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東岡崎駅直結の新しい複合商業施設

オト リバーサイドテラス

グランドオープン

Okashin News 「ビジネスマッチングフェア2019」開催 ／ タイ葵会5周年記念講演会
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市は︑温暖な気候と豊かな水に恵ま

愛知県のほぼ中央に位置する岡崎

なっています︒

しを豊かにしてくれる複合商業施設と

きるコワーキングスペースもあり︑暮ら

東岡崎駅から屋根のあるペデストリア

れ︑古くから西三河の歴史・文化・

産業の拠点として発展してきました︒

春の桜や夏の花火大会︑秋まつりや

ができます︒また︑198台収容の立体

ので︑雨の日も気にせずに立ち寄ること

岡崎信用金庫本店前を流れる乙川は︑ ンデッキを歩いてそのまま建物に入れる

冬のイルミネーションなど︑岡崎市

気軽に立ち寄れて︑ゆったりとした時

駐車場や駐輪場も完備されています︒

い︑多くの方に親しまれています︒

間を過ごすことのできる岡崎の新名所に

のシンボルとして一年を通して賑わ

今回は︑乙川沿いに新しくオープ

■自転車駐輪場／1,407台
一時利用（24時間）150円

ぜひ足をお運びください︒

■原付駐輪場（50cc以下）／237台
一時利用（24時間）200円

ンした複合商業施設﹁オト リバー

愛知県岡崎市上明大寺町
2丁目14番1ほか

サイド テラス﹂を訪ねました︒

名鉄東岡崎駅直結の複合商業施設

月2日㈯グランドオープン！

名鉄東岡崎駅は︑岡崎市の中心に

位置し︑一日延べ約3万9千人が利

用する市の玄関口です︒2019年

月2日㈯︑名鉄東岡崎駅とペデス

トリアンデッキで結ばれた複合商業

お車をご利用の場合

施設﹁オト リバーサイド テラス﹂

・東名高速「岡崎IC」から車で約10分
・新東名高速「岡崎東IC」から車で約25分

がオープンしました︒

オト リバーサイド テラスは︑商

業棟
︵ 南棟︑北棟の2棟 ︶
︑ホテル︑

駐車場の4つの建物で構成されてい

ます︒商業棟には︑レストランやス

ポーツジムなど︑岡崎エリア初のお

店や県内で人気の新業態レストラン

が出店︒保育所や会議室等で利用で

公共交通機関ご利用の場合

詳しくは
ホームページを
ご確認ください。

・名鉄東岡崎駅より徒歩3分

■駐車場／198台 30分 100円
最大料金 1,400円
夜間最大料金（20時〜8時）600円

家康公
ひろば
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カフェ＋ダイニングバー

北棟3F

イタリアン

北棟3F

Cafe+Dining Bar Mellows

CONNESSO -okazaki-

白を基調とした店内はアメリカ西海岸気分！ス
テーキやシーフード、ハンバーガーにパスタ
…豊富なメニューと、お酒も充実しています。

素材にこだわるイタリアン。
リバーサイドでの
上質な空間やお料理、
コスパに優れた厳選ワ
インやクラフトビールと、魅力は多彩です。

営業時間／11：00〜25：00 月定休

営業時間／11：00〜23：00

食パン

イタリアン×フルーツ

南棟1F

銀座に志かわ 岡崎店
昨秋銀座にオープン以来、行列の絶えない
「水にこだわる高級食パン」が岡崎初出店。
ほんのり甘い淡雪のような口どけが話題！

営業時間／10：00〜19：00

不定休

不定休

北棟2F
イタリアンキッチン DICO／
田中果実店 フルーツとともだち
自社農園産有機野菜のバーニャカウダが名物。
岡崎の有名店「ダイワスーパー」のフルーツを
使ったフード＆ドリンクのほか、ジビエ料理も。

カフェ＆ダイニングバー

北棟2F

南棟2F

北棟2F

オーダーを頂いてから一枚一枚丁寧に焼き
上げるふわふわのパンケーキとバリスタが
煎れる種類豊富なラテ。世界のカフェトレ
ンドを取り入れたメニューで自然とお客様の
笑顔が輝きます。

