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資産運用をはじめ、事業承継やM&A、相続などの
ニーズに幅広く応えるソリューションを提供

新型コロナウイルス感染症関連対策

大和証券株式会社  西宮支店

西宮逸品
図鑑 第　 回22

こころ惹かれるキュートな
新ブランドで勝負

「米粉のバターサンド」
（株式会社 髙山堂）

西宮商工会議所
令和３年度 事業年間スケジュール

会員の皆様を支援する
　　　担当経営指導員の紹介
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Feature
特  集 大和証券株式会社　西宮支店

「お客様の利益を第一に考える」という
仕組みを追求

　大和証券株式会社は、株式会社大和証券グループ本社
の中核会社として、日本全国に支店や営業所を持ち、有
価証券等の売買をはじめとする資産運用全般に関する事
業を展開している。また、法人顧客に対しては、事業承
継や M&A、相続など企業経営のニーズに幅広く応える
ソリューションを用意している。
　大和証券の創業は1902（明治35）年であり、大阪
にて藤本ビルブローカーの社名で手形仲買を行ったのが
事業の原点である。以来、顧客本位の営業を通じて、付
加価値の高いソリューションの提供と新たな価値の創出
に努めて、事業を発展させてきた。顧客資産の拡大とと
もに、日本経済を牽引する企業の成長を実現させてきた
証券会社である。
　大和証券では、「お客様第一の業務運営」の向けた取
り組みの一環として、2017年度から顧客に最も近い営
業店が主体となる営業推進体制を導入し、顧客満足度の
さらなる向上に努めている。2018年度からはこの流れ
を加速し、徹底的な顧客目線での業務運営へ進化してク
オリティ No.1をめざしている。具体的には、顧客満足

度を計測する指標として NPS®（ネットプロモーター
スコア）を導入し、これを経営の最重要指標の一つとし
て位置づけ、営業体制の改革に取り組んでいる。
　さらに、2019年度から、評価体系に「お客様の運用
パフォーマンスに関する項目」を組み入れ、「お客様の
利益を第一に考える」という仕組みを整備した。そして、
2020年度からは、「お客様から最も選ばれる証券会社」
をめざして、高い付加価値を提供することで営業品質と
サービスの向上を図り、新しい企業文化の定着および
NPS® の継続的な向上に取り組んでいる。

毎月10回以上開催のウェビナーが好評　

　昨年10月からは、業界
初となる「投信フレックス
プラン」を導入している。
これは購入時の手数料を無
料とする代わりに、保有期
間に応じた残高フィーが生
じるプランだ。相場の急落
時や投資対象のパフォーマ
ンスが当初の想定と異なっ

資産運用をはじめ、事業承継やM&A、
相続などのニーズに幅広く応えるソリューションを提供
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ていた場合など、その都度の購入時手数料がかからない
ため、何度でも柔軟に投資信託を入れ替えながら運用す
ることが可能となる。プランの開始以来、大変好評との
ことである。

　この一年間は、新型
コロナウイルス感染
予防対策のため、支店
での投資セミナーを
自粛してきた。その分、
ウェビナー（Web セ

ミナー）の充実に努めている。毎月10回以上、株式市
場の見通しや資産運用に関するウェビナーを開催。３月
に開催した「コロナ時代を生き抜く経営戦略」をテーマ
にしたウェビナーでは、約2,800名のお客様より申込
みがあった。

社会課題の解決に貢献できる
商品やサービスを充実

　一方、持続可能な社会の実現に向けた取り組みが企業
の重要課題となる中、大和証券は SDGs（持続可能な
開発目標）の支援に注力している。
　同社では早い段階から、経済的な利益の追求にとどま
らず、社会課題の解決に貢献できる商品やサービスの取
り扱いを進めてきた。具体的には、2001年に社会課題
の解決を行おうとするプロジェクトや企業に対して、投
資を通じて支援するインパクト・インベストメントや
SRI 投資信託などの推進を始めている。
　2008年には、発展途上国にて予防接種を受けられな
い子どもたちにワクチンを配ることができる「ワクチン
債」の取り扱いを国内で初めて開始した。これに対して、

「投資が社会貢献に直接つながる」と好評を博し、これ
までに投資に無関心だった人たちの心をつかむことで、

「ワクチン債」の初回の発行には１万人を超える投資家
が集まった。
　その後、世界で安全な水にアクセスできない、約９億
人の人々を取り巻く問題を解決するための「ウォーター
ボンド」や、CO2削減をはじめとして気候変動に関連す
るプロジェクトを支援する「グリーンボンド」の販売を

