
8月２4日（土）9：40～（予定）
豊田スタジアムメインゲート前

注目の「青年部ステージ」では毎年大白熱の
「ストリートダンスコンテスト（24日）」や、地元
出身アーティストのライブを開催。トヨタ自動車
運動部選手のトークショーも楽しみです。更に、
来場者からラグビー応援メッセージを募集し、
フィナーレにバルーンリリースを行います。

豊田産のお茶でグリーンティーを販売します。特設
ゲームコーナーでは、大人も欲しいラグビー世界
大会グッズが景品に！ぜひチャレンジあれ。

毎冬、豊田市駅を彩り、来街者を楽しませてく
れるイルミネーション。今年も会場で、皆さま
からの協賛を大募集！一口500円で、大人気の
オリジナルピンバッジを進呈します。

市内企業約70社出展！
ラグビーグッズ販売も。

「WE　LOVE 　とよたマルシェ」の逸品や
ツーリズムとよた・金沢市など観光協会特選
商品の販売や観光情報が見られます。
市内若手和洋菓子職人「豊田プレミアム
スイーツクラブ」による、売り切れ必須の
スイーツ販売も！

会場全体でラグビーを盛り上げます！各出展ブースや飲食店でラグビーにちなんだ
展示・商品・体験が楽しめます。「TRY FOR ALL」が目印です。

2019年9月23日（月・祝）、いよいよ豊田スタジアムで第1戦が行われます。とよた産業フェスタにお越しくださった皆
さまとともに、ラグビー世界大会が大成功するよう、直前イベントとして盛り上げます。また、この世界大会での感動を
「その先」の東京オリンピックへつなげるため、日本を代表するアスリートが登場予定です。お楽しみに！

エンジョイ ラグビー ～感動を そしてその先へ～テーマ

産業
PRストリート

東海地区最大級の出店数！
約45店の逸品グルメがズラリ。

市役所の各課・団体から出展。
楽しく市の事業が学べます。

早い者勝ち！当市自慢の旬の
おいしい農・漁産物を販売。

公共
PRストリート

ランチ
マーケット

農林
マーケット

真夏の開催で一味違う！
ラグビー×約200の展示

“走る愉しさ”とともに復活した「新型
Supra」の走行や、スポーツ選手の登場な
ど、華やかな幕開けを演出します。司会は、
今年で7期目となる「とよたPR大使」。3人
揃っての初任務を頑張って務めます。

スープラ

ご来場は無料シャトルバスをご利用ください。
豊田スタジアムに来場者用駐車場はありません。

豊田
スタジアム

トヨタ自動車（株）本社
第2立体駐車場（地図参照）発着

名鉄豊田市駅
（名鉄トヨタホテル前発着）
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山之手3丁目

御幸本町3丁目東
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※この交差点を曲がる

山之手4丁目

P トヨタ本社第2立体駐車場
シャトルバス発着場

北

トヨタ自動車
本社

最新情報はHPまたはFBで公開中！

とよた産業フェスタ実行委員会事務局　小田・前田・成瀬　TEL：0565ｰ32ｰ4596

検 索とよた産業フェスタ

お問合せ

●オールトヨタ
　フレンドリーフェスタ2019

同時開催

例年の人気コーナーに加え、今年は
東京オリンピック・パラリンピックワー
ルドワイドパートナーとしての特設
コーナーがあります。

in とよた2019
イルミネーションス

トーリー

企業協賛も募集中
詳しくはイルミネーションストーリー in とよたの
公式Facebookページをご覧ください。

豊田商工会議所青
年部

豊田商工会議所女
性会

DANCE DANCE DA
NCE

観光PRコーナー

青年部監修のステージはいつも大盛り上がり

地元ダンスチームなど、キッズに
よるパワフルなパフォーマンス
が行われます。
毎年大人気のコンテンツです！

パフォーマンスエリア
オープニングセレモニー

見どころピックアップ

メインコンテ
ンツ

ミス百万石
横山実希さん来場

特に注目の内容を厳選してご紹介

TOYOTA CITY INDUSTRY FESTA 2019

WALES GEORGIAVS
9/23

MATCHES AT

MON

SAT

SAT

SAT

19:15~

9/28 18:45~

10/5 19:30~

10/12 13:45~

SOUTH AFRICA NAMIBIAVS

VSJAPAN SAMOA

VSNEW ZEALAND ITALY

TOYOTA STADIUM

この
Tシャツが
目印

産フェス会場で
新作ピンバッジが登場！

お楽しみに！

倉山 沙葵さん
くら やま 　さ　き

小笠原 悠さん
お がさわら はるか

筒井 亜美さん
つつ い  　あ   み

とよたcci.mail 2019／8月号2 3とよたcci.mail 2019／8月号

特集



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

)

0565-80-3731

〒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

5/5(日)

