
　約30年間慣れ親しんだ「平成」の終焉。「天地、内外ともに平和が達成される」という意味を持つ元号
で、その願いの通り、歴史上稀な戦争のない時代となりました。そして「令和」を迎えた今、「人々が美しく
心を寄せ合う中で、文化が生まれ育つ」未来へと向かっています。
　新しい時代の幕開けに、会員・地域の皆さまとともに築き上げてきた歴史に感謝するとともに、その締め
くくりとして平成を振りかえります。
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平成元年 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ゲームボーイ発売・消費税導
入・「オレたちひょうきん族」
放送終了・美空ひばり死去
2年 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
バブル経済の崩壊・「渡る世
間は鬼ばかり」放送開始・
「スーパーファミコン」発売
3年 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
湾岸戦争勃発・「ジュリアナ東
京」オープン
4年 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
尾崎豊死去・「クレヨンしん
ちゃん」放送開始・「クイズ
ダービー」放送終了・チェッ
カーズ解散
5年 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
外国人力士「曙」が初の横綱
昇進・コメが大凶作・Jリーグ
開幕
6年 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
「セガサターン」「プレイス
テーション」発売
7年 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
地下鉄サリン事件・阪神淡路
大震災・野茂英雄が大リーグ
へ・「もんじゅ」ナトリウム漏洩
事故・「新世紀エヴァンゲリオ
ン」放送開始
8年 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
「ポケットモンスター（赤・
緑）」、「たまごっち」発売・「名
探偵コナン」放送開始

9年 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
「ポケモンショック」事件・「も
ののけ姫」公開・X　JAPAN解
散・消費税が5％に
10年 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ガングロ流行・長野五輪・
「Windows98」日本語版と
「iMac」発売・北朝鮮ミサイル
「テポドン」落下・平成の怪物 
松坂大輔が夏の甲子園決勝
でノーヒットノーラン・黒澤明
死去
11年 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
「だんご３兄弟」リリース・ジャ
イアント馬場死去・ノストラダ
ムスの大予言・アイドル「嵐」
デビュー
12年 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
シドニー五輪で高橋尚子が金
メダル・二千円札を発行・サザ
ンオールスターズ「TSUNA-
MI」発売
13年 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
「iPod」発売・「USJ」開業・
「千と千尋の神隠し」公開・ア
メリカ同時多発テロ
14年 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
「おさかな天国」リリース・「ゆ
とり教育」スタート・あざらし
「タマちゃん」人気に
15年 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
横綱　貴乃花と武蔵丸引退、朝
青龍が横綱昇進・六本木ヒル
ズオープン

16年 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
アテネ五輪で野口みずきが金
メダル・イチロー、大リーグの
年間最多安打記録を84年ぶり
に更新・「冬のソナタ」ブーム
17年 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
JR福知山線脱線事故・耐震
強度偽装事件・浅田真央15
歳、GPファイナルで史上最年
少優勝・郵政解散
18年 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
SNS「Twit ter」「Face-
book」サービス開始・トリノ五
輪で荒川静香が金メダル・
WBCで王ジャパン優勝
19年 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
「千の風になって」大ヒット・赤
福など食品偽装問題・「ニコニ
コ動画」運用開始・坂井泉水
死去
20年 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
北京五輪で北島康介が２冠・
リーマンショック・赤塚不二夫
死去
21年 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ウサイン・ボルトが世界新記
録・「おくりびと」アカデミー賞
受賞・マイケルジャクソン死去
22年 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
「もしドラ」ベストセラー・
AKB「ヘビーローテーショ
ン」発売

23年 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
東日本大震災・テレビ放送が
アナログから地デジへ・「なで
しこジャパン」がW杯ドイツ大
会で初優勝
24年 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
東京スカイツリー竣工・牛レ
バー生食禁止・ロンドン五輪
25年 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
楽天初の日本一、田中将大が
大活躍・「半沢直樹」放送・コ
ンビニコーヒーがヒット
26年 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ソチ五輪で羽生結弦が金メダ
ル・「笑っていいとも！」放送終
了・消費税8％に・高倉健死去
27年 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
寝台特急「北斗星」定期運行
終了・パリ同時多発テロ
28年 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
小池百合子、女性初の都知事
に・選挙権年齢18歳に・リオ五
輪・熊本地震・「SMAP」解散
29年 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
藤井聡太が29連勝、羽生善治
竜王が永世七冠・浅田真央、
宮里藍引退・森友学園問題
30年 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
「今年の漢字」が災に、北海
道胆振東部地震、西日本豪
雨、記録的猛暑など発生・ス
ポーツ界でのパワハラ問題・
悪質タックル

（引用元：HUFF POST）

その時、日本は？ （敬称略）

●平成元年
　トヨタ自動車（株）広瀬工場操業開始

●平成2年
　「リゾート安曇野」オープン

●平成4年
　本所創立40周年

●平成3年
　長崎屋撤退

●平成5年
　市内4商工会と合併・
　婦人部（現女性会）発足

●平成6年
　長崎屋跡地に屋台村
　「おいでん横丁」オープン

●平成7年
　商業施設「GAZA」・
　豊田市美術館オープン

●平成9年
　西三河交流圏推進
　協議会設立

●平成8年
　中村寿一・豊田喜一郎
　顕彰像除幕式

●平成10年
　豊田参合館
　オープン

●平成12年
　豊田中小企業支援
　センター設立

●平成12年
　東海豪雨・
　豊田そごう閉店

●平成13年
　豊田スタジアム完成・
　松坂屋豊田店オープン

●平成17年
　愛・地球博 開幕

●平成18年
　豊田商工会議所会館 完成

●平成21年
　とよた元気プロジェクト発足・
　とよたビジネスフェア初開催

●平成24年
　とよたイノベーション
　センター開設

●平成24年
　本所創立60周年

●平成27年
　イオン豊田店閉店
　（→2年後新装開店）

●平成29年
　ものづくり創造拠点 SENTAN完成・
　シネコン「KiTARA」オープン

●平成29年
　地域逸品ウェブサイト
　「WE LOVE とよたマルシェ」開設・
　当所PC教室開設

●平成26年
　駅前大食べ歩き事業
　「とよたまちなかバル」開催・
　とよたPR大使初任命

●平成27年
　青年部創立30年・
　徳川家康公400年祭
　記念大会開催・
　豊田ものづくりブランド制度創設

●平成30年
　映画「星めぐりの町」公開・
　青年部がギネス世界記録®

　「最大のラグビースクラム」
　2586人を達成

●平成17年
　コモ・スクエア オープン・
　7市町村合併 新豊田市誕生

●平成18年
　スカイホール豊田 完成

●平成13年
　T-faceなどを運営する
　「豊田まちづくり（株）」設立

●平成14年
　本所創立50周年
　「感謝のつどい」・イルミネー
　ションストーリーinとよた初点灯

●平成17年
　愛・地球博パートナーシップ事業
　「祭座ニッポン」開催

平成5年（1993年）
市内4商工会と合併

平成17年（2005年）
愛・地球博 開幕と祭座ニッポン

平成24年（2012年）
創立60周年記念事業

平成27年（2015年）
徳川家康公400年祭記念大会

おいでん横丁おいでん横丁
顕彰像除幕式

豊田そごう閉店

豊田商工会議所 会館 完成

とよた元気プロジェクト発足

とよたビジネスフェア初開催

ギネス世界記録®達成
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豊田商工会議所は創業される方を応援しています！　創業サポートセンター　担当 宇野　TEL：0565ｰ32ｰ4593豊田商工会議所は創業される方を応援しています！　創業サポートセンター　担当 宇野　TEL：0565ｰ32ｰ4593