通じて、投資家の資金を世界のさまざまな課題を解決す
るためのプロジェクトに届ける事業を展開している。

西宮北口駅前の南改札口より
デッキで直結の支店

　大和証券と西宮の関
係については、1989

（平成元）年に西宮市
甲風園に西宮支店を開
設して以来、深いもの
となっている。2005

（平成17）年には現在
の西宮北口駅前（南改
札口よりデッキにて直
結）に移転。さらに、
2019（令和元）年に
は西宮支店宝塚営業所
を新たに設けている。
　西宮支店では、営業
体制の強化とともに、
地域貢献活動にも力を
注いでいる。2019年
には文部科学省の事業
に協力する形で、関西
学院高等部の生徒15
名 を 招 い て、SDGs
に関する研修を実施し
た。この中では、証券
業界および同社における SDGs の推進体制や取り組み
を説明したほか、生徒からの質問に答えている。
　大和証券では、資産運用はもちろんのこと、事業承継
や M&A、相続に至るまで、企業経営者や個人事業主な
どのニーズに幅広く応えることができる。また、支店に
は高齢者の要望に対応する「あんしんプランナー」およ
び専門知識を有する「相続コンサルタント」が常駐して
いる。充実した体制のもとで次世代への円滑な資産継承
をサポートしており、「お気軽に相談してほしい」との
ことである。

■社名：大和証券株式会社　　　■西宮支店　支店長：髙栁　大昌
■会社設立：1999年（平成11年）
■西宮支店所在地：西宮市高松町3－32　　　■代表電話：0798-66-3500
■事業内容：有価証券等の売買、有価証券等の売買の媒介、取次または代理、有価証券の引受等

の金融商品取引業及びそれに付帯する事業
■ホームページ：https://www.daiwa.jp

■
会
社
概
要

上）２階店頭入口　中）２階ロビー
下）２階店頭内
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Feature特　集 会員の皆様を支援する担当経営指導員の紹介

　当会議所では、各地区を担当する
経営指導員により定期的な巡回訪問

を行い、皆様の様々なご相談に対応しております。
コロナ禍を共に乗り切るため、資金繰りや雇用の維持、

各種支援施策や補助金の活用など、組織一丸となって皆
様の経営を支援してまいりますので、窓口となる経営指
導員までお気軽にお問い合わせください。

【地域振興課】0798-33-1258

担当エリア 担当エリア

担当エリア

担当エリア 担当エリア

担当事業 担当事業

担当事業

担当事業 担当事業

鳴尾
（鳴尾、小松 他）

甲子園口
（甲子園口、上甲子園 他）

北口（甲風園、高木 他）

夙川南
（香枦園、羽衣 他）

甲東園
（甲東園、門戸、上ヶ原 他）

商店街の支援、西宮貿
易協会、情報・生活サー
ビス業部会

持続化補助金の個別相談会、
にしのみやコーヒーの扉プ
ロジェクト、卸売業部会

地域振興課のマネジメント、地
域資源のブランド化、食品産業
部会地域資源のブランド化、地
域力強化委員会、食品産業部会

西宮酒ぐらルネサンスと
食フェア、洋菓子研究会、
専門サービス業部会

IT活用支援、青年部、
西宮和菓子ブランド発
信、小売業部会

趣味は音楽鑑賞（Jazz）。開業の経験あり。企業では Web
マーケティング、広報、採用、経営企画室とキャリアを積
んできました。ぜひ、御社の熱い理念をお聞かせください。

ポメラニアン2匹と暮らす愛犬家。ワクワクする甘辛イベント
企画で地域を盛り上げます。西宮で「何かオモロイことしたい！」
とお考えの方、全力でお手伝いしますのでぜひご相談ください。

入所29年目。趣味はロードバイク、各種アジア料理の
食べ歩きと台湾旅行。日本酒や和洋菓子など地域ブラン
ドの発信や、商店街・まちなかの活性化に取り組みます。

中小企業診断士。趣味はゴルフと野菜作り。西宮で
キラッと光る商品やサービスを提供している皆様、
販路開拓を一生懸命お手伝いします。

経営学修士（M.B.A）。顧客視点のマーケティングで皆
様の経営課題の解決を図ります。海外取引の相談対応
も。休日は京都やアメフトの観戦に行っています。

会員事業所の皆様へ
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Feature特　集
【経営支援課】0798-33-1257

担当エリア

担当エリア

担当エリア

担当エリア

担当エリア
担当エリア

担当事業

担当事業

担当事業

担当事業

担当事業
担当事業

浜
（西宮浜、鳴尾浜、高須 他）

夙川北
（苦楽園、甲陽園 他）

阪神西宮
（六湛寺、久保 他）

JR 西宮
（池田、櫨塚、平木 他）

北部
（山口、名塩、鷲林寺 他）

今津
（今津、津門 他）

経営支援課のマネジメント、
起業家支援センター、会議
所共済の推進、建設業部会

起業支援
不動産業部会

金融支援、記帳継続指
導、確定申告相談会、
金融保険業部会

雇用対策・人材育成の
支援、西宮地区雇用対
策協議会

会議所広報、女性会、
交通運輸業部会

ものづくり企業支援、国際
フロンティア産業メッセ
2021共同出展、工業部会

趣味は野球観戦（阪神ファン）。家庭では3人娘のパパしてます。
会員事業所の皆様と共に成長できる経営指導員を目指しています。
起業相談を始め皆様の経営課題の解決につながるよう努めます。

