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◆「メッセナゴヤ 2018」出展募集のご案内

新たな顧客、取引先を発掘！
日本最大級異業種交流展示会

メッセナゴヤ2018

出展募集
2018年４月18日（水）

申込
開始

10：00～

日程 2018年11月7日
（水）～10日
（土）
会場 ポートメッセなごや
（名古屋港金城ふ頭）
主催 メッセナゴヤ実行委員会
メッセナゴヤ2017開催実績

1,432社・団体

出展数

来場者数

62,831名

メッセナゴヤ2018出展のご案内
■メッセナゴヤ2017

■メッセナゴヤ2017

開催結果

出展者満足度

■来場者の業種

製造業が盛んな地域の特色に加え、様々な業種の方も
多数来場。

■来場目的は（複数回答）

総来場者数
出展までのスケジュール

出展に向けた
個別相談会
3月16日
（金）
［名古屋］
名古屋商工会議所（会議室Ｃ）
［メッセナゴヤに出展したことのない方を優先します］

お申込み
お問合せ先

■本展への出展成果について
満足と答えた出展者が全体の65％

62,831 名

出展募集開始

出展者説明会

4月18日
（水）10：00～
メッセナゴヤ公式HPの出展申込フォームに
必要事項をご入力の上、
お申込みください。
［出展申込締切］予定小間数に達し次第、受付終了します。
http://www.messenagoya.jp/

9月4日（火）
［名古屋］
会場レイアウト、出展に関する規定など、
会期に向けた準備事項についてご説明いたします。

メッセナゴヤ2018
会期
11月7日
（水）▶10日
（土）

メッセナゴヤ実行委員会事務局（名古屋商工会議所内）
〒460-8422 愛知県名古屋市中区栄二丁目10-19 TEL：052-223-5708 FAX：052-231-5703
http://www.messenagoya.jp E-mail messenagoya@nagoya-cci.or.jp
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～刈谷の新たな「魅力」と想像を超える「価値」を発信するプロジェクト～

【予告】読本「刈谷ベストセレクション2018」を発行します
ご案内
刈谷商工会議所ではこのたび、刈谷市内に営業拠点を置く中小企業のうち、今年度、同プロジェクトに参加
された25社が“厳選”した市販製品・商品・サービスを「ベストセレクション」として、皆さまに発信する
ため、読本「刈谷ベストセレクション２０１８」を発行いたします。

【発

行】平成30年３月23日㈮に刈谷市内各世帯に配布いたします。

また、刈谷商工会議所、刈谷駅前観光案内所、名鉄刈谷駅、参加店（25店）など市内各所・各施設に、読
本の設置を予定しています。
今回発表する商品・サービスは、経営者の「高い志」と刈谷商工会議所経営指導員の「熱い情熱」を躍動さ
せ、試行錯誤を重ねた末にご披露いたします。
その全ては、事業者ならではの『強みや秘訣』に裏打ちされたものを“厳選”いたしましたので、刈谷に新た
なトレンドが生まれるものと期待いたしております。
ぜひ刈谷の新たな魅力を“お見逃しの無いように”お手に取ってみて下さい。
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表紙は
こちら

お得な、各店共通クーポン券つき！

刈谷ベストセレクション事業とは
様々な経営課題（商品開発・広告宣伝・マーケティング・資金調達等）に立ち向かう企業を応援するため、刈谷商工
会議所の経営指導員が参加企業とともに伴走型で取り組む。
商品・サービスなどの差別化を検討する上では、自社で従来から取り組んでいる商品選びに加え、新市場開拓・既存
市場へのさらなる浸透戦略・新商品プロモーション・集客などで、企業価値を高めることが必要で、固定観念に囚われ
ない「新たな視点」と「新たな付加価値」で以って、克服すべき課題や現実に必要な経営資源などを明確にしていく。
最終的に、集大成として『強みを実績に変える読本（フリーペーパー）
』を作成する。

手続・相談

◆沖縄空手
◆自成道空手
◆合気道
◆警棒護身術
◆実戦護身術 功朗法
◆キックボクシング基礎コース
◆子供空手教室 ◆総合格闘技
●月～金 PM5：00～10：00
●土
PM4：00～ 9：00
●日
AM11：00～PM2：00
お問い合せ