小顔補正立体カットで新しい自分に

BANANA CRÜE

【運営会社】 株式会社プラル　【住所】 豊田市山之手4ｰ92
【営業時間】 平日 10：00～18：45　休日 9：00～17：45
【定休日】 毎週日曜日・お盆・年末年始　【TEL】 0565ｰ71ｰ0202
【HP】 http://soraplus.co.jp　【E-mail】 info@soraplus.co.jp

放課後等デイサービス

そ ら
創業のきっかけは？Q

A

主に障がい児童（6～18歳）の放課後や公休日に療育のサ
ポートを行っております。特に当施設では児童一人ひとりの
「自立」をテーマに個別支援を行っており、社会への適応能力
を伸ばし、自立していけるようにサポートしております。

仕事内容は？Q
A

障がいがあっても、自立して社会生
活を送ることができるような支援を
続けていき、子供達がイキイキと
生活できる環境づくりに尽力して
いきたいと思います。

今後の目標は？Q
A

もともと子供が好きでした
が、障がいのある子と接
するうちに楽しさが芽生
え、支援をしていきたい気
持ちが高まり創業に至りま
した。

【住所】 豊田市三軒町7ｰ45ｰ1
【営業時間】 9：30～19：00（月水木土日）12：00～22：00（金）〈変動あり〉
【定休日】 毎週火曜日〈不定休あり〉　【TEL】 0565ｰ41ｰ8773

創業のきっかけは？Q
A

髪や頭皮をキレイにするために、使う水からこだわり保湿性が
高く肌に優しい軟水を使用。シャンプー剤も、髪質によって数
種類から選んで使用しています。また、当店は特許技術である
“小顔補正立体カット”の認定サロンです。
このカットを施すことで、骨格を補正
し、平面的な骨格を立体的な小顔にみ
せる効果があります。ご興味のある方
はぜひお試しください。

仕事内容は？Q
A

ヘアスタイルを通して、お客さまの人生
の活力となるような仕事をしていきたいです。また、美容師の仕
事の面白さややりがいを次世代の美容師に伝え、育成していく
ことで社会に貢献していきたいと考えています。

今後の目標は？Q
A

美容師として、ヘアスタイルを通してお
客さまの幸せづくりに貢献したいとい
う気持ちをずっと持っており、それを実
現させるために店をオープンしました。

新規
創業

　運ばれてくると思わず写真を撮りたくなる
ほど、真っ赤ないちごが目をひく「イチゴの
パフェ」（季節限定のため5月は要問合せ）。福受
町にある「ジゅんべりーCafe」は、季節毎に
代わるケーキやパフェを目当てに通うファン
が多く訪れます。
　メニューには自家焙煎の珈琲はもちろん、
月替わりのスイーツのページがあり、朝仕入
れた旬の果物を使用して、常駐するパティシ
エによって毎日丁寧に手作りされています。
タルトなどは生地の食感を壊さないよう、
オーダーを受けてから作るほどで、作り立て
を大事にされています。オーナーの古川さん
はお休みの日にケーキ教室に通い研究を重
ね、その季節の一番美味しい素材を使ったス
イーツを提供することにこだわっています。

　「好みは人それぞれなので、誰が食べて
も美味しいと思えるようにバランスを考え、
お客さまに喜んでもらえるように作っていま
す。美味しかったの声が聞けたときはやりが
いを感じますね。」と、話す古川さん。
　今後は、高級フルーツを使った他にはな
い上品なパフェを作りたいと構想されてお
り、新たなメニューが増える日が待ち望まれ
ます。
　また、10月～3月限定でアフタヌーン
ティーも行っており、月替わりのスイーツな
ど、いつ来ても日々異なるカフェを楽しむこと
ができます。センスのいいアンティークのイ
ンテリアに囲まれ、心地良い空間でゆっくりと
した時間を過ごすことが出来る場所です。

（文責 M・Y）

毎月新しい楽しみに出会えるアンティークカフェ

ジゅんべりーCafe

【住所】豊田市福受町下ノ切95ｰ5　【TEL】0565ｰ21ｰ8728
【営業時間】9：00～19：00　【定休日】月・火（祝日の月曜日・火曜日は営業）
【HP】http://juneberry-cafe.com

ジゅんべりーCafe
広美町
郷南

福受町下ノ切

橋目町御小屋西コンビニ

青山動物病院

山王神社
56

56

76
76

企業関連
情報

ジゅんべりーCafe

会員事業所紹介

企業の人材育成・販路拡大の　　支援！
豊田市・当所では、自社の課題解決にチャレンジする企業への支援制度を各種取り揃えています。
今回は人材育成と販路開拓に挑戦する企業への補助金をご紹介。
今年度計画をしている経営者の皆さま、事前申請が必要です。お忘れなく！