表示価格は、サービス料・税込みでございます。

(C)TENKO

フレンチコース＆
フリードリンク 予約制

大   人￥18,000
小学生￥15,000

＜第1部＞
DINNER 17:00-18:00
SHOW 18:00-19:00

＜第2部＞
SHOW 18:00-19:00

DINNER 19:00-20:00

＜第1部＞
DINNER 17:00-18:00
SHOW 18:00-19:00

2Ｆ宴会場

「留学生地域定着・活躍促進事業」留学生採用講座のご案内
現在、愛知県では、6,000人（108か国・地域）を超える留学生が県内の大学等で学んでいます。
本年4月に施行された改正入管法の影響もあり、留学生への理解や雇用の注目度も高まってきています。
本講座では、各方面の専門家から高度外国人材の採用や定着に関わる最新の情報を説明いただけます。

複数税率対応のための、中小企業・小規模事業者の皆さまがレジやシステムの
導入・改修に活用できる「軽減税率対策補助金」は本年9月30日（月）までに
機器等の導入（改修）、代金の支払いが必要です。

愛知県からのお知らせ

小規模事業者経営革新支援事業費補助金（支援補助金）のご案内
経営革新計画の承認を受けている事業者を対象とする補助金です。既存の事業を継続するだけでなく、
計画性を持って新たな事業活動に挑戦する小規模事業者を支援します。

講　座　名 「留学生採用講座」 ～高度グローバル人材を掴むヒント～
開　催　日 2019年8月21日（水） 13：30～16：30
開催場所 ウィンクあいち12階1202会議室（名古屋市中村区名駅4ｰ4ｰ38）

支援補助金の額 補助上限額 １００万円

補助対象経費

補助率 ３分の２

定　　員 80名（先着順） 申込締切 2019年8月16日（金）

お申込み 案内チラシ裏面に必要事項をご記入の上、ＦＡＸ：052ｰ857ｰ8857へお申し込みください。

そ　の　他
案内チラシはhttp://www.aichi-value.comからダウンロードしてください。

講座内容

●外国人材をめぐる政策動向について（経済産業省 経済産業政策局）
●在留資格変更手続き、改正入管法について（名古屋出入国在留管理局）
●「高度外国人材活躍プラットフォーム事業」のご案内（ＪＥＴＲＯ名古屋貿易情報センター）
●「留学生地域定着・活躍促進事業」と「留学生インターンシップ」実施事例（Ｍａｎ ｔｏ Ｍａｎ（株））
●「2020年春季留学生インターンシップ」について（名古屋外国人雇用サービスセンター）

検 索アイチバリュー

何も準備せずに消費税率引き上げ、
軽減税率導入を迎えると
お店は大変です！

詳しくは、軽減税率対策補助金事務局
TEL：0120ｰ398ｰ111　https://kzt-hojo.jp/

お急ぎ
ください！

8月1日から豊田商工会議所の一員となります。

トヨタ自動車で約30年、その関連会社である豊田

中央研究所で5年、経営・管理の仕事に携わって

きました。

私にとって豊田市は長年にわたり働く場所であっ

たと同時に今でもさまざまな機会にプライベートの

時間を過ごすとても身近で大切な場所です。

このたび会員の皆さま、職員の皆さまと一緒に豊田市の経済、社会の発展のために働ける機会を得ましたことを心から

嬉しく思います。同時にその責任の重さをひしひしと感じています。微力ながら精いっぱい務めてまいりますのでご指導

ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

吉村常任参与のご紹介
次期専務理事予定者 よろしくお願い

いたします

愛知県から承認を受けた経営革新計画に基づき実施する、①
新商品・新役務の開発又は生産・提供、②新たな販売方式の導
入、③新たな生産方式の導入及び役務の新たな提供の方式
の導入の事業であり、補助対象経費は事業ごとに異なります。
※中小企業等経営強化法（平成１１年法律第１８号）第８条第１項に
基づき、愛知県知事から経営革新計画の承認を受けており、計画
の実施期間中であること等、要件があります。

募集締切 ２０１９年８月１９日（月）
※経営革新計画の承認を受けられていない方は、申請時
までに計画承認を受ける必要があります。

実施機関

愛知県商工会連合会支援補助金事務局 
TEL：052ｰ562ｰ0041
補助金の詳しい要件などは、
http://www.aichiskr.or.jp/をご覧ください

お問合せ
豊田商工会議所 中小企業相談所
TEL：0565ｰ32ｰ4593

本件のご相談は
お早めに！

１９５９年生まれ 岐阜県出身 日進市在住
１９８２年 トヨタ自動車株式会社入社
趣味
音楽・美術・建築鑑賞

常任参与 吉村 一孝
よし　 むら かず 　たか
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『ミシュランガイド愛知・岐阜・三重 2019 特別版』掲載記念！！
豊田商工会議所 会員事業所