体に良く、高品質で安全な国産黒豚を使
用。
「本物の味」を楽しんでいただくため
に素材にこだわりぬいたとんかつをぜひ！

営業時間／11：00〜14：30（L.O 14：00）
17：00〜22：00（L.O 21：00） 火定休

無休

スポーツジム

南棟2F

エステ

北棟2F

うなぎの兼光

ホットヨガスタジオLET's 岡崎店

エニタイムフィットネス 東岡崎店

エステティックTBC 岡崎オトリバーサイドテラス

地元で人気のうなぎ料理専門店（うなぎの兼
光）岡崎初出店。問屋直営ならではの質の
良さをお値打ち価格にてご賞味ください。

都会的で洗練された最大級の溶岩盤スタジ
オ。ニーズに合わせた豊富なレッスンによ
りダイエットと美容の効果が期待。

マシンに特化した、24時間、年中無休のジ
ム。会員になれば国内500店舗以上ある店
舗が全店利用可能なのもうれしい。

脱毛・フェイシャル・ボディシェイプ・ブ
ライダルエステティックで女性の美をトー
タルサポートします。

2020年初夏オープン

営業時間／9：30〜22：30
㊏㊐8：30〜19：15 月定休

営業時間／24時間
10：00〜19：00（スタッフアワー） 無休

営業時間／9：30〜19：00
㊏㊐10：00〜19：00 ㊗9：30〜19：00

保育所

不動産仲介

コンビニエンスストア

南棟1F

レンタカー

南棟1F

南棟1F

めいてつ保育ステーション
東岡崎ぽっぽ園

北棟3F

ローソン 東岡崎駅前店

タイムズカー東岡崎駅前店

街角のイートインコーナーの居心地が最高
です。青果も取り扱っているので、24時間
新鮮な食材が買えるのがうれしい。

岡崎まで電車で来て、
レンタカーであちこち
観光。またマイカー代わりの住民の足とし
て、あると便利なレンタカーサービスです。

電車通勤の方がご利用しやすいよう、おむつの準
備や洗濯サービスも行っている名鉄の保育所です。

岡崎エリアの賃貸・売買情報のことならピ
タットハウスにお任せください！あなたに
ぴったりの物件を見つけましょう。

24時間営業

営業時間／8：00〜19：00

営業時間／7：30〜18：30 日定休

営業時間／10：00〜17：30 日・祝定休

ホテル グランド イン 東岡崎

リラクゼーション

フラワーショップ

観光にも出張にも便利な都市型ホテル。
会議室もあるので商談も。

からだラボ整体院 ダフネ

HANATOKU River side

日常生活で感じる身体の不調、体質改善、
ボディメイクは整体院ダフネへ！

お洒落空間の演出に最適な植物がいっぱ
い。お花の事は何でもご相談ください！

営業時間／10：00〜12：30 15：30〜20：30
土・日定休

営業時間／11：00〜19：00
㊏㊐㊗10：00〜18：00 火定休

無休

コワーキング

北棟3F

OTO CLUB
駅直結で便利な、新しいワークスペースが誕
生します。会議室利用からドロップインまで
対応可能。日常のサードプレイスにぜひ。

2

ヨガスタジオ

とんかつ

こだわりとんかつ壱番屋

営業時間／11：00〜15：00（ランチ）15：00
〜16：30（カフェ）17：30〜23：00（ディナー） 営業時間／10：00〜22：00
10：00〜19：00（フルーツ） 不定休

うなぎ

北棟2F

Light Café 東岡崎店

営業時間／10：00〜20：00
㊏10：00〜18：00 日・祝定休

無休

■客室 シングル79室、ツイン22室、ユニバーサル1室
■会議室

■朝食レストラン

ホテル内3F

ピタットハウス 東岡崎店

ホテル内1F

徳川家康公像

完成・お披露目

月2日㈯︑名鉄東岡崎駅ペデストリアンデッキ︵空中回

オト リバーサイドテラス オープニングセレモニー

2019年
廊︶が開通し︑渡り初めと︑デッキにつながる家康公ひろばに設置された
徳川家康公像の完成・お披露目式典が行われました︒
像の高さは約9・5㍍と日本最大級︒若き日の家康公が︑天下統一に動