入所4年目。唯一の女子指導員。粘り強い支援がモットー。
労務関連の支援実績が豊富。今年度もオーダーメイド研
修を実施しますので、組織力の強化にお役立て下さい。

中小企業診断士。小さな起業の相談から事業計画の
策定まで幅広く対応します。皆様の経営全般をサポー
トし企業力の強化に努めます。

入所 29年目。スリラー映画鑑賞が趣味。豊富な経験
を活かし、皆様の事業資金（運転・設備）の借入相談、
皆様の税務相談に親切丁寧に対応します。

2010年中小企業診断士登録。県立大・博士後期課
程在籍。ものづくり系企業を中心に競争優位に向け
た事業計画策定を伴走型で支援します。

元飲食店店長。月1回北部で出張経営相談室を開催。各種
補助金や資金繰りなどの相談があればお気軽にお越しくだ
さい。女性経営者の皆様、女性会の会員も募集しています。
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Feature特　集

概　　要：2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、
売上が50％以上減少した中小法人・個人事業者等に対して一時支援金が給付されます。

支 給 額：中小法人等 上限60万円、個人事業者等 上限30万円
申請締切：（申請中～）5月31日（月）まで
要　　件：対象となり得るもの（①②を満たすもの） ＊詳細はご確認ください。

①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた事業者
②2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50％以上減少した事業者

概　　要：新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少している飲食業、宿泊業を営む中小法人・個人事業主
が感染拡大の抑制と事業継続の両立を図るために実施するテイクアウト・デリバリーや感染拡大防止等の
取組みを支援します。

対 象 者：兵庫県内に事業所を置く飲食業、宿泊業を営む中小法人・個人事業主（テイクアウト・デリバリーのみを
行う専門店や移動販売、イートインその他店舗内外に飲食に供する設備を有しない店舗を除きます。）

申請期間：令和３年４月１日（木）～令和３年７月31日（土）消印有効
補助金額：１店舗あたり下限５万円～上限10万円の定額補助（１回のみ）
対象経費：店舗改装・工事費、資料作成費、広告宣伝費、印刷費、リース料、委託費、外注費、材料費（ただし酒

類は除く）、設備・備品購入費、消耗品費等詳細、申請様式のダウンロード等につきましては下記の WEB
サイトをご確認ください。
＊詳細→ https://www.chuokai.com/2nd-ganbaruomiseoyado/

（兵庫県中小企業団体中央会）

一時支援金の締切が迫っています！【5/31締切】

第2弾「がんばるお店・お宿応援事業補助金」の募集 【7/31締切】

申請時間：申請期間中の平日のみ 9：00～17：00。（土日祝日を除く）
　事前に一時支援事務局ホームページから申請 ID を発番し、「宣誓・同意書」をご準備の上

お問合せください。
詳細につきましては下記の WEB サイトをご確認ください。
＊詳細→ https://ichijishienkin.go.jp/（経済産業省）

■当所での対応について
西宮商工会議所では一時支援金の登録確認

機関として、会員事業者様を対象に事前確認
（事前確認通知番号の発行）を行っています。

事前確認対象者：西宮商工会議所の会員であること
＊ただし、新たに入会手続きを終了した事業者も対象とします。

新型コロナウイルス感染症関連対策
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Q&A専門家 Q &A

　季節アイテムの入れ替えなどで、値下げセー
ルを行う予定です。その際に価格表示で、景品

表示法のいう有利誤認の違反にならないための注意点
はなんでしょうか？

　「有利誤認」とは、商品・役務提供において、
価格その他の取引条件について、①実際よりも

著しく有利であると一般消費者に誤認される表示、ま
たは②競争事業者よりも著しく有利であると一般消費
者に誤認される表示によって、事業者が不当に顧客を
誘引するおそれがあると認められるものです。

①の具体例では、「期間限定価格」を併記した「通常
価格」から値下げした表示をしていながら、実際には「通

　「事業継続力強化計画」というものの認定を取
得すると中小企業にメリットがあると聞いたの

ですが、一体どういった制度で、どんなメリットがあ
るのですか？

　「事業継続力強化計画」の認定制度は、令和元
年に成立・施行された、通称「中小企業強靱化法」

において創設された、中小企業が策定した防災・減災
の事前対策に関する計画を経済産業大臣が認定する制
度です。
　なお、医療法人や社会福祉法人については、管轄す
る官庁が異なることから、この認定制度は利用できま
せん。
　企業の防災・減災対策としては「BCP」（事業継続計
画）が広く知られていますが、事業継続力強化計画は、

常価格」での販売実績がない。併記する「通常価格」自
体を増額表記することで、実際は値下げをしていない

「値下げ価格」を表示する。「○○円ジャスト」と明示し
ていながら、追加費用を負担しないと、全ての工程が
完了しない。②の場合では、併記するメーカー小売価
格や競合他店価格を実際よりも増額表示することで、
自己の表示価格との差を大きくみせるなどがあります。
　これらの違反事案については、従来からの措置命令
に加えて、平成28（2016）年４月より、消費者庁か
ら課徴金を課されることになります。この課徴金は不
当表示の期間中（最大３年間）の対象の商品や役務の売
上額の３％ですが、課徴金額が150万円（すなわち対
象の売上額が5000万円）未満の場合は対象外です。