会員紹介

8月号では7件の飲食店をご紹介します

掲載していただいたこと、素直に嬉しく大変光栄に思っています。
ご支援いただいたお客さまと、支えてくれたスタッフに感謝の気持ちで一杯です。

掲載についてひとこと

担担麺好きのための担担麺を作りたいという店主が作り出した、完全オリジナルのク
リーミーなマイルド担担麺。辛さの中に胡麻のコクと旨みが凝縮されているスープに特
製極細麺と自家製ラー油が食欲をそそる。もう一つの看板商品「土鍋麻婆豆腐」は、『お
とうふ工房いしかわ“至高のもめん豆腐”』を使用した本格派でこちらもおすすめ。

ラーメン/Ramen

山之手 虎玄 Yamanote Toragen

豊田市山之手5ｰ90　TEL：0565ｰ41ｰ5669
https://toragen.storeinfo.jp/

こだわりの椀物等、評価していただけたことを大変嬉しく思います。弊社の別店舗、紹介
制「おでん雪月花」も今後掲載いただけるように努めてまいりたいと思います。

掲載についてひとこと

京風会席を供する料亭で修業を積んだ主人。出汁にこだわった椀物、旬の食材で鮮やか
に季節を表現した八寸など、どの品にも手の込んだ仕事が施されている。皮むきトマトに
すき焼味の牛肉を詰めた冷製「すき焼トマト」は、夏の風物詩。紀州南高梅が一粒丸ごと
入った「梅干しプリン」は甘味の名物だ。

日本料理/Japanese

菜花むら Nakamura

豊田市広久手町3ｰ22ｰ2　TEL：0565ｰ32ｰ2825
http://www.toyota-nakamura.com/

豊田の豊かな自然で採れた旬な野菜を多くつかい、その時に一番美味しいものを提供し
ております。掲載いただいたことに甘んずることなく、今後も変わらない姿勢で取り組ん
でいきたいと思っております。

掲載についてひとこと

江戸前天ぷらの店で腕を磨いた主人。生搾りの胡麻油を使い、素材の味を存分に引き出
す。最初の一品は、春は白魚、夏はトウモロコシといった旬のタネ。味わいは淡いものか
ら濃いものへと徐々に移っていき、締めに天丼か天茶かを選ぶ。昼夜ともに1コースの
み。昼は、特にお値打ちの内容となっている。

天ぷら/Tempura

てんぷら いわ井 Tempura Iwai

豊田市西町2ｰ67ｰ4　TEL：0565ｰ35ｰ0301

掲載についてひとこと

店主が打つのは、端正な二八蕎麦。挽きぐるみの粉を細打ちした蕎麦は、風味豊かだ。長
野県の醤油を利かせたつゆは、関東風の味付け。駿河湾産桜海老のかき揚げが付いた
蕎麦の人気が高い。冬は、鴨汁ざると鴨南蛮が好評。蕎麦掻き、ニシン棒、焼き味噌と
いった蕎麦前から始めるのも良いだろう。

蕎麦/Soba

蕎麦処 なつ井 Sobadokoro Natsui

豊田市東山町1ｰ10ｰ9
TEL：0565ｰ80ｰ5517

『ミシュランガイド愛知・岐阜・三重2019特別版』に掲載していただき身が引き締まる
思いです。今後もお客さまにご満足いただけるよう、より一層精進してまいります。

お客さまに喜んでもらえるようにと日々一から丹精込めて手作りしてきましたので、掲載
していただき大変励みになります。これからも変わらぬ味を作り続けていきます。

掲載についてひとこと

江戸前流の仕事を施す名古屋の店で修業を積んだ主人。大ぶりな白身魚やマグロは寝かせ、
光り物は酢で締め、金目鯛や甘海老は昆布締めにするなど、魚の特性を見極める。粒感を残
すように炊いたシャリは、土地柄に合わせてやや甘めの塩梅。朗らかな主人の笑顔のもてなし
に、くつろいで食事が楽しめる。

寿司/Sushi

すし 朋輩 Sushi Houbai

豊田市京町4ｰ14ｰ12　TEL：0565ｰ41ｰ5003
http://www.s-houbai.com/

常連のお客さまをはじめ、来店くださるお客さまにお祝いの言葉をいただき掲載された
ことを実感しております。これからも日々お客さまにご満足いただけるよう励みたいとい
う思いです。

掲載についてひとこと

オペラが流れる空間に、100種以上のフランスワインがそろう。白衣に葡萄バッジを付
けて板場に立つのは、ソムリエから板前に転向した主人だ。おすすめは、和食を基本に、
オリーブ油やニンニクも使ってワインとの調和を図ったコース料理。素材を引き立てる味
付けに、京料理を学んだ経験が生きる。