バナナ
クルー（　　）

「会報を見たよ！」で初回の方に限り技術メニュー10％OFF
会報限定クーポン

募集中！

豊田市ものづくり産業振興課

■中小企業見本市等出展事業補助

企業の取引拡大、販路拡大を支
援するため、工業製品や技術を紹
介する展示会等に出展する費用
の一部を補助します。

概　　要1

対象事業3

申込方法6

補助金額5

対象経費4

注意事項6

申込方法5

対象経費4

対　象　者2

概　　要1

中小企業大学校瀬戸校受講料

申請書と修了証書の写しを、
研修終了後30日以内に提出

支給額は1人2,000円／日
（上限１会員100,000円／年間）

市内中小企業（製造業および建設業）

出展小間料、小間装飾費等

当所会員企業の代表者、従業員等

対象経費の１／２（上限額２０万円）

取引先や事業提携先の開拓、受
発注の機会の確保を目的とした
見本市、展示会、博覧会など

「とよた産業ナビ」補助金・助成金
より申請書類をダウンロードし提出

＊豊田ものづくりブランド認定企業は
　上限額40万円

■中小企業人材育成事業補助金

経営力・技術力強化のために受講する研修等の
受講料に対して、費用の一部を補助。民間企業
実施の講座や自社に講師を招いて実施する研
修も補助対象となります。

市内中小企業（製造業および建設業）の従業員

対象経費の１／２（上限１０万円）

受講の修了証が必要。申請は１企業・団体につき
１回限りとなります。申請額は１万円以上とします。

①国、県、公的機関などが実施する講座②法令
等で業務上必要な特別教育や資格取得・更新の
ための研修などにかかる受講料③大学等教育
機関への派遣等

「とよた産業ナビ」補助金・助成金より申請書類
をダウンロードし提出

豊田商工会議所

■中小企業大学校受講料助成事業

中小企業大学校瀬戸校の受講料を
一部補助します。

予算の限りでの交付となりますので、申請はお早めに！　とよた産業ナビURL：https://sangyounavi.toyota.aichi.jp/
ものづくり創造拠点担当　TEL：0565ｰ47ｰ1250　10：00～21：３０　（閉庁日：日・月）お問合せ

中小企業相談所
TEL：0565ｰ32ｰ4593

お問合せ

岐阜、三重、静岡県の展示会：一律15,000円
上記以外の地域の展示会：一律30,000円
［事前申請、展示会での当事業PRが必要］

豊田ものづくりブランドHP「認定特典」より
報告書をダウンロードし提出

現在2019年度認定技術・製品募集中！ 詳細はP.15へ

豊田ものづくりブランドの認定技術・製品を
持つ企業

豊田ものづくりブランド

■展示会交通費補助

県外で開催される見本市、展示会に出展
する交通費の一部を補助します。

ものづくり振興担当
TEL：0565ｰ32ｰ4594

お問合せ

対象事業3

対　象　者2

申込方法4

概　　要1

対象事業3

対　象　者2

注意事項5

申込方法4

概　　要1

対象事業3

対　象　者2

「イチゴのパフェ」と
「イチゴとヨーグルトクリームのパフェ」

※季節によって異なる

オーナーのご主人が描いた絵が
素敵な店内

オーナーの村山 允則さま

シャンプースペースは
リラックスできる空間を演出

学校や自宅への
送迎サービスも行っております

むら やま  まさ のり

代表の岡村 圭史さま
おか むら  けい  し
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複眼の フロントライン・ソリューション

キョウエイは各分野のプロが繋がって、
三つの視点で現場のお困り事を解消します。

現場の
お困り事

ベスト
ファシリティ
(マネジメント)

ものづくり
マーチャンダイジング
ロジスティックス
(サポート)

オフィス
ファクトリー
(サポート)

クロスメディア
デザイン
(サポート)

ベスト
プロダクツ
(プランニング
＆サプライ)

ベスト
コミュニケーション
(プランニング)

http://www.toyota-kyoei.co.jp

0565-80-3732

お問い合わせ
ください

〒471-0027 豊田市喜多町2丁目160番地 コモ・スクエア ウェスト
TEL:0565-31-2211 http://www.t-castle.co.jp

こどもの日スペシャル
奇跡の目撃者になる！

5/5(日)

コース料理＆
フリードリンク 予約制

小学生の方はMASAKI特製マジックグッツ付

2F宴会場

大人：￥12,000
小学生：￥6,000

表示価格はサービス料・税金を含みます。　　

LUNCH 12:00- 
SHOW 13:00-

ラグビーワールドカップ2019TM

日本大会公式チケットサイト

3月29日、三宅会頭のもとへ同氏が訪問され、ウェールズの観光資
源について意見交換しました。同氏は「ウェールズは旬の伝統的な
料理が豊富で、季節感もツアーコンテンツとして紹介していきたい」
と同地域の魅力を話され、ラグビーワールドカップを機に当市での観
光PRに意気込まれました。
河木副会頭、松坂屋豊田店渡辺店長も同席され、「まちなか商業を
中心にウェールズ観光を取り上げ、ラグビーとともに異国の地の文
化を紹介し、市民に楽しんでもらえたら」と歓談されました。

4年に一度、15人制ラグビーの王者を決める「ラグビーワールドカップ」。2019年の日本大会は、ラグビー伝統国以外での初の
開催となる歴史的な大会。豊田スタジアムは、世界最高のレベルの技とスピードが交錯する戦いの舞台のひとつです。
さぁ、世界が熱狂するラグビーの迫力に、あなたも立ち会おう。

■第三次一般先着販売開始！！ 5月18日（土）18：00～
観戦チケットの一般先着販売が始まります！チケットを手に入れるチャンスです！屈指の４カードをお見逃しなく！
チケットは「ラグビーワールドカップ2019ＴＭ日本大会公式チケットサイト」から購入できます。

※公式チケットサイト以外のウェブサイトで購入したチケットは無効とされ、
　ご使用いただけませんのでご注意ください

チケットが手に
入らなかった方へ！

英国ウェールズ政府 日本代表 ロビン・ウォーカー氏が来所
ラグビーで まちなかに異国文化がやってくる！？

tickets.rugbyworldcup.com
検 索ラグビーワールドカップ

ID登録
受付中！！

役員・議員の任期は3年で、2019年11月1日から
2022年10月31日までです。

豊田商工会議所の現役員・議員は、２０１９年１０月３１日（木）で任期満了となります。それに伴い議員改選を行います。

豊田商工会議所 役員・議員改選

豊田商工会議所は、地域総合経済団体として、商工業の振興発展のための
活動を行っており、これらの活動は会員の皆さまによって支えられています。
その運営は、会員の代表者として選出された議員１４５人が中心となって各種
活動を推進しています。
議員の役割としては、次のようなものが挙げられます。
①豊田商工会議所の最高議決機関である議員総会のメンバーとして定款
変更、事業計画、収支予算、事業報告、収支決算などの商工会議所運営
に関する重要な事項の審議、議決に加わります。
②地域振興策、中小企業の振興支援策、税制改正などの要望・意見書を
とりまとめるにあたり、中心的な役割を担います。
③会頭をはじめとする役員の選出を行います。

議員の定数は定款により定められており、選任方法により1号議員、2号議員、
3号議員の3つに区分されます。
■1号議員（定数74人）
会員及び会員以外の特定商工業者が、投票によって会員のうちから選出
する議員。
会員の代表であるとともに、会員以外の特定商工業者の代表でもある議員。
■2号議員（定数50人）
業種別の部会が、部会員の中から選任する議員。
いわば職能代表的性格を有する議員。
■3号議員（定数21人）
会頭が常議員会の同意を得て選任する議員。
あらゆる業種、業態、地域を網羅し、議員総会を強化するための議員。