防災・減災対策の第一歩と位置付けられており、BCP
よりも取り組みやすいものとなっています。
　認定に必要な書類や手引きは中小企業庁のホーム
ページからダウンロードできます。申請書は兵庫県の
企業は近畿経済産業局長あてに提出します。
　認定を取得するメリットとしては、企業名が中小企
業庁ホームページへ公表され認定ロゴマークの使用が
可能になる、対象の防災・減災設備が税制優遇される、
中小企業庁の補助金（ものづくり補助金等）が優先的に
採択される、信用保証枠の拡大と日本政策金融公庫に
よる低利融資等の金融支援を利用できる、といったも
のが挙げられます。
　特に税制優遇措置と補助金の優先採択は、中小企業
にとって大きなメリットとなるのではないでしょうか。

Ｑ

Ｑ

Ａ

Ａ

兵庫県行政書士会阪神支部　広報部

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
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Feature特　集 西宮商工会議所　令和３年度 事業年間スケジュール

中小・小規模事業者の支援

財務・会計
金融支援

販路拡大
支援

雇用対策
人材育成

起業家支援

事業継続
支援

◇定例融資相談会………………………………… 第2火曜日（原則）
　　　直接、日本政策金融公庫の相談員が融資相談を行います。
◇確定申告相談会………………………………… 3月上旬
　　　確定申告相談会を開催し、スムーズな確定申告ができる様に支援します。

◇国際フロンティア産業メッセ2021 ……… 9月2日～3日
　　　市内の事業者とともに「国際フロンティア産業メッセ2021」に共同出展し、取引先の拡大

を図ります。

◇後継者育成塾…………………………………… 10月～
　事業後継者及び事業者の参謀となる方を対象に、トップとしての知識・なすべきことをお

伝えします。
◇ BCP セミナー・ワークショップ …………… 6月～
　　　地震や台風等、自然災害に備えて災害発生時の手順をわかりやすく講義します。　　　
　　　また、少人数でのワークショップにて、自社に合った BCP の作成をお手伝いします。
◇ SDGs セミナー ……………………………… ９月
　　　SDGs に取組事業所を支援し、自社に合った SDGs の作成をお手伝いします。

◇西宮起業家支援セミナー……………………… 6月中
　　　起業を予定している方、起業に興味のある方に起業についてわかりやすく説明します。
◇西宮起業塾……………………………………… 7月～8月
　　　起業を予定している方、起業して間もない方を対象にスムーズな起業をお手伝いします。
◇西宮経営者塾…………………………………… 2月中
　　　起業して間もない方の課題を解決し、事業の安定をお手伝いします。
◇女性起業家支援セミナー……………………… 10月中
　　　女性起業家を支援し、起業の成功をお手伝いします。
◇業種別起業支援セミナー……………………… 11月
　　　飲食店等、特定の業種での起業の成功をお手伝いします。
◇起業家支援センター…………………………… モデル事業　

　新商工会館にて開設される起業家支援センターの詳細な事業計画の作成とともに、テスト
的な実施を行います。

◇新入社員研修…………………………………… 4月5日～6日
　　　西宮地区雇用対策協議会を中心に、市内事業所の新入社員研修を開催します。
◇新入社員フォローアップ研修………………… 9月24日
　　　新入社員研修後の参加者の現況を把握し、フォローアップを行います。
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Feature特　集

地域資源のブランド化

商店街・まちなか活性化の推進

IT 活用の推進

雇用対策
人材育成

日本酒の
振興

新たな地域資源の
発掘と活用支援

◇労務関係セミナー……………………………… 11月中
　　　働き方改革等の労働関係法の改正に関するセミナーを開催します。
◇新春講演会……………………………………… 1月中
　　　西宮地区雇用対策協議会を中心に、人材採用・育成に関するセミナーを開催します。
◇西宮市企業就職面接会………………………… 9月中
　　　人材を求める西宮市の事業所と学生のマッチングを図り、人材の確保を後押しします。
◇職種別ワークショップ………………………… 12月～

コロナ後の事業所の組織力を強化するため、各事業所・職種に合ったワークショップを
開催します。

▼集合セミナー…………………………………… 7～8月（全2回予定）

▼ワークショップ………………………………… 10～2月
中小企業・小規模事業所における IT を活用した経営改善を目的に、IT をテーマとした支援事業をおこなう。

◇西宮酒ぐらルネサンスと食フェアの開催…… 10月2、3日（予定）
◇西宮日本酒学校の実施………………………… 10～2月
◇西宮蔵開の支援………………………………… 2～3月

▼西宮洋菓子園遊会の開催……………………… 11月頃（未定）

▼和菓子の地域ブランド「とおかし」の支援 …

◇西宮コーヒーの扉プロジェクトの推進
スタンプラリー…………………………… ４月７日～６月20日

◇魅力ある地域資源の発掘とコラボレーションの推進、ギフト商品の開発

▼西宮市・西宮観光協会と連携した「まちなか観光」の推進

▼西宮市商店市場連盟との連携

▼兵庫県・地域活性化集客イベント支援事業の活用支援

▼兵庫県・西宮市の商店街新規出店・開業支援事業補助金、空き店舗整備活用事業（空き店舗補助金）の活用支援
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Information西宮商工会議所からのお知らせ

　一時支援金や事業再構築補助金などの申請、販路拡大、融資制度、新商品開発の相談など、経営に関する相談をお
こないます。また、今般の新型コロナウイルス感染症の広がりにより、影響を受けているまたは、その恐れがある事
業者の相談も無料で応じます。お気軽にお越しください。