Tel (0566)21-2136

刈谷市広小路 6-84-10（旧朝銀ビル）
（刈谷市駅 徒歩 4 分）

労働保険・社会保険の書類作成
給料計算、就業規則の作成
人事・労務に関する相談
事業主、一人親方等の労災加入
紛争解決手続代理業務
特定社会保険労務士

吉浦経営労務事務所
労働保険事務組合

愛和経営労務協会
〒 448-0813 刈谷市小垣江町中伊勢山 10-1
☎（0566）２ ４ ̶ １ ４ ８ ３（代）

http://www.yoshiura-krj.com/index.html
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☆ かりや商人大学講座大好評 ☆
トラブルを未然に防ぐ！
想いをかたちにする「遺言書の書き方講座」開催
宮田合同事務所

宮田 幸泰 氏

（司法書士・土地家屋調査士・行政書士）

今回、
「トラブルを未然に防ぐ！想いをかたちにする「遺言書の書き方講座」と題し、寿町
の宮田合同事務所 宮田 幸泰 氏（司法書士・土地家屋調査士・行政書士）を講師にお迎えし、
１月20日㈯に当商工会議所２階大ホールに於いて35名の参加により開催致しました。
講座冒頭では、遺言書を書く必要性や、どういった方が遺言書を書いた方がよいかを具体的
に示し、その後、実際に書く場合の方法について、具体例や実際の様式の見本を示しながら、
わかりやすく解説をして頂きました。
また、遺言書があったとしても、相続人がもらえる最低限の遺産である『遺留分』について
も、トラブルを未然に回避するための対策を、具体的事例を交え、わかりやすく解説をして頂
きました。
参加者からは、
「とてもわかりやすく、勉強になりました」
「２時間と限られた時間で適切に
重点を押さえたお話でありがたかったです」など、多数の方が大変参考になったと感想を頂
き、大好評の講座となりました。

宮田合同事務所

宮田 幸泰 氏

35名の方々にご参加を頂きました

会社を守る

就業規則の作成

簡単・納得

賃金制度の作成
労働の法律

無料相談会

実施中！

第 2・４土曜日
AM9:30～12:00
社会保険労務士 岩月剛史

お問合せは 0566 -52 - 1002

つばさ人事労務
〒444-1336

高浜市呉竹町 6-2-26
タウンハイツ柴林103号

「つばさ人事労務」で
ネット検索してください
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☆ かりや商人大学大学院講座大好評 ☆
“ 近頃話題の終活・葬儀事情 ” を知る
株式会社花泉 代表取締役

磯部 浦子 氏

商人大学創設以来、毎回定員を大幅に上回る人気講師株式会社花泉代表取締役 磯部 浦子氏
（熊野町）を講師にお迎えし、今回は「自分らしい人生の〝終活講座〟
」をテーマに１月25日㈭、
31日㈬の２日間にわたり当商工会議所２階 大会議室にて延べ42名の参加により開催されました。
この講座では、法的な書面などでは伝わらない、
「故人の思い出、家族に残したい言葉や教え、
好きなもの、繋がりのある人など」を自分の本心と向き合いながら、ノートという形で気軽に書き
留めることのできる大切さを学び、
「自分らしい人生の締め括りを演出できるエンディングノー
トの作成方法」や「トラブルから大切な家族を守るための遺言事項の重要性」を学びました。
また、
「臨終から法要までの葬儀事情」も、喪主・遺族の方々の想いや事情により、どのように
見送りお別れをするのか、葬儀の「かたち」は選べる時代となりました。当然、葬儀社が提供す
るサービスも多様化・複雑化するなかで、業者選びが、
『鍵』となり、事前に複雑な料金を確認
することが重要と『葬儀のスペシャリスト』ならではのお話をお聞きすることができました。
参加者からは、
「自分の抱いていた不安に一つ一つ丁寧に応えてもらえた」
、
「葬儀屋さんなら
ではの実際の出来事に沿ったお話は具体的で判り易かった」
、
「世間にある料金体系がバラバラ
なことに驚いた」
「生前相談をしたいと思った」
「
、大変参考になりました」などの感想を頂くなど、
今回も大好評の講座となりました。

株式会社花泉 代表取締役

磯部 浦子 氏

我が家に最適な葬儀プランの目利き力がつきました！

雨でフォークリフトが滑る！

ソフトバンク刈谷
０５６６-２５-１０１０

当店

ココ！

塗る防滑

155号線

ヒヤリハットを
無くそう！

当店掲載部分を切り取って、
お持ちください。

フィルム・ケース
20％OFF

刈谷市井ケ谷町中ノ嶋22
詳しくは
お問合せ
下さい■
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☎
（0566）
36-5527

http://www.hayajin.co.jp