日本料理/Japanese

割烹 なり田 Kappo Narita

豊田市桜町1ｰ41ｰ1　TEL：0565ｰ35ｰ7180　http://www.kappou-narita.com

掲載していただき驚きましたが、とても嬉しく思います。今後もお客さま1人ひとりにご満
足いただけるよう、さらなる努力をしてまいりたいと思います。

掲載についてひとこと

「炭」を表す店名のとおり、コンセプトは炭火料理と自然派ワイン。豊田市産の銘柄牛を
使う二つの料理が名物。一つは、塩胡椒でシンプルに炭火焼にしたステーキ。もう一つ
は、ミートソースに仕立てたボロネーゼのタリアテッレ。ワインリストは置かず、シェフに
相談しながら決めるスタイル。

イタリア料理/Italian

チャコール Charcoal

豊田市浄水町伊保原305 Y's Garden1F
TEL：0565ｰ46ｰ1134

100年以上の歴史を持つフランスのタイヤメーカー、
ミシュランタイヤが出版するガイドブック。飲食店や宿
泊施設の評価を格付けし、星の数で表すことで知られ
ており、世界中で出版されています。

「ミシュランガイド」とは？

割烹　なり田（桜町）・すし　朋輩（京町）・蕎麦処　なつ井（東山町）・
チャコール（浄水町）・てんぷら　いわ井（西町）・菜花むら（広久手町）・
山之手　虎玄（山之手）・フォレスタヒルズ（岩倉町）・
ホテルトヨタキャッスル（喜多町）　　　　　　　　　　　※50音順

掲載一覧

★7月号に掲載いたしました会員事業所の掲載一覧に誤りがございました。正しくは上記一覧になります。深くお詫び申し上げます。

祝

5月に出版された『ミシュランガイド愛知・岐阜・三重 2019 特別版』の「豊田」エリアに掲載された9つの会員事業所を7月号・8月号にわたってご紹介
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豊田市役所 産業部 ものづくり産業振興課 豊田市西町3ｰ60 豊田市役所西庁舎7階 
ＴＥＬ：0565ｰ34ｰ6774　E-mail：sangyou@city.toyota.aichi.jp

お問合せ

愛知働き方改革推進支援センター　ＴＥＬ：0120ｰ552ｰ754　FAX：052ｰ747ｰ5640お問合せ

働き方改革に向けて、特に中小企業・小規模事業者の方々が抱えるさまざまな課題に対応するため、愛知働
き方改革推進支援センターの中小企業診断士、社会保険労務士等の専門家が全力でサポートします。

働き方改革に関するさまざまなご相談に対応！

働き方改革無料相談会のご案内

加入できる方は次の条件に該当する中小企業者で、
引き続き1年以上事業を行っている方です。
■個人の事業主または会社で右表の「資本金等の額」または
「従業員数」のいずれかに該当する方

もしものときの資金調達 しっかりサポートします

経営セーフティ共済

働き方改革に取り組む事業所支援のため、豊田市が専門的知識を有するアドバイザーや講師を無料派遣いたします。

豊田市の働き方改革アドバイザー・
講師無料派遣事業のご案内

〈例〉 ●人手不足解消のための方法を知りたい！　　●生産性を高め、収益力を向上させたい！
　　 ●時間外労働の上限規制、年次有給休暇の義務化について知りたい！
　　 ●働き方改革に活用できる助成金を知りたい！…など

すべての事業者

【アドバイザー派遣】　働き方改革のための取り組みや女性の活躍、ワークライフバランスに特化した取り組みに
　　　　　　　　　　ついて検討段階から実行までそれぞれの事業所に合ったアドバイスや情報提供を行います。
【講師派遣】　　　　　管理職の意識改革、仕事と生活の両立やキャリアプランなど、働き方改革をテーマにした
　　　　　　　　　　セミナー研修会の講義を行います。
対　　象2

支援内容1

日時・場所3

対　　象2

相談内容1

市内の事業所、労働組合、団体等 ※事業所については、中小企業者に限る

【開催日時】　第1回目 2019年8月20日（火） 13：30～16：30
　　　　　　　※以降、2020年3月まで、毎月第3火曜日の同じ時間帯に開催（祝日を除く）
【開催場所】　豊田商工会議所 本所1階特設相談コーナー

詳しくは、
P.10の無料
専門相談を
ご覧ください

◆同一の事業所等への派遣は8時間（1回4時間以内）までです
◆アドバイザー派遣と講師派遣を組み合わせることも可能です

「経営セーフティ共済」は、中小企業倒産防止共済制度の愛称です。

どんな企業が加入できるの？ 資本金等の額業　種 従業員数
3億円以下製造業・建設業・運送業 その他 300人以下
1億円以下卸売業 100人以下
5千万円以下小売業 50人以下
5千万円以下サービス業 100人以下