事業概要：自社 PR による取引拡大、顧客創出に資するホームページを制作・改修する場合に必要な経費の一部を補
助します。詳細は下記サイトをご覧ください。
https://www.nishi.or.jp/jigyoshajoho/sangyoshinko/kobo/ho-seisaku.html

問合せ先：西宮市商工課　TEL：0798-35-3387

　お近くの金融機関、郵便局、兵庫県指定のコンビニエンスストア
（全国の店舗）、ペイジー対応 ATM、県税事務所で納付できます。
　また、窓口以外では、クレジットカードやスマートフォン決済ア
プリ、インターネットバンキングを使って納付することもできます。
　納期限までに一括納付が困難な場合は、必ず納期限までに下記に
ご相談ください。

西宮北部地域出張経営相談室

西宮市ホームページ製作経費補助事業

～自動車税種別割についてのお願い～ 自動車税種別割の納期限は５月31日（月）です。

日　　時：令和３年５月19日（水）13：00 ～ 16：00（相談時間：１社30分まで）
場　　所：阪神流通センター協連会館　２階会議室（西宮市山口町阪神流通センター１丁目31）
主　　催：西宮市・西宮商工会議所
申込方法：ご希望の方は、TEL もしくは、ホームページよりお申し込みください。
問合せ先：西宮商工会議所　経営支援課　担当：金谷（カナヤ）TEL：0798-33-1257　

相談無料 予約優先

※新型コロナウイルスに伴う感染予防対策のため、咳エチケットや頻繁な手洗いなどに心がけていただくととも
に、体調に不安のある方は参加を控えて下さいますようお願いします。また、相談担当者はマスクを着用し対
応させていただきますので、ご理解・ご協力のほどお願い申し上げます。

※クレジットカード、スマートフォン決済アプリ、ペイジーの各納税方法については、兵庫県のホームページをご覧ください。

－兵庫県・西宮県税事務所－
電話　課　税　0798-39-6113
　　　納税相談　0798-39-1531・1532
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Information西宮商工会議所からのお知らせInformation西宮商工会議所からのお知らせ

西宮商工会議所 5 月行事予定
日 月 火 水 木 金 土

  1

  2 3   4   5   6   7   8

  9 10 11 12 13 14 15
●定例融資個別相談会 ●マル経審査会

16 17 18 19 20 21 22
●北部出張経営相談室 ●よろず支援拠点

●働き方改革相談窓口

23/30 24/31 25 26 27 28 29

　西宮商工会議所では、組織の充実と強化を図り、より信頼される会議所となるため現在、「会員増強運動」を実施しています。趣
旨をご理解いただき、ご入会くださいました事業所の皆様には誌上を借りまして、厚くお礼を申し上げます。

西宮商工会議所　TEL.0798 － 33 － 1131

～であい、ふれあい、会員づくり～　 会員募集キャンペーン実施中

※令和３年２月に入会された会員様で、掲載を希望された会員様のみ掲載しています。

事 業 所 名 所 在 地 電 話 業 種 ・ ＨＰアドレ ス

猫のひなたぼっこ 西宮市甲子園口2－7－3 0798-67-0699 猫カフェ・猫専用美容室 
https://neko-hinata.com/

籠編人
kagoamito rattan school － － 籐のかご編みスクール 

https://ameblo.jp/kagoamito/

ホビーショップRauta 西宮市霞町5－44 2階 0798-23-1173 プラモデル等の販売 
https://www.instagram.com/hobby_shop_rauta/

FPofficeみらいている 西宮市宮西町3－24－303 090-7490-8459 各種社員研修の実施 
https://miraitail.com

K・Company YOGA － 070-3773-1354 施設でのヨガレッスン 
https://k-company810.amebaownd.com/

株式会社０７８ 神戸市中央区北野町－1 
ANAクラウンプラザホテル神戸4F 078-231-2345 コワーキングスペース

https://plug078.com/

ゆらり屋　じん 西宮市甲風園1－4－16 
カームプラザ北口B1 0798-63-3064 串カツ居酒屋 

https://www.instagram.com/jinyurariya

芦屋国際労務事務所 芦屋市 090-9868-8161 社会保険労務士事務所

PRIVATE GYM LAB 西宮市西田町1－3 
阪急夙川サンライフ11－東側 050-5362-9686 貸切トレーニングジム 

https://eipro.jp/gym-lab/

おそうじ本舗　西宮甲陽園店 西宮市中屋町7－6－502 0120-46-2345 ハウスクリーニング
https://osouji-nishinomiyakouyou.com/

一層のご繁栄を祈念いたします。新入会員紹介

兵庫県技術士会阪神分室における「（無料）技術相談」の一時中断と代替相談窓口について
　NPO 法人兵庫県技術士会阪神分室（西宮商工会館本館２階）にお
いて毎週木曜日午後に「（無料）技術相談」をご愛顧いただいており
ますが、このたびの西宮商工会館建替工事に伴い、2021年3月か
ら2022年3月まで一時的に中断させていただきます。なお、その
間の「（無料）技術相談」は、NPO 法人兵庫県技術士会神戸事務所（右
記）にて承りますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。

【代替相談窓口】NPO 法人兵庫県技術士会神戸事務所
URL：https://www.hpea-npo.com/　
神戸市中央区東川崎町18－４（神戸市産業振興センター５階）
TEL 078-360-3320　FAX 078-599-7545
E-mail：kobeinfo@hpea-npo.com

●正副会頭
会議
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がんばってます
会員事業所紹介会員事業所紹介 It can do it's best Worker.

