺﾚｰﾄ配布

かりや健康ﾏｲﾚｰｼﾞﾁｬﾚﾝｼﾞｼｰﾄ協賛ふとん乾燥機/刈
谷法人会刈谷支部賞

防犯活動推進（防犯用品購入費助成）

一般
参加

万燈祭保存会 祭り提灯協賛金

刈谷わんさか祭り2019 花火大会協賛金

かりやｴｺﾎﾟｲﾝﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ協賛品
「ﾘｭｯｸﾊﾞｯｸ避難ｾｯﾄ」刈谷法人会刈谷支部賞

交通安全啓発特注ｺﾉﾊ警部ﾊﾞｯﾁ作成

交通安全啓発ﾎﾟｹｯﾄﾃｨｯｼｭ作成

支部 開催日 事業内容 開催場所
出席
会員