3億円以下ゴム製品製造業（自動車または航空機用タイヤおよび
チューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く）

900人以下

3億円以下ソフトウェア業または情報処理サービス業 300人以下
5千万円以下旅館業 200人以下詳しくは、下記共済相談室へお問い合わせください
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「遺産・財産・受け継いだものや遺物」を意味す
る。近年、都知事が会議で「オリンピック後も残る
競技施設（“レガシー”）を作ることは賢い支出で
ある」との内容の発言をしており、後世に業績と
して評価されることを期待した計画中の事業に
対しての意でも用いられるようになった。
IOC（国際オリンピック委員会）は「Olympic 
Legacy」という言葉を用いて、競技に利用する
施設や開催時に必要なインフラの整備を通して
人々の生活がより良くなっていくということを提
唱している。

知って
おきたい用語集

－ 近年よく耳にする言葉の意味を知ろう －

レガシーとは？5

ホテルトヨタキャッスル宿泊優待

宿泊３０％割引券
【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

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

会員紹介コーナーは、毎月たくさんおハガキをいただいて、不動の人
気ですね。票が各コーナーにばらけていて、隅々までお読みいただ
いていることが分かりました。
「こぼればなし」への投票はゼロ…もっと読者の皆さまに媚びるには…
こらこら言い方（笑）
ちなみに総票数から、先月の猿投温泉さんの当選確率は約5割！
僕も応募すれば当たったかも？

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 本所のみ

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

美白フェイシャル＋首美白（60分）

7,560円→4,000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】ＴＥＬ：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

ＴＥＬ：080－6972－9190

子供脱毛（高校生まで）通常料金より

最大５０％OFF（完全予約制）

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

車のコーティング
ＭＩＧＡＸ ＮＢ（株）

※他の割引との併用不可

ＴＥＬ：0120－890－901
http://migax.net

（合）ビバ・ピール

※他の割引との併用不可

ＴＥＬ：0565－34－2583（9：30～15：00）
ＴＥＬ：090－3550－7016（15：00～）

１０％割引
全てのサービス１０％ＯＦＦ

身体も心もあったか、ポカポカ
よもぎむし（40分）
【ペア（2人まで）】
さらに1人あたり500円引き（40分）

※１枚につき
　１室（３泊）まで

先月号では「会報でいつもチェックする記事」の
調査をしました

1位 会員紹介 ・・・・ 9票 2位 特集 ・・・・ 4票

3位

いただいたお便りは、会報委員皆で読ませていただき
励みにしています。これからも、ぜひお声をお聞かせください

Sou-Navi・今月のpick up!・ラグビー関連記事
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 各2票
無料の専門相談・クロスワード・共通クーポン・
関連団体より・LOBO調査・Toyota cci news・
下段の紙面広告・裏面のグランパス
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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

8月23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

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

. 中世のナイト

. ひとりだけであること、○○○○赴任

. ひどく壊れること

. とんかつはヒレと○○○、どっちが好み？

. ○○○○エンド＝週末のこと

. 平成の次の元号

. テレビや写真画像の見た目の質

. 新潟県の県の鳥

1
2
3
4
7
8
9
11

. Ｎで表す方角

. 進路の反対

. 寝ている間に目的地に着く「○○○○列車」

. セカンド○○○、オペラ○○○

. 『三匹の子ぶた』三男の家はコレ

. ゴール目がけてボールを蹴りこむ

. 畳の部屋のこと

. 植物で葉や花を支える部分

1
3
5
6
8
10
12
13

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。 エコアクション21環境経営相談

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。

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

13：30～17：00 本所 20日（火）

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。

13：30～16：00 本所 第2水曜

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。

13：30～15：00 本所 毎週木曜

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。

IT相談

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。

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。

8/20（火）、9/17（火）
14：00～17：00
本所

日 時

場 所

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

第3火曜日
13：30～16：30

日 時

本所場 所

平日13：30～17：00日 時

本所場 所

《お問合せ・お申込み》

総務部 TEL：0565ｰ32ｰ4569　FAX：0565ｰ34ｰ1777

《お問合せ・予約申込みなど》

《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）

EDI※に関するご相談もお待ちしています！

ご希望の日に開催 お申し込み後 2週間以内の開催を原則

※EDI… ITを用いた業務効率化システム

相談日の前営業日午前中（行政書士相談は相談日の2週間前）までに
上記の窓口またはお電話にて事業主経由でお申し込みください。

※予約がなくても対応しますので、お気軽にご相談してください。

愛知働き方改革推進支援センター

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。

13：30～17：00 本所 19日（月）

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。

13：30～16：00 本所 第2火曜

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。

働き方改革無料相談
働き方改革に向けて、特に中小企業・小規模事業者
の方々が抱える課題に対応するため、中小企業診断
士・社会保険労務士等の専門家が相談に応じます。