このみせ

このひと

この会社

株式会社ウェルネス研究所

組織と個人のよりよくを手作りする

【所在地】西宮市甲東園1－9－1－301
【TEL】0798-52-3406
【URL】https://wellness-labo.jp/
【E-mail】info@wellness-labo.jp
【営業時間】8：00～20：00
【定休日】土・日曜日（ご相談は常に承っています）

【駐車場】無し

倉橋特許商標事務所

【所在地】西宮市上大市2－19
【TEL】050-6861-3827
【URL】https://kurahashi-pat-tr.com/
【E-mail】 krhs-kzyk-uaai-auui@hotmail.com
【営業時間】9：00～18：00　　【定休日】土・日・祝日　　【駐車場】無し

商標や意匠、特許などについて、ブログで解りやすく発信中！

　生き生きした社員が増えることで組織はさらにパワー
アップできるという考えの元、組織内キャリア育成支援を
通して、クライアント企業様の活性化に取り組んでいます。
経営課題の一つに「人」の問題があります。「若手がすぐ辞
めてしまい定着しない」「受け身な社員が多くもっと積極的
に仕事をしてほしい」など人材に関する問題に対して、経
営者の皆様に寄り添い伴走しながら、研修やコンサルティ
ングなどの課題解決のための支援を提供させていただいて
おります。人材についてのお悩みなどお気軽にお問い合わ
せください。

本誌持参（または割引コード
「AT3」を提示）された方は、

手数料20％割引
※有効期限2022年3月末日まで
（他の割引との併用不可）

　中小企業や個人の方向けに、主に商標（ロゴマークなど）や意匠（デ
ザイン）、特許（アイデア）など知的財産権の代理業務（権利化のた
めの書類作成、庁手続き、維持管理）や、知的財産の活用・ブラン
ド戦略の相談を行っています。
　「自分のアイデアやデザイン、
ロゴマークを真似されたくない」

「思い付いたアイデアなどを出願す
べきか迷っている」「知的財産の活用
方法が知りたい」などあれば、お気
軽にご相談ください。

カルメル会
修道院

●ファミリーマート

〒甲
東
園

中
津
浜
線

●㈱ウェルネス
研究所
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LOBO早期景気観測

女性会の活動
女性会通信

前月と比べたDI値の動き

改善 悪化ほぼ横ばい 業種別の動向
2021年３月調査結果

設備投資を中心に民間工事の受注減少が続いているものの、災害復旧や防災・減災工事などの土木
関連をはじめとした公共工事が堅調に推移し、改善。ただし、一部では建設資材の価格上昇が収益
を圧迫しているとの声も聞かれた。

内食需要が堅調な飲食料品関連のほか、デジタル投資や5G 向けに受注が伸びている半導体製造装置・
電子部品関連が下支えし、改善。ただし、中国向けの需要増に伴い、鉄鋼などの原材料など仕入価
格の上昇を指摘する声が聞かれた。

巣ごもり需要が堅調な小売業向け飲食料品・農畜水産品関連に加え、機械器具関連では半導体関連
の製造業からの部品などの受注が増加し、改善。

内食需要に下支えされた飲食料品の売上が堅調に推移しているほか、新型コロナウイルス感染防止
対策として、加湿機能付きの高性能エアコンや空気清浄機などの家電製品の売上増加が寄与し、改善。

デジタル投資の増加を受け、受注が好調なソフトウェア業が全体を押し上げ、改善。また、緊急事態宣
言の解除や気温の上昇などの影響から日中の人出が増加し、ランチタイムを中心に売上が伸びた飲食業
や、一部自治体における地域限定の需要喚起策などの効果もあり、宿泊業でも持ち直しの動きがみられた。

建設業

サービス業

卸売業

製造業

小売業

　去る令和３年３月９日、「辰馬会頭をかこむ春の集い」
が、取り壊しを
控えた「旧」商
工会館での最後
の女性会事業と
して開催されま
した。
　新型コロナウ
イルス感染拡大防止の観点から、多くの事業が中止に
なるなか、女性会令和２年度最初にして最後の事業が、
商工会館最後のメモリアル事業となりました。最後に
辰馬会頭を囲んで記念撮影を行い、思い出深い会館と
の別れを惜しみました。
　会頭からは、過去の大震災のご経験や、コロナ後の
ニューノーマル時代の生き方、地域での取り組み、教
育の果たすべき役割、文化の力の大切さなどを、具体
例を挙げてお話いただきました。

　また、SDGs に照らし、「持続可能」な世界にしてい
くために、生態系バランスや自然環境を守るために重
要な「エコトーン」（水域と陸域との移行帯など）を例に
とり、ユネスコ憲章の一部にある「人の心の中に平和
の砦」を「エコトーン」でつつんで守っていこうとの見
解もいただきました。
　辰馬会頭の力強く、優しい視点からのお話に、厳し
い時代を乗り越えていくための、一つの指標を示して
頂けたように思います。