※選出方法に違いはありますが、議員の権利や義務に違いはありません。

議員について

当所の役員は「会頭１名、副会頭４名、専務理事１名、常議員48名、監事３名」
を置くと定款に定められています。

◇役員の選任方法
　＊
　＊
　＊
　＊
　＊

役員について

（木）
（金）
（月）

（水）
（木）

（水）
（木）
（水）

（火）
（月）

（金）
（木）
（木）
（金）

（金）
（木）
（月）
（月）

（金）

8月 1日
2日
5日

7日
8日

14日
15日
21日

27日
9月 2日

6日
12日
12日
13日

20日
26日
30日

10月 7日

10月25日

選挙人名簿調整基準日
選挙人名簿閲覧告示

選挙人名簿閲覧期間

異議申し立て期間

選挙人名簿確定
3号議員の選任
（常議員会開催、
　3号議員選任同意）
3号議員確定

2号議員の選任期間
（各部会を開催、2号議員選任）

2号議員確定
1号議員選挙告示

1号議員立候補届出期間

1号議員立候補者確定
1号議員選挙　投票日
1号議員確定

臨時議員総会開催
（役員選任）

２０１９年度 議員の選挙
および選任に関する日程

ラグビーワールドカップ2019TM
豊田スタジアム 世界最高のラグビーを楽しもう！

豊田市経営戦略部 ラグビーワールドカップ２０１９推進課　TEL：0565ｰ34ｰ6786

ロビン・ウォーカー氏（写真中央左）と三宅会頭。
ラグビーで両文化が繋がります。

お問合せ

総務部 小田・粟津
TEL：0565ｰ32ｰ4568

お問合せ

会 頭
副 会 頭
専務理事
常 議 員
監 事

臨時議員総会において会員の内から選任。
臨時議員総会の同意を得て会頭が会員の内から選任。
臨時議員総会の同意を得て会頭が選任。
臨時議員総会において議員の内から選任。
臨時議員総会において会員の内から選任。

とよたcci.mail 2019／5月号6 7とよたcci.mail 2019／5月号

pick up!
今月の

pick up!
今月の



補助金の詳細は右記のURLにてご確認ください　　http://kzt-hojo.jp/

消費税軽減税率対応のための
レジ・システム補助金情報
軽減税率対応レジの導入等支援

平成30年度 第2次補正予算
事業承継補助金とは？

対象となる取り組み

補助上限額・補助率

中小企業相談所　TEL：0565ｰ32ｰ4593お問合せ

レジ補助金完了期限は
2019年9月30日（月）まで！

対 象 者 軽減税率の対象商品の販売を行っている中小の小売事業者等

ポイントチェック！
□ 現在使用しているレジが複数税率に対応しているかレジメーカー等に確認する
□ 2019年9月30日（月）までに導入・改修、支払いを完了し、
　 2019年12月16日（月）までに補助金の申請をする

補 助 率 原則3/4　3万円未満のレジ購入の場合は4/5

補助上限 レジ１台あたり20万円　券売機１台あたり20万円
なお、商品マスタの設定等が必要な場合はプラス20万円で上限40万円
1事業者あたり上限200万円

完了期限 2019年9月30日（月）

軽減税率制度の導入に伴い電子的に受発注を
行うシステムの改修等を行う必要がある中小
の小売事業者、卸売事業者等

受発注システムの改修等の支援

対 象 者 軽減税率制度の導入に
伴い請求書管理システム
の改修等を行う必要があ
る中小の卸売事業者、製
造事業者等

対 象 者

原則3/4補 助 率

150万円補助上限

2019年9月30日（月）完了期限

1,000万円（発注システム）、
150万円（受注システム）

補助上限

2019年9月30日（月）
システム会社に改修を依頼する場合は、2019年
6月28日（金）までに事前申請が必要

完了期限

原則3/4補 助 率

ポイントチェック！ □ システムの改修・入替の必要性についてシステムベンダー等に確認する
□ 補助金の交付申請は原則代理申請となる

請求書管理システムの改修等支援

補助金の申請にチャレンジしてみませんか？

「事業承継補助金」

事業承継補助金は、事業承継やＭ＆Ａなどをきっかけとした、中小企業の新しいチャレンジを応援する制度です。
経営者の交代後に経営革新等を行う場合（Ⅰ型）や、事業の再編・統合等の実施後に経営革新等を行う場合（Ⅱ型）
に、必要な経費を補助します。

※1 事業転換＊により廃業登記費、在庫処分費、解体・処分費、原状回復費および移転・移設費（Ⅱ型のみ計上可）がある場合のみ認められる補助金額。
　　なお、上乗せ額の対象となる廃業登記費、在庫処分費、解体・処分費、原状回復費および移転・移設費（Ⅱ型のみ計上可）のみの交付申請は出来ないので注意すること。
※2 廃業登記費、在庫処分費、解体・処分費、原状回復費および移転・移設費（Ⅱ型のみ計上可）として計上できる額の上限額。
＊事業転換とは、少なくとも1つの事業所または事業の廃業・廃止を伴うものをいう。

Ⅰ型 Ⅱ型親族内承継、外部人材招聘など 合併、会社分割、事業譲渡、株式交換、株式移転、株式譲渡など

2016年4月1日～2019年12月31日の間に事業承継を行う必要があります

2019年4月12日（金）～2019年5月31日（金）19：00 申請受付期間

平成30年度第2次補正 事業承継補助金事務局
TEL：03ｰ6264ｰ2684（10：00～12：00 13：00～17：00 ＊土日祝を除く）お問合せ

●「事業承継補助金サイト」でご確認ください。　https://www.shokei-hojo.jp/
●関連サイト（中小企業庁サイト）　http://ｗｗｗ.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/index.html詳　　細

必ず交付決定を受けた後に補助事業を開始してください。交付決定前に契約・導入され発生した経費は補助対象となりません。

個人事業主も対象！
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Sou-navi
相談ナビゲーション

Sou-navi
相談ナビゲーション

タイプ

【Ⅰ型】
後継者承継
支援型

【Ⅱ型】
事業再編・
事業統合
支援型

●小規模事業者
●従業員数が小規模事業者
　と同じ規模の個人事業主

小規模事業者以外

審査結果上位

審査結果上位以外 1/2以内

1/2以内

2/3以内

2/3以内
100万円以上～
200万円以内

＋300万円以内 ※2
（補助上限額の合計は500万円）

＋225万円以内 ※2
（補助上限額の合計は375万円）

＋600万円以内 ※2
（補助上限額の合計は1,200万円）

＋450万円以内 ※2
（補助上限額の合計は900万円）

100万円以上～
150万円以内

100万円以上～
600万円以内

100万円以上～
450万円以内

申請の内容 補助率 補助金額の範囲 上乗せ額 ※1



（派）23ｰ301429　FAX.0565ｰ32ｰ8880

今年度は“特定技能ビサ開始”“働き方改革”
“均衡待遇”等の大きな変化がある年です。
今一度、お取引している紹介会社が
“本当に適正”かどうかの
再確認をお願いします！