（写真左から）

き出そうと馬上から京の都の方を望む姿が表現されています︒
お近くへお越しの際には︑ぜひお立ち寄りください︒

四年ほど前︑岡崎市に家康公の像を制

作するという話が出た折に︑その制作者

に推薦いただきました︒戦国を代表する

英傑の一人である家康公の制作︒身の引

き締る思いでお受けさせていただきまし
た︒

はじめの一年近くは三河地域をはじめ

山形や仙台︑京都など家康の縁りの地へ

取材に出向き︑広場の構成や彫刻のコン

セプトを考えたりしました︒歴史的な人

物でしかも岡崎市民の方々が各々のイ

メージをおもちの家康公をどう形にする

のか︑取材のなかで私なりに感じた事︑

家康の人格などいかに具現化するかと

いったような事を考えながら制作をはじ
めました︒

（日本藝術院会員）

神戸峰男氏

彫刻家

德川恒孝氏
大村秀章氏、德川宗家第18代当主
大林市郎、愛知県知事
当金庫会長

神戸峰男氏、グレート家康公「葵」武将隊
内田康宏氏、彫刻家
岡崎市長
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徳川家康公像制作によせて
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オープニングイベントとして催された
「木偶師 二代目萬屋仁兵衛氏によるからくり人形公演」

式典後に行われた岡崎ジャズストリート

〝若い頃の家康公の像にしたい〟という

市 民 の 方 々 の 声 を 受 け︑松 平 か ら 徳 川 の

姓に改名した二十五才位を想定する事に

しました︒若き日の家康公は︑見事に馬

4

を操り︑海道一の弓の名手と言われてい

所：名古屋市中区栄1丁目11番22号
地下鉄「伏見」駅徒歩3分
展示時間：9時〜17時（期間中無休）
電話番号：052-218-4191

たそうです︒様々な資料や伝承を調べて

住

いくうち︑甲冑姿で弓を持った家康公が

1月31日㈮まで

令和2年

馬の手綱を握り︑遠くを見据える様子が

神戸峰男展

自然に浮びあがりました︒こうして無事

徳川家康公
騎馬像作者

完成させる事が出来ましたのも︑市民の

当金庫名古屋支店1階ロビーにて開催

皆さまをはじめ︑他方面︑多くの方々の

1944／岐阜県生まれ
67／武蔵野芸術大学卒業（清水多嘉示、木下繁に師事）
68／日展初入選
70／日展〈中日賞〉
74／日彫展〈日彫賞〉
76・78／日展〈特選〉
88／名古屋芸術大学教授
2002／中国新彊芸術学院客員教授
03／名古屋芸術大学 美術学部長
06／日展〈文部科学大臣賞〉
08／日本藝術院賞
09／日展理事
12／日本藝術院会員。岐阜県芸術文化顕彰
13／中日文化賞・可児市市民栄誉賞・東海テレビ文化賞
14／名古屋芸術大学名誉教授
16／日本彫刻会理事長
18／日展副理事長

お力添えがあったからです︒

略歴

永く皆さまに親しんでいただければ幸

氏

いです︒

神戸 峰男

オト リバーサイドテラス グランドオープン

Okashin News
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「ビジネスマッチングフェア2019」開催
2019年11月１日㈮、「おかしん経営塾塾生会 第４回ビジネスマッチングフェア」を岡崎市甲
山会館（岡崎市六供町）で開催しました。当日は、伊那食品工業株式会社会長の井上修氏をお招き
し、『いい会社をつくりましょう』をテーマとしてご講演いただきました。
また、塾生会会員企業18社によるプレゼンテーション形式でのビジネスマッチング大会が実施さ
れ、塾生会会員のみならず、多数の当金庫取引先企業の方々にも参加いただきました。

タイ葵会5周年記念講演会・パーティ開催
2019年11月20日㈬、タイ・バンコクのコンラッドホテルにおいて、タイ葵会の設立5周年を記
念した講演会とパーティを開催しました。「タイ葵会」は、タイに進出している当金庫お取引先相
互間の情報交換や交流の場を設け、会員の親睦、事業の繁栄を図ることを目的に、2014年11月に
発足しました。
会員の皆様への感謝を込めた今回の会には、約100名の方にご参加いただきました。講演会では、
デンソー・インターナショナル・アジアのシニアバイスプレジデントである末松正夫氏により「ア
セアン自動車部品戦略と業界動向」ついての講演が行われました。

田中理事長あいさつ

交流パーティーの様子

2019年12月 No.785
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守り育てる資産運用をご提案します