13：30～16：30 本所 第3水曜

0120ｰ552ｰ754　FAX：052ｰ747ｰ5640

（エコアクションのみ～16：30）

下記の事項をご記入の上、ＦＡＸにてお申し込みください。
記入事項 事業所名、受講者名、年齢、TEL、ＦＡＸ

【岩倉町】 【喜多町】

【喜多町】 【加納町】

【喜多町】
【西中山町】

【四郷町】

【丸山町】

【西町】

【宮前町】 【御幸本町】

【十塚町】

【曙町】

【豊栄町】

12 13
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10 11
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4
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シ ヨ カ シ キ
オ イ ー ン
クリ
ウ オ ワ リ

バ

ブ

カ

ロ

ガ イ
ツ イ ール ツ

カ

ハ

カ ツ オ ブ シ

●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9月10日まで

豊田商工会議所会報 2019.8月号

共通クーポン コピー可
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使い慣れた で
自社内で なんでも 化！

グリーン企画 外国人雇用のイロハをお教えします

・技能実習1号、２号(３年間)終了後3号(2年間)へ
・技能実習２号、３号終了後特定技能へ

外国人技能実習生制度　益々充実！！

1

技能実習制度 
3 年または 5年3年または 5年

2

特定技能制度
1 号で 5年1号で 5年

3

特定活動制度
高度人材高度人材

14 職種認定

ー 3 つの雇用形態 ー

お問い合わせ　グリーン企画 奥村
TEL：090-44479422 FAX：0565-29-7810

技能実習を行うなら「企業単独型」がおすすめ
・一番の利点は出入国在留管理庁、技能実習新機構等に直接指導を
　　受けれる。

・海外研修協力機構(JITCO)の賛助会員になり申請書類作成の指導等
　　実習機構、出入国在留管理庁への申請取次も可能である。

・海外(現地)に工場、営業拠点、合併会社、関係会社がある事
　　海外工場の強化も目的の一つとする。

参考資料をお送り致します。お気軽にご相談ください。

協同組合アセンド・株式会社ベルウッド・株式会社マンツーマン協力の上

無料相談受付中

群 青 Power of Smile 青年部活動お知らせ

8月24日（土）・25日（日）10：00～16：00、豊田スタジアムにて「とよた産業フェスタ2019」が開催されます。24日、青年部ステー
ジにて行われる「STREET　DANCE　CONTEST」に出場希望の方は豊田ＹＥＧ公式HP（https://toyota-yeg.com）よりお申込みく
ださい。登録締切まで残りわずかとなっておりますのでお早めに！地元アーティストによるパフォーマンスも必見！その他ラグビーPR
体験ゾーンやダンボール迷路など、小さなお子さんでも楽しめる内容が盛りだくさんです！

新旧役員懇談会開催のご報告 女性会活動報告

７月４日、当所女性会の2018・2019年度役員と三宅会頭との合同懇談会が開催さ
れました。昨年度に引き続き、杉本会長のもと新役員が３名の体制となり、三宅会頭
より女性会事業のさらなる活性に繋げてほしいというお言葉をいただきました。
また、青年部寺田会長・BLC石川副会長も来賓として参加され、情報交換をすると
ともに懇親を深めることができました。

最新情報をお届け！

Toyotacci　.news
news

共済推進キャンペーン終了お知らせ

羽根田卓也後援会 会員募集お知らせ

新規会員さまのご紹介
7月10日の常議員会で承認された皆さまです。ご入会ありがとうございます。お知らせ

（敬称略・部会順）

事　業　所　名
第一商業

第二商業

第三商業

飲食業

第一工業

金融業

町　名

COEカンパニー 平戸橋町

事　業　所　名
建設業

サービス業

町　名

木村建築 西中山町

事　業　所　名
事業所名

町　名

鍼灸院 和 日 南 町
（株）FINE 加 納 町 Life up ウツシ らせん 小 坂 町
東海地所（株） 寿 町 福井コンピュータ（株）中部営業所 名古屋市
（株）ニッポー 若 宮 町 （株）キャッスルサービス豊田営業所 喜 多 町
インテリアワカイズミ 井 上 町 松﨑 永志 尾張旭市
中山不動産（株） 東 新 町 山方経営コンサルティングオフィス 大 府 市
（株）葵．トラスト 前 山 町 ワンダーキープマネジメントオフィス 名古屋市
ＫＧホーム（株） 御幸本町 （株）グリットウェブ 元 城 町
INBESTA 平 芝 町 （株）トヨタテック 平 井 町
大林建築設計事務所 秋 葉 町 服部 ひろみ 渡 刈 町
（株）MKコーポレーション 畝部東町 青木精一朗法律事務所 名古屋市