弊社、担当営業マンがきちんとした
“根拠”をご説明に伺います！！

外国人人材紹介で１５年以上のキャリア！

経験値の無い外国人紹介会社に
仕事を依頼するのは非常に危険です！

この15年間で延べ120社に約30,000人の紹介実績！

ホテルトヨタキャッスル宿泊優待
宿泊３０％割引券 ※１枚につき１室（３泊）まで

【予約先】 ホテルトヨタキャッスル　ＴＥＬ：0565－31－2211

受付で「会報を見た」とお伝えください。

総務部 0565－32－4569
（受付時間 9：00～17：00）お問合せとよたcci会員のうれしいご優待！

フォレスタヒルズ

※他の割引との併用不可　※1枚につき4名さままで利用可

【レストラン】 レストランフォンターナ・和処 花乃里
【予約先】 ＴＥＬ：0565－58－3500
http://www.forestahills.jp

食事10％割引

会報読者の皆さまからいただいたご意見のご紹介コーナーです。

こぼればなし

commentator

「令和」おめでとうございます。万葉集を購
入しました♡
上皇が新天皇即位の瞬間に立ち会われ
る、というのは史上初ですね。
新時代の幕開けですね。
ワクワクします。
退位を「天皇としての旅を終える」と表現
されましたが、その会見が今でも印象に
残っています。

消費税引上げに関する経過措置、まだわ
からないことがいっぱいあります。困った
ものですね。
キャッシュレスの推進も相まって、お金関
係はなかなか大変です。かたや新紙幣の
発表もありましたが。
また取り上げたい内容です。
経過措置と軽減税率制度と、今年は目白
押しですね。

会報取材でのパフェとの出会いから、スイーツ男子にな
りそうな予感。
必需品のハンドクリーム。他の職員も狙っています。

担当 弓場・小池　TEL：0565ｰ32ｰ4567ご優待券・クーポンに関するお問合せ

割 引 ご来店特典

豊田市温浴施設じゅわじゅわ入場券

通常700円を600円で販売
※12歳以下の方、60歳以上の方は現地にてお求めいただくほうが割安です

販 売 本所・各支所にて

豊田プレステージホテル

※現金のみのお支払時利用可
※チェックイン時にご提示ください

【予約先】 ＴＥＬ：0565－34－5555
http://www.prestige-hotel.com

宿泊10％割引

プラザホテル豊田

※基本料金より10％割引　※チェックイン時にご提示ください
※カプセルホテルを除く　※他の割引との併用不可
※ランチタイムは除く

【予約先】 ＴＥＬ：0565ｰ29ｰ1811
http://www.plaza85.co.jp

shyna シエナ

※毎月先着10名さま限定（完全予約制）

ＴＥＬ：090－1234－0703

背中くびれリンパトリートメント（40分）

7,020円→5,000円

天ぷら 御食事処 まつ葉

※上限3,000円まで※1枚につき4名さままで

【予約先】0565－42－5717

名鉄トヨタホテル

※他の割引との併用不可
※1枚につき4名さままで

【予約先】0565-35-6611 http://toyota-hotel.co.jp

シーズナルキッチン『ル・ボナール』
日本料理『御河』・鉄板焼き『欅』

かみいろ美人

※新規の方のみ　※全体染め、ロング料金はプラス1,000円～
※特殊カラーはやっておりません

ＴＥＬ：0565－42－4266

カラーリングリタッチ料金

通常3,758円→3,218円

脱毛サロン
Punana プナナ

※新規の方のみ（完全予約制）

ＴＥＬ：080－6972－9190

えり足脱毛 2,700円→1,080円

トヨタセントラルゴルフ

（2,200円 or 5,200円スマイルカードは除く）

ＴＥＬ：0565－58－2900

50球追加

有限会社 真栄コーポレーション
アイクリーナー

ＴＥＬ：0120－85－1907

ハウスクリーニング１０％OFF

お食事１０％割引

飲食代１０％割引

オリジナルプリントショップ
アンジュクール

※無地アイテムなど
　一部商品除く

（月～木 17:30～22:00のみ利用可）

ＴＥＬ：0565－76－7075

オリジナルウェア各種・タオル・名刺など

プリント料金２０％OFF

猿投温泉金泉閣

【予約先】 ＴＥＬ：0565－45－6111
http://www.sanageonsen.jp

大人通常
1,500円を1,200円
小人通常
1,000円を 700円

岩風呂
入泉料

メンズ
サウナ
プラザ

通常
2,300円を1,500円

プラザ
ホテル
豊田

宿
泊10％割引

げんき
食堂

WAKU家
飲
食10％割引

ホテル金泉閣
1泊2食、昼食、
夕食の基本料金より

10％割引

下記共通クーポンを切り取ってご利用いただけます
※お会計前にご提示ください

対象店舗で使える！
共通クーポン

プリペイドカード
新規ご購入時に

正解者の中から15名さまに
『猿投温泉 日帰り入浴
平日無料券』をプレゼントします。

正解者の中から15名さまに
『猿投温泉 日帰り入浴
平日無料券』をプレゼントします。

〒471ｰ8506 豊田市小坂本町1ｰ25　
豊田商工会議所 総務部 宛
E-mail：somu@toyota.or.jp

ハガキ、またはメールに　①クイズの解答
②気になった記事　③氏名
④郵便番号・住所　⑤事業所名を明記し、
下記までご応募ください。

応募方法

5月24日（金）到着分まで
※当選者の発表は、景品の発送をもってかえさせ
ていただきます。
※ご応募された方の個人情報は、当選者の選定・
発送以外は使用いたしません。

応募締切

応　募　先

A B C D E

●□に入るのはカタカナ１文字です
●「ァ・ィ・ゥ・ェ・ォ・ャ・ュ・ョ・ッ」などの小さい字
　（促音・拗音）は、大文字の「ア」や「ツ」として１文字とします
　（例：「ショック」→「シヨツク」）
●濁音や半濁音は１文字として数えます
●A～Fに入れた文字を並べると、ある言葉が完成します

ルール

. 春・夏・秋・冬と巡ります

. 好きなアイドルの公演に
　何度も行くような熱狂的ファン
. 「新規○○○○○」とは、改めて初めから行うこと
. 新聞の折り込み広告
. 飲み代は後日まとめて支払います
. 絵画を飾る枠
. 金銭などの無駄遣い
. 甘い、しょっぱい、辛い
. ことわざでは「立て板」や「焼け石」にかけるもの