なごみの杜 の特徴
※購入時手数料：
１．
１０％
（消費税込）

日米欧の国債、
日米欧の株式指数インデックスを中心とした
運用を行い、
リスクを抑えつつ安定的な収益の確保を目指します。

【投資信託に関するご注意事項】
投資信託は、
預金、
保険契約ではありません。
投資信託は、
預金保険機構、
保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
当金庫が取扱う投資信託は、
投資者保護基金の対象ではありません。
投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
投資信託は、
元本および利回り・分配金の保証はありません。
投資信託は、
組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の
影響により、基準価額が下落して元本欠損が生ずることがあります。また、
外貨建て資産に投
資する場合には、
為替相場の変動等の影響により、
基準価額が下落して元本欠損が生ずるこ
とがあります。
投資信託の運用による利益および損失は、
ご購入されたお客さまに帰属します。
投資信託のご購入時には、
買付時の１口あたりの基準価額
（買付価額）
に最大3.30％
（税込）
を
乗じて得た額をご負担いただきます。換金時には、
換金時の基準価額に最大0.5％の信託財
産留保額が必要となります。また、
これらの手数料とは別に投資信託の純資産総額の最大年
2.0505％
（税込）
を信託報酬として、
信託財産を通じてご負担いただきます。
投資信託の取得のお申込に関しては、
クーリングオフ
（書面による解除）
の適用はありません。
投資信託のご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書（交付目論見書）お
よび目論見書補完書面等を必ずお読みいただき、内容を確認・理解された上で、ご自身
でご判断ください。
商号等／岡崎信用金庫

登録番号／登録金融機関 東海財務局長
（登金）
第30号

詳しくは当金庫の窓口または

6
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加入協会／日本証券業協会

0120−053−060にてお尋ねください

毎月一回発行
発行所 岡崎市菅生町字元菅四一

2019−20 冬定期預金
2019年

12月２日㈪

〜 2020年

1月31日㈮

１年経過後は事前に公表するキャンペーン金利で自動継続します
金利
UP

金利
UP

0.070 （

税引後

）

年0.055％

0.080 （

税引後

）

年0.063％

0.150 （

税引後

）

年0.119％

おかしん２０１
９−２０冬定期預金
２０
１
９年１
２月２日（月）〜２０２０年１月３
１日（金）
個人のお客様（個人事業主を含む）

発行／岡崎信用金庫 編集／地域振興部
電話︿〇五六四﹀二五│七二一三
︵ http://www.okashin.co.jp
︶

スーパー定期 １年定期 自動継続（元金継続または元利継続）
１年経過後は、満期日到来前に公表するキャンペーン金利で自動継続となります。継続時の最新の情報は事前に公
表される店頭のパンフレットや当金庫のホームページ等をご覧ください。
ただし金利情勢の変動等により自動継続時の商品内容を見直す場合や、予告なくキャンペーン金利の適用を含めた
取り扱いを中止する場合がございます。※満期金の支払いは、満期日が休業日の場合は翌営業日となります。
１口１
０万円以上（窓口の場合、原則として新規預入または１
０万円以上の増額）
ＡＴＭでのお取り扱いの場合、１回につき 現金１
０万円以上２００万円以下（紙幣２００枚まで）
振替１
０万円以上５００万円以下（ご本人口座からの振替のみ）
満期日以後に一括して払い戻します。
窓口でお預け入れの場合…………………………………１年０．
０７０％
（税引後０．
０５５％）
ＡＴＭでお預け入れの場合…………………………………１年０．
０８０％
（税引後０．
０６３％）
インターネットバンキングでお預け入れの場合……………１年０．
１５０％
（税引後０．
１１９％）
やむを得ず中途解約をされる場合は、上記金利は適用されず、お預け入れ日から解約日までの当金庫所定の中途解
約金利が適用されます。
２０
１
３年１月１日から２０３７年１
２月３
１日までの間にお受取りになる利息には「復興特別所得税（０．
３
１
５％）
」が課税されるた
め、２０．
３
１
５％（国税１
５．
３
１
５％、
地方税５％）の税金がかかります。
お預け入れ時の金利を約定利率として初回満期日まで適用します。
初回満期日以降は、満期日到来前に公表するキャンペーン金利で自動継続となります。継続時の最新の情報は事前
に公表される店頭のパンフレットや当金庫のホームページ等をご覧ください。
ただし金利情勢の変動等により自動継続時の商品内容を見直す場合や、予告なくキャンペーン金利の適用を含めた
取り扱いを中止する場合がございます。
満期日が当金庫休業日の場合のお支払いは翌営業日となります。
マル優もご利用いただけます。（窓口でお預け入れの場合のみ）
この預金は預金保険制度の対象商品です。（預金保険制度により全額保護される決済用預金以外の預金と合算して、預金
者お一人様あたり一金融機関ごとに元本１，
０００万円までとそのお利息が保護されます。
）