パソコンアーツ．U 山 之 手
Poware 丸 山 町 MTサロン日之出店 日之出町
Reve 西 町 サイポート（株）豊田営業所 小坂本町
LIFE MORE Active 山 之 手 （株）トヨタ用地補償 泉 町
ドックサロンはな 御幸本町 （株）Sunaolabo 喜 多 町
ミッドランド社会保険労務士法人 三 軒 町 炉葉笥 志 賀 町
Funny Bone 日 南 町 （株）メイクライフ 大 島 町

磯村無線 四 郷 町

LUCK ONE 山 之 手
モデスティ 駒 場 町

りっぷる合同会社 日之出町

櫻屋 やはち 元 城 町

山下 英則 名古屋市
（株）NTマシーン 竹 元 町
合同会社ポルタ 下市場町
（有）ヤマナカ工業 広久手町

第一生命保険（株）中部法人営業部 喜 多 町
馬場 康彰 伊 保 町

【STREET DANCE CONTEST】 【ラグビー体験ゾーン】 【ダンボール迷路】

豊田商工会議所一同

豊田経済懇話会 総会・講演会
「ディズニーランドの現場力」 安孫子薫氏語る！

1967年設立。豊田市・みよしエリアの経済人約150名を構成メンバーに、経済問題に関する調査・研究など豊田経済圏
の発展に寄与する活動を展開している。豊田商工会議所が事務局。

豊田
経済懇話会

関連団体より

7月8日、今年で52回目となる総会を当所にて開催。2018年度事業・収支
決算報告、2019年度事業計画・収支予算が承認されました。総会後には、
安孫子薫氏による「ディズニーランドの現場力～すべてはゲストのハピネス
のために～」を開催。ディズニーの職場づくりの理念や実践例を交えなが
ら、職場の一人ひとりが力を発揮できる仕組み、また明るい職場をつくる
コミュニケーション術など現場力を高める教育についてお話しいただきま
した。会場は115名の企業経営者や会員事業所の従業員の方々で満席
となり、熱心に講師の話に耳を傾けていました。

かおるあ    び    こ

第52回

お問合せ 株式会社メイドー内総務課 羽根田卓也後援会事務局　TEL：0565ｰ３１ｰ０３３０　ＦＡＸ：０５６５ｰ３１ｰ２１５３

4月15日より実施しておりました共済推進キャンペーンは無事終了いたしました。会員事業所の皆さまのご協力のおかげで、多く
の方にご加入していただくことができました。今後も当所および当所共済制度をよろしくお願いいたします。

７月11日、令和元年度の後援会総会が名鉄トヨタホテルで開催されました。後援会顧問を
務める当所三宅会頭も出席し、「地域一丸となって羽根田選手を応援し、東京オリンピック
出場の決定、そしてその活躍を通して羽根田選手・カヌー競技・豊田市を広く発信していき
たい。」と挨拶されました。後援会では、地元企業の皆さんのご加入をお待ちしています
（法人・団体会員　年会費１万円（１口以上））。一緒に羽根田選手を応援しましょう。
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登録支援機関
である弊社担当者が
ご説明させて
いただきます！

外国人人材紹介で１５年以上のキャリア！

特定技能ビザで"新しい外国人人材"を
ご検討されている
人事担当者様に朗報！

この15年間で延べ120社に
約30,000人の紹介実績！

日本語で
コミュニケーションが
とれるまじめな外国人
人材をご紹介します。
日本人以上の仕事ぶり、
習熟スピードの速い外国人を活用し、
御社の人材不足を解消します。

19登-000390

編 者散文
Editor's prose

夏にぴったりのスイーツと言えば…かき氷！
時間のあった学生時代（かれこれ25年以上
前？）は、某フルーツショップのかき氷に、よく
1時間以上並んでいたような。最近は、フォト
ジェニックな食べ物が大人気。かき氷なのに
見た目ショートケーキにしか見えないものやら、
常識を超える独創的なものが注目を浴びる。
歳を重ねて素朴が一番と感じるようになって
きた私だが、今年の夏はフォトジェニックグル
メを楽しんでみようかなっ。

（女子の気持ちを思い出したいS.T）

1日（木） あいちトリエンナーレ2019オープニング
「橋の下盆踊り in TOYOTABUDOKAN」 【旧東高校】

2日（金） NISHIMACHI UCHIMIZU Dining 【参合館１Fアトリウム】
2日（金） 豊田ものづくりブランド認定式典
10日（土） サッカー防災®「ディフェンス・アクション」 【市駅前 停車場線】
17日（土） STREET ＆ PARK MARKET 【桜城址公園】
19日（月） 小規模事業者経営革新新支援事業費補助金公募 締切
23日（金） IT導入補助金二次公募締切
24日（土）・25日（日） とよた産業フェスタ2019 【豊田スタジアム】
28日（水） 建設業部会講演会「豊田市長講演会」