1
2

3
4
6
8
9
11
12

. 岩からも採れる調味料

. 頭の部分をこすって火をつけます

. 回文のような名前の鳥

. 湯を循環させない、源泉○○○○○の温泉

. 人気ドラマの○○地を巡礼する旅

. 万と兆の間の単位

. 歩きの動作をしながらも前には進みません

. ジンギスカンに使われるのは何の肉？

. 寺院を表す○○記号は「卍」

1
3
5
7
9
10
11
13
14

クロスワードパズル

税務相談 記帳方法・税額計算・消費税の仕組み等相談に応じます。

タテのカギ ヨコのカギ

タテとヨコの問題を解いて、白い□を埋めてください。

注
意
点

先月号
の答

専門家の力を借りたいとき、サッと手配します 無料の専門相談 要予約

相談名・内容 日にち 時間 場所

21日（火） 13：30～17：00 本所

金融公庫相談 日本政策金融公庫相談員が行う最高1億2千万円までの事業資金相談。
新規開業者の方もご相談に応じます。 毎週木曜 13：30～15：00 本所

信用保証相談 運転・設備資金の必要な方、愛知県信用保証協会相談員が応じます。 第2水曜 13：30～16：00 本所

法律相談 商取引・債権回収・交通事故・契約等のトラブルの相談に応じます。 第3月曜 13：30～17：00 本所

自社株まわり相談 自社の株式に関するご相談に、名古屋中小企業投資育成株式会社の職員が応じます。 第2火曜 13：30～16：00 本所

行政書士相談
各種法人の設立、各種営業の許可・宅建業免許申請、建設業許可・経審・入札参加申請、産業廃棄
物許可申請、外国人の在留資格申請、建築・開発・農地転用許可申請、運送業・特殊車両通行許可
申請、車庫証明、契約書の作成等について相談に応じます。

第3水曜 13：30～16：30 本所

エコアクション21環境経営相談 IT相談
HP作成やソフトの操作方法
（Word、Excel、PowerPoint、
Access）、IT活用、パソコントラ
ブルなどITに関するさまざまな
相談に応じます。

5/21（火）、6/18（火）
14：00～17：00
本所

日 時

場 所本所場 所

平日13：30～17：00日 時

IT
相談員

3名定 員

株式会社ＩＴイノベーション
ＩＴコーディネーター
秋山 剛氏　福田 明弘氏

《お問合せ・お申込み》
下記の事項をご記入の上、ＦＡＸにてお申し込みください。
　　　　　事業所名、受講者名、年齢、TEL、ＦＡＸ
総務部 TEL：0565ｰ32ｰ4569　FAX：0565ｰ32ｰ1000

《お問合せ・お申込み》
●本　　所 TEL：0565ｰ32ｰ4593　●上郷支所 TEL：0565ｰ21ｰ0019
●高岡支所 TEL：0565ｰ52ｰ3047　●猿投支所 TEL：0565ｰ45ｰ1212
●松平支所 TEL：0565ｰ58ｰ0025　（受付時間 8：30～17：30）

ITに関するご相談はこちら！ご希望の日に開催 お気軽にご予約ください

認証・登録のメリット、導入までEA21の審査人が相談に応じます。

販売促進相談
集客・売上アップのためPOP・
DM・イベントの相談に応じます。

発明特許相談
アイデア・デザイン・意匠登録・商標・
サービスマーク等相談に応じます。

労務相談
賃金・社会保険・就業規則・
時短対策等相談に応じます。

（エコアクションのみ～16：30）

A B C D E F

12 13
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10 11

1

54

3

76 A

C

D

E

F

B

記入事項
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11 12
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●お一人さま1回1枚限り有効　●他券との併用不可
●有効期限 2019年6月10日まで

豊田商工会議所会報 2019.5月号

共通クーポン コピー可
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これ１本で
身体、顔、髪の毛、全身が洗えます。

雇用形態は直接雇用(農業・漁業は派遣も可)
日本語能力はN4以上
技能試験あり技能実習生2号終了者は免除

外国人技能実習生制度に
３業種追加、８０業種になる
・   漬物製造、リネンサプライ
     メディカル給食を追加
・   2号終了時(3年間)の検定試験始まる
     実施試験は必要
     合格者のみ3号(4.5年生)への移行可能
・   但し3年間実習した者は
     特定技能1号に移行可能
三菱自動車・パナソニック・アイシン新和
ターンベリーの4社は5年間技能実習生、
外国人材(特定技能)ともに受入停止

いよいよ新しい外国人材の在留資格「特定技能」
４月より開始予定

実施業種は14業種
介護・ビルクリーニング・素形材産業
産業機械製造業・電気、電子情報関連産業
建設、造船舶用工業・自動車整備・・航空・宿泊
農業・漁業・飲食料品・外食

近日中に勉強会を予定しています。

水
温泉成分をギュッとコレ 1本に

災害時に

清拭として

汗をかいた時に

なしシャンプー

お問合せ
株式会社じゃがいも
TEL:080-4523-7293
FAX:0564-64-3992

お風呂に入れ
ない時に

＊

＊炭酸水素Na, 炭酸水素 K( 洗浄成分 )

ど
こ
で
も

詳しくはこちら最近の事例として日本人が企業で実習計画と異なる業務
に従事させるなど労働基準法、労働衛生法で違反が確定し
新たな外国人実習生及び特定活動　外国人材の受け入れ
ができなくなったケースがあります。

簿記は世界共通の「ビジネス言語」であ
り、仕事のあらゆる分野に関わる最低限の
基礎知識です。今では多くの企業が新入
社員に取得を望む資格となっており、社会
人になってからでも受験を希望する方が多
くいらっしゃいます。

福
利
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生
が

充
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て
い
る
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44.2 43.8
38.1

26.0 24.2 23.9

引受幹事会社 アクサ生命保険株式会社豊田営業所 TEL：0565ｰ34ｰ3063
豊田商工会議所総務部　　　　　　　　　　　　 TEL：0565ｰ32ｰ4569

お問合せ

群 青 Power of Smile 青年部活動報告

　第34回通常総会が豊田商工会議所にて
開催されました。平成30年度の事業報告並
びに収支決算報告では、青年部の活動が走
馬灯のように思い出されました。平成最後の
活動は井上会長のもと、記憶にも記録にも残
る年でした。
　日本の新しい元号が『令和』に決まり新時代
が始まる今、2019年度の事業計画案並びに
収支予算案も可決承認され「Power of Smile
（笑顔の力）」をスローガンに、寺田会長率い
る豊田商工会議所青年部の新しい活動がス
タートしました。笑顔の力で繋がり合い、大き
な力になることに期待します。