コロナ禍で得た気づきコロナ禍で得た気づき
　　　～心の平和の砦を「エコトーン」でつつむ～　　　～心の平和の砦を「エコトーン」でつつむ～

Tel：0798－33－1257
西宮商工会議所 女性会担当会員募集中 ホームページは、こちら

https://n-cci.or.jp/joseikai/
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青年部からのご案内　Blue Navi

常任幹事紹介

委員長紹介

令和３年度　年間スケジュール

【常任幹事　交流担当　濱田　剛】（写真一番左）
　好士崎副会長のもと、吉川委員長を中心に実施する、「卒業生を囲む会」、「納涼会」、

「卒業式」の裏方として全力で勤める所存です。何より委員会モットーである、「楽し
む」を通じて私自身皮が剥ける一年にしたいと考えております。どうぞ一年間宜しく
お願いします。

【常任幹事　総務担当　桑羽　芳明】（写真左から２人目）
　阪下副会長のもとで、山下委員長と共に、裏方としてスムーズかつ有意義な会の
運営に努めて参ります。またコロナ対策に万全を期し、総会の開催、30周年事業と
いう一大イベントの準備に注力いたします。私ごとですが、卒業年度になりますので、
少しでも青年部に恩返しができたらと考えております。１年間どうぞ宜しくお願い
申し上げます。

【常任幹事　広報担当　牧江　孝徳】（写真右から２人目）
コロナ禍の中で青年部の各種事業の情報など魅力を発信してまいります。前年度

から事業等の延期や中止が続いてますが、広報を通じて青年部の楽しさを紹介し会
員の拡大にも力を入れていきたいと思います。平山副会長、長谷川委員長と共に今年、
１年間、どうぞ宜しくお願いいたします。

【常任幹事　拡大担当   松尾　卓】（写真一番右）
　当委員会は、青年部の会員を拡大し、新入会員の皆さまに青年部を一緒に楽しん
でいただけるよう活動しています。10月の酒ぐらルネサンス、２月の新入会員歓迎
会等が担当事業となりますので、白石副会長、北福委員長と連携し、委員会が事業
を円滑に進められるよう後方支援して参ります。１年間どうぞよろしくお願い申し
上げます。

【常任幹事　研修担当　髙岡　隆】（写真別掲）
　西宮商工会議所青年部は、『研修』『交流』『地域貢献』の三本柱で活動しております。
その１つ『研修』担当の常任幹事を務めます高岡と申します。１年間、荒木委員長率
いる研修委員会をサポートし、西宮商工会議所青年部会員の皆様の自己研鑽につなが
る研修事業を行います。また、委員会の枠を超えた交流も意識し、青年部全体を盛り
上げれるように微力ながら頑張って参ります。１年間、宜しくお願い申し上げます。

【広報委員長　幹事　長谷川大輔】（写真一番左）
　当委員会ではブルーナビ・ホームページ・Facebook を通じて、青年部の各種事
業の情報発信や、各会員の紹介などを行うことで、より多くの方に青年部の魅力に
触れてもらえるよう活動して参ります。また、今年度は新年度交流会と忘年会も担
当させて頂いております。肩肘張らず、自由闊達なムードの委員会にしたいと思い
ます。１年間よろしくお願い致します。

【交流委員長　幹事　吉川　慎二】（写真左から２人目）
　もう責任感で夜も眠れません。事業は「卒業生を囲む会」「納涼会」「卒業式の開催」
を担当いたします。オリンピックイヤーでもある本年、コロナ禍で運営が思い通り
にいかないこともあるかもしれませんが、委員会メンバーの皆さんを中心に愉しく
良き思い出となるよう活動していきたいと思っております。交流委員一同、少しで
も早くコロナが収束を願っております。

【総務委員長　幹事　山下　尚宏】　（写真右から３人目）
　当委員会の主な役割としましては、役員会や総会の設営、メンバー手帳の作成に
なります。事業を担当することはなく、完全な裏方業務になりますが、様々な重要
な案件が決定される会議の設営という重要な役割を担っておりますので、精一杯務
めてまいります。一年間よろしくお願いいたします。

【研修委員長　幹事　荒木　秀一】（写真右から２人目）
　当委員会では会員向け研修事業を通じて、会員向けの有益な情報を発信してまい
ります。また、青年部 OB との交流会も担当させて頂きます。事業に参加して、「勉
強になった」「楽しかった！」「感動した！！」と言われるような事業になるよう設営
してまいります。１年間どうぞ宜しくお願い致します。

【拡大委員長　幹事　北福　和章】（写真一番右）
コロナ禍により社会が一変し、未曾有の経済危機ですが、このようなときこそ青

年部の仲間の存在、繋がりが支えとなることを実感しています。当委員会は、今年度、
青年部に入会される皆様の心強い存在となり、楽しく青年部活動をスタートしてい
ただくお手伝いをいたします。酒ぐらルネサンス・新入会員歓迎会など、趣向を凝
らし、楽しい事業にしていきます。１年間よろしくお願い致します。