商工会議所他ご案内 月8

活動報告

7
12

活動報告

7
25

newsnews

「大相撲名古屋場所」を前に今年トヨタスポーツ
センター（保見町）に宿舎を構える「宮城野部屋」
に7月1日、三宅会頭が太田豊田市長、JAあいち
豊田　柴田組合長と激励訪問しました。訪問時、歓
迎の意も込め豊田酒造の「香桜」四斗樽と桃、
米、スイカを謹呈。親方と朝稽古が終わった白鵬
関に豊田市の特産品として手渡しました。

当所４階会議室にて軽減税率直前対策セミナーを
開催。２日間で５０名の方に受講いただきました。
１０月１日より予定されている消費税率の引き上げ
に伴う軽減税率制度導入についての準備と実務
対策について、受講者一同熱心に聴講しました。

協議会では2020年度の予算に向けて、地方が真に必要とする国道、県道、市道、
河川のいずれもが長期安定的に事業が進められるよう、新たな財源の創設を検討す
るとともに、必要な道路・河川関係予算の確保を要望しました。道路については①生
産性の向上と、成長力強化など道路ストックを最大限に発揮する道路整備、②渋滞
箇所の改善に資する整備として、豊田南・北バイパスをはじめ、国道１５３号伊勢神
改良、国道３０１号、国道４１９号、（都）豊田刈谷線の整備促進を、また、河川は③安
定した産業活動を支える一級河川矢作川の治水対策について、早期整備を要望し
ました。当所からは三宅会頭が出席し、産業界としての意見・要望を伝えました。

あいち豊田農協本店前交差点にて実施。時折、小雨がパラパラと降
るなか、62名の皆さまにご参加いただきました。現在、愛知県は全国
ワースト３位であり、豊田市は今年に入り7名が交通事故で死亡して
おり、非常事態といえます。8月は、暑さやエアコンによる温度変化
から疲労が蓄積するうえ、夏休みの子供たちやレジャー目的でツーリ
ングしている二輪車・
自転車との接触事故
の可能性があります。
帰省時の渋滞や長距
離運転にも注意し、健
康状態と相談しなが
ら、安全運転を心がけ
ましょう。

軽減税率直前
対策セミナー開催

豊田の味 白鵬関に贈る
豊田に「宮城野部屋」宿舎 三宅会頭 激励訪問

とよた元気プロジェクト
ピンバッジ・ロゴシール
協賛にて進呈をしています

会員親睦ゴルフ大会 賞品協賛のお願いお知らせ

お問合せ とよた元気プロジェクト 実行委員会（事務局：総務部まちづくり振興担当）
TEL：0565ｰ32ｰ4595

とよた元気プロジェクトが掲げる「市内消費喚起」「地産地消」
「とよたからの情報発信」をテーマにした活動に賛同していた
だいた方に、ピンバッチ（1個500円）と、ロゴシール１セット
（ロゴシール100個分200円）を進呈しています。

10月29日（火）に部会合同事業「会員親睦ゴルフ大会」を開催するにあたり、賞品※

協賛をお願いしています。
ご協力いただける方は、下記までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
※生ものはご遠慮ください

申込締切 2019年9月27日（金） お問合せ 総務部　TEL：0565ｰ32ｰ4568

活動報告
9・7

8
夏の交通安全立哨活動

国土交通省中部地方整備局、愛知県へ要望
豊田市幹線道路整備促進協議会/豊田市河川整備促進協議会

本所・
各支所にて
受付中です

お知らせ

建設業部会
皆さまのご参加をお待ちしております。

お申込み・お問合せ 建設業部会 担当 早川・中原・小池　ＴＥＬ：０５６５ｰ３２ｰ４５９３

申込締切 ２０１９年８月２３日（金）
※定員１００名になり次第締め切り

場　　所 豊田商工会議所 ２階
多目的ホール

日　　時 2019年８月28日（水）
１1：００～１2：００

お知らせ

豊田市長講演会

会　　費 ３５，０００円（当日徴収します）

定　　員 ２５名（先着順）

視　察　先

〈１日目〉 秩父宮記念公園・芦ノ湖(箱根海賊船)・
　　　　三島スカイウォーク・伊豆長岡温泉
〈２日目〉 富士山本宮浅間大社・富士山世界遺産センター・
　　　　浮月楼・焼津さかなセンター

日　　時 2019年9月18日（水）～19日（木）
建設業部会 視察見学会（伊豆長岡）

講演会・視察の詳細は、担当までお問い合わせください。

活動報告

7
1

曇り空の下、晴れやかな笑顔で活動しました

愛知県庁にて

会議所からは豊田酒造の「香桜」 笑顔の白鳳と三宅会頭豊田の味ズラリ！

皆さま、準備はお済みですか？
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