通常総会4
11

現在我が国では「働き方改革」の下労働環境が大きく見直さ
れており、同時に労働者の働くということに対する意識も大き
く変わりつつあります。
昨今の就職活動を行う学生においても例外ではなく、右グラ
フが示す通り就活生が企業に求める条件として「福利厚生の
充実」や「従業員の働き方や健康への配慮」などの面につい
ての関心が非常に高まっており、「従業員が健康な事業所」言
わば「健康的な事業所」であることは新たな人材を獲得する
にあたって非常に重要な要素になっているといえます。
当所はアクサ生命株式会社とともに、共済事業を通じて会員
の皆さまの福利厚生充実・会員サービスの向上を目指してお
ります。今年度は重点的なテーマとして事業所で働く従業員
の方だけでなく事業所が健康的に働くことが出来る職場環境
の実現を目指していける保険・共済のご案内を推進してまいり
ます。
4月15日～6月28日までを共済推進強化期間として、当所職員
がアクサ生命推進員とともに会員の皆さまを訪問させていた
だき、事業所の悩みを解消するためにぴったりなアクサの保
険商品やおすすめの共済制度をご紹介させていただきます。

共済キャンペーンのご案内豊田商工会議所おススメ！

Ｑ．将来、どのような企業に就職したいか
（就活生が３つまで選択）

（参考：全国健康保険協会愛知支部「健康宣言書」）

（出典：経済産業省「第13回健康投資ＷＧ事務局説明資料①」より上位6項目を抜粋）

令和時代の幕開け！ 新たな時代と共にしませんか？
豊田商工会議所がおすすめする資格はこちら！！

2019年度検定試験スケジュール一覧

※10月以降の受験料が異なりますのでご注意ください。

総務部 検定担当　TEL：0565ｰ32ｰ4569お問合せ

２０１９年度の秋以降の検定試験スケジュールは以下のようになっております。

第152回簿記検定試験（1～3級）

簿記
そろばんを使った計算能力と
暗算能力を養い、実力を問う
検定です。
計算力・暗算力・集中力など、
多くの力などが養われるとし
て、注目されています。

珠算
流通・小売分野で唯一の公的資
格であり、販売技術や接客技術
をはじめ、在庫管理やマーケティ
ング、労務・経営管理など、幅広
く実践的な専門知識を身につけ
ることが出来ます。

販売士
（リテールマーケティング）

上記の検定は直近では以下の
スケジュールで開催予定です。

実施日 6月9日（日）
申込受付期間 4月8日（月）～5月17日（金）第216回珠算検定試験（1～3級）

実施日 6月23日（日）

申込受付期間 4月15日（月）
　～5月23日（木）

第84回（2～3級）販売士検定試験

実施日 7月13日（土）
申込受付期間 5月20日（月）～6月21日（金）

試験名 回 級 受付期間 受験料 （　）内は増税前の料金

153 1～3 10月1日（火）～10月25日（金）

試験日

11月17日（日）

154 2～3 12月16日（月）～1月24日（金）2月23日（日）

１級　￥7,850（￥7,710）
簿　　記 ２級　￥4,720（￥4,630）

３級　￥2,850（￥2,800）

217 1～3 8月19日（月）～ 9月26日（木）10月27日（日）

218 1～3 12月16日（月）～ 1月24日（金）2月9日（日）

１級　￥2,340（￥2,300）
２級　￥1,730（￥1,700）
３級　￥1,530（￥1,500）

85 1～3 12月16日（月）～ 1月24日（金）2月19日（水）
１級　￥7,850　　　　　
２級　￥5,770（￥5,660）
３級　￥4,200（￥4,120）

珠　　算
（そろばん）

販売士
（リテールマーケティング）

情に棹さ
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編 者散文
Editor's prose

大人になると1年があっという間に過
ぎるのはなぜ？
チコちゃんの答えは「人生にトキメキ
がなくなったから」。30年余の「平成」
時代。子供の頃の「昭和」よりもずっと
速いスピードで過ぎ去ったと感じるの
がその理由であるならば…「令和」は
思いっきりトキメクゾ！！
（チコちゃんに叱られっぱなしのY.O）

15日（水） 春の交通安全立哨活動
18日（土） STREET ＆ PARK MARKET 【桜城址公園】

19日（日） 2019年豊川・矢作川連合総合水防演習・広域連携防災訓練
20日（月）・21日（火） とよた小坂 食べ歩き 飲み歩き vol.13
27日（月） 通常議員総会
27日（月）ＩＴ導入補助金（第一次公募 開始予定）
～6月28日まで 豊田ものづくりブランド募集中

商工会議所他行事予定 月5知って
おきたい用語集

自社の「ブランド」を消費者に認知させ、市
場における自社（商品）のポジションを明
確化させる活動のこと。

例）
「豊田市といえば世界の〇〇〇」
「ビールといえば〇〇〇！」

－ 近年よく耳にする言葉の意味を知ろう －

ブランディングとは？2

※上記のような意識が市場に浸透していれば、多
額の広告費や販促費を投入して集客活動を行
わなくても顧客を獲得することが可能となる

関
係
各
所
よ
り

newsnews

豊田市飲食業組合からのお知らせ

事業所人事担当者の方を対象に2020年3月新規学校卒業予定者を採用するための求人説明会を開催します。求人申込手続きや採用選考
などについてご案内します。
■日時　2019年5月23日（木）13:30～16:00　■場所　豊田市民文化会館（公共交通機関をご利用ください）
■内容　最近の雇用情勢、学卒概況、求人募集方法について　■対象　豊田職安管内（豊田市・みよし市）事業所
■お問合せ　豊田公共職業安定所 企業支援部門　TEL：0565ｰ31ｰ1400（31♯）

豊田商工会議所4階内に事務局を構え、現在約400店の組合
員さまを有する当組合（昭和23年設立）は、昨年10月に「豊田
市飲食業組合イベント外商部」という新たな組織を立ち上げま
した。
この事業部は、豊田市内での様々なイベント（産業フェスタ、
ガーデニングフェスタ）、商工会議所会員さまの事業所でのイ
ベント行事、レクリエーション、各地域での催事に屋台、出みせ
として飲食ブースを設置し、イベントの更なる盛り上げにご協
力いたします。企画、立案段階からご相談承ります。詳細については、下記「豊田市飲食業組合」までお気軽にお問い合せください。
■お問合せ　豊田市飲食業組合（豊田商工会議所4階）事務局　TEL：0565ｰ33ｰ5515　E-mail：toyota-inshoku@orchid.plala.or.jp 

人事担当者対象 新規学校卒業者採用のための求人説明会

■日時　２０１９年６月２１日（金）･２２日（土）　■場所　豊田市コンサートホールほか
■内容　講演、分科会（働き方改革や女性活躍、性の多様性など個人や企業、社会の選択と行動について考えます。）
■お問合せ・お申込み　とよた男女共参画センター　TEL：0565ｰ31ｰ7780