青　年　部
会 員 募 集 

【年会費】 12,000円
【窓　口】西宮商工会議所　新垣／神澤

TEL：0798－33－1258

　2021年度に向けて新入会員を募集しております。 青
年部入会資格は、商工会議所の会員事業所で、 経営者及
び後継者又は幹部社員で50歳未満の方。

　最新情報及び2021年度役員紹介については、下記ホームページにて掲載してお
ります。

「西宮商工会議所青年部」ホームページ　https://n-cci.or.jp/yeg/

行
事
年
間
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

４月 新年度交流会
５月 定時総会
６月 卒業生を囲む会
７月 OB との交流会
８月 納涼会 ( 家族招待 )
９月 会員研修事業

10月 酒ぐらルネサンス
11月 会員研修事業（コロナ禍でのイノベーション）
12月 忘年会
１月 臨時総会
２月 新会員歓迎会
３月 2021年度卒業式
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市内の優れた商品（モノ）
を紹介する新企画です。西宮逸品

図鑑
第 22回

Nishinomiya IPPIN Zukan

◆和菓子屋が作るバターサンドの魅力
米粉のバターサンドは、長年和菓子を扱ってきた同社の

「米」を大切にする思いから始まったが、小麦や玉子を使わ
ないグルテンフリーへの注目と相まって、じわじわとファ
ンを増やしている。

米粉で作られたサブレはざっくりした食感で、コクのあ
るクリームの存在感とよく合う。サブレのクリスピー感は、
米粉に加えた玄米粉と煎った道明寺。日が経つとクリーム
を含んでしっとりとしてくるのがまた美味しい。
　バタークリームは、国産バターとホワイトチョコレート
がベース。ラムレーズンや無花果、きなこ黒豆、大納言バ
ター、抹茶カシスなど、定番7種類に季節の限定品が加わる。

◆髙山堂の世界観を大切にした新ブランド
創業家に生まれて五代目となる竹本さんは、幼い頃から

和菓子に親しんできた。自分と同じように、若い人にもっ
とカジュアルに和菓子を食べてほしいと考える。髙山堂に
は、人気銘菓の「スウィートまーめいど」のようなモダンな
和菓子もあるが、もっと親しみやすくしたい、とバターサ
ンドを基軸にした新ブランド展開へと舵をきった。

名称は「TAKAYAMADO AMATSUGI」（髙山堂 甘継）。甘
いお菓子で幸せを継いでいくという意味の名前でロゴやパッ

ケージも刷新し、2020
年６月より約10ヶ月間グ
ランフロント大阪にポッ
プアップ店を出した。コ
ロナ禍で人出が少ないの
はやむを得ないが、それ
でも一定の数字を上げた。

30代のビジネスパーソンを中心に感度の高い世代に人気が
出たのだ。
　手応えを実感したあとは通販にも力を入れてウェブサイ
トや SNS で販促を展開し、全国へ打って出た。実店舗で
は西宮本店と箕面店でも取り扱っている。

◆西宮の味として、多くの人に愛されるお菓子を
現在西宮に自社工場と店舗、尼崎や大阪に計6店舗を持

つ髙山堂。強みは自社で開発と製造ができることと、それ
を直接お客様に届ける店舗や通販のしくみがあることだ。

「想いをのせたお菓子を届けたい」と言う竹本社長にとって、
製造から販売まで一貫して行うことは必然なのだ。今後は
お客様と菓子職人たちの交流をはかれる場を設けて、より
よい商品作りに生かしたいと考えている。
　2020年の春、コロナ禍
でまちは静まりかえってい
たが、５月５日の端午の節
句は、柏餅を求める人の行
列ができた。「こういうと
きだから節句のお菓子を」
と考える人がいることに改
めて気付かされた。「地元
で過ごす時間が増えたこと
で、普段ご来店されない層
にも来ていただけるように
なりました」。創業の地は大阪市だが、本社と工場を西宮に
移して30年たった今、改めて「西宮の和菓子屋として根付
きたい」と決意している。

 （取材協力：ウエストプラン）

こころ惹かれるキュートな新ブランドで勝負こころ惹かれるキュートな新ブランドで勝負

　創業130年を超える長い歴史の中で数々のターニ
ングポイントがあった髙山堂だが、今また世界的な
危機の中、次なる高みを目指して新商品を開発した。
2020年に発売された和菓子屋ならではの新感覚のお
菓子について代表取締役の竹本洋平氏に話を聞いた。

株式会社 髙山堂

花びらのような形のサブレにたっぷりバタークリームをサンド。
6個入2,268円（税込）※通販は冷凍発送

株式会社髙山堂　　西宮市津門川町2-36
【TEL】0798-37-0088　【URL】https://www.takayamado.com/

商品History

商品に関する問い合わせ先

1887年 現在の大阪市中央区平野町で和菓子屋として創業。大正年間には粟おこしも手掛ける
1948年 戦災によりすべて消失するが復興。当時は粟おこしが主流
1990年 和菓子の製造販売が粟おこしを上回り、本社と和菓子工場を西宮市に移転
1993年 西宮市門前町に西宮本店を出店。その記念とし銘菓「スウィートまーめいど」を発売

米粉のバターサンド米粉のバターサンド

端午の節句の和菓子
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