｢どう生きる？人生100年時代｣講演会・分科会のご案内
ー働き方改革、女性活躍、企業の選択とはー

豊田市内で生産・販売している和菓子やお茶をはじめ、選りすぐりの商
品を当所が運営するｗｅｂサイトで紹介しています。ぜひご帰省やお客さ
まへのお手土産等でご利用ください。ビジネスシーンでのご利用も増え
ています。また社内報等でご紹介していただける機会がございました
ら、本件担当までご一報ください。

２０１９年度 WE LOVE とよたマルシェ 加盟店紹介

第121回
豊田商工会議所
通常議員総会

お知らせ

お知らせ
当所窓口
ご利用の皆さまへ

2019年5月27日（月）14：00～15：00日　　時
場　　所 当所2階　多目的ホール
お問合せ 総務部 粟津・成瀬 TEL：0565ｰ32ｰ4568

お問合せ 総務部　TEL：0565ｰ32ｰ4567

お問合せ 総務部まちづくり振興 担当　TEL：0565ｰ32ｰ４５９５

役員・議員各位におかれましては、万障お繰り合わせの
上ご出席くださいますようお願い申し上げます。

5月19日（日）
緊急速報メールが鳴りますお知らせ

2019年豊川・矢作川連合総合水防演習・広域連携防災訓練の実施に伴い、5月
19日（日）10時ごろ、緊急速報メールが配信されます。このメールは、マナーモード
でも鳴動しますのでご注意ください。詳しくは今月号折込チラシをご覧ください。

7月1日より、当所内職員配置が変更となり、1階は中小企
業相談所職員が、3階は総務部職員が在席します。そのた
め、これまで1階で対応しておりました各種検定や会場貸出
等の総務部受付窓口が、3階事務所へ移動します。変更に
伴い、ご迷惑をおかけいたしますが、ご承知おきください。

お知らせ

RWCをビジネスチャンスに！
ラグビーワールドカップ2019TM
外国人観戦客に関する説明会開催

日　時 2019年5月31日（金）10：00～ 場　所 当所２階
内　容 大会の概要/外国人観戦客の特性 など

内　容 総務部まちづくり振興担当　TEL：0565ｰ32ｰ4595

説明者
（公財）ラグビーワールドカップ2019組織委員会
開催都市業務局長 足達 雅英　事務総長代理待遇 Mick Wright
事務総長特別補佐 三谷 秀史

RWC開催に伴い多くの外国人観戦客の来訪が予想されています。この絶好
のビジネスチャンスを逃さないよう、ぜひご参加ください。

お知らせ
とよたプレミアム付商品券

印刷業者募集お知らせ
豊田ものづくりブランド
2019年度募集受付中

豊田市を代表する優れた技術・製品を認
定する本制度。今年度より認定範囲を拡
大し、製造業の生産性向上に寄与する情
報通信事業者も対象になりました。認定特
典として、県内・関東展示会への共同出展
等販路拡大を支援します。貴社へ直接お
伺いしてご説明もいたしますので、下記へ
ご連絡ください。

メッセナゴヤ2019、テクニカルショウヨコハマ
2020等への共同出展、認定技術・製品パンフ
レット作成による広報支援など（予定）

～2019年6月28日（金）募集期間

国の補助金を活用し、当市では「とよたプレミアム付商品券」を
発行します。当券の発行にあたり、印刷業者の募集を行います。

2019年5月7日（火）～5月10日（金）申込期間

本所３階窓口にて直接または電話申込方法

総務部 商品券担当
ＴＥＬ：０５６５ｰ３２ｰ４５９５

お問合せ

５月２３日（木）１０：００～ 当所 本所
※申込期間内に受付を行った事業所が参加対象となります。

入札
説明会

①豊田商工会議所または６商工会の会員であること
②入札説明会へ参加できること

参加資格

①商品券企画・印刷 約３０万冊（１枚５００円 １０枚綴）
②商品券取扱店周知用ポスター約９千枚
③商品券取扱店一覧チラシ約６万枚
④その他付帯業務
※①～④は、見込みであり変更する場合があります。

業務概要

認定特典

お問合せ

中小企業相談所　担当 愛知
TEL：0565ｰ32ｰ4594
豊田市ものづくり産業振興課
TEL：0565ｰ47ｰ1250

お知らせ

名古屋公演 平日ご招待券（ペア券）プレゼント！
5月7日～6月10日の平日で使用できるご招待券を、抽選で10組20名にお贈りします！

お知らせ

世界が感動したスーパーミラクルイリュージョン

2019年3月23日（土）～6月10日（月）（休演日時はホームページ等でご確認ください）日　　時

場　　所 名古屋市白川公園特設会場（地下鉄伏見駅より徒歩6分）

ご招待券
応募要項

公演詳細 公式ホームページをご覧ください。

注意事項

応募締切 5月14日（火）必着

検 索木下大サーカス

ハガキまたはメールに　①住所②事業所名③氏名④電話番号⑤当会報への意見・感想（気に
入っている記事や、改善してほしいところなど）をご記入いただき、「サーカス希望」とご明記し
たうえで、豊田商工会議所へお送りください。（送付先はP.10のクロスワードコーナーに記載）

お１人様ペア券一組のご応募といたします。複数回ご応募いただいた場合は無
効とします。当所で抽選後、発送をもって当選発表にかえさせていただきます。

◆２０１９年度加盟店

●森のパン屋（美里町）　　　こだわりの手作りパンは、「やさしさ」が伝わる逸品ばかり。JAや愛知牧場でも販売しています。
●足助まいど商店（足助町）　明治中期に建造された蔵で足助ならではの商品を販売しています。

新規

【継続加盟店一覧（順不同）】
店舗名・所在地 店舗名・所在地 店舗名・所在地 店舗名・所在地

好評につき
今月号でも
プレゼント！

記念講演：青野 慶久氏
サイボウズ（株）代表取締役

高香園 吉原町
大橋園芸 鴛鴨町
内藤精肉店 伊保町
こいけやクリエイト 平戸橋町
松華堂 宮上町
シティーカフェ 御幸本町
お茶の松南園 永覚新町
deli&cafe Dolce Vita 朝日町

JAあいち豊田産直プラザ 西 町
いわたのはちみつ 木瀬町
浦野酒造 四郷町
徳本まんじゅう 中垣内町
福寿園 和会町
蔵元 桝塚味噌 桝塚西町
つたや製菓舗 山之手
ふるさと本舗 九久平町

三好屋顕英 神池町
菓匠 川村屋 喜多町
ブルーベリーのこみち 野入町
スズマン本舗 足助町
菓舗 近江屋 若林東町
碧園 お茶の純平 吉原町
井口製菓舗 四郷町
豊田両口屋 堤 町

花月 竹生町
練り物専門かねまさ 亀首町
猿投温泉 加納町
カノン珈琲 広久手町
日月もなか總本舗 川村屋 足助町
猪鹿工房 山恵 新盛町
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