
販路開拓の方法は業種によりさまざまですが、下表のように自社と顧客の間のチャネル（経路）やインターネット利用の有無等により、自社にあった方法
を選択することが大切です。中小企業実態調査によると、企業規模により広告宣伝費の金額には大差があり、従業員数５１人以上の企業と６～２０人の
企業を比較するとその差は約１５倍。特に中小企業は、限られた費用の中で自社にあった方法を選ぶことが大切です。そのなかでも展示会の利点は市
場調査と新規顧客へのアプローチが短期間に両立できること。日本
国内では、多種多様な展示会が開催されています。

日本における展示会の始まりは、明治4年。京都市で有力商人を中心に開催された「京都博覧会」が始まりとされています。昭和29年には全日
本自動車ショウ（東京モーターショー）が開催され、各産業分野の展示会が各地で開催されるようになり、より専門性の高い展示会の需要が高ま
りました。

自社の維持・発展のためにはより良い物を世に出すだけではなく、顧客の開拓が肝心です。既存
顧客のフォローも大切ですが、常に競争にさらされており、リピートに頼っているだけでは大きな
成長は望めません。新規顧客を取り込み、販路の多様化を図ることが求められます。
自社の販路拡大を考えるために、「何を売るか」と同じぐらい大切なのは「どこに売るか」を判断
すること。そのために行うべきことはマーケティング（市場調査）で、①自社の商品やサービスを
分析②ニーズがどこにあるかを検討し、複数の選択肢から自社に適した販路を開拓していきます。

展示会 自社の強みを
売り込むための複合ツール

マーケティングと販路開拓

展示会の始まり

第11回 とよたビジネスフェア 概要

平成29年度中の国内で開催された展示会開催数は369件と年々増加傾向にあり、
延べ来場者数も400万人を超えています。
開催地域で多いのはやはり関東で、東京には日本一大きな展示会場の東京ビックサイ
ト（東京都江東区　面積9.7万㎡）があります。
展示会が開催される目的は、展示から即売までさまざまですが、全体の81.5%は
BtoB（企業向け）の展示会。出展者、来場者ともに企業向けに行われていること
から、市場調査、販路開拓の方法としての関心の高さが伺えます。

増加する国内展示会

愛知県にも愛知国際展示会場「Aichi Sky Expo」が
今年8月30日にオープン。展示会場面積6万㎡は国内4位！

〈第10回 とよたビジネスフェア 開催成果〉

第10回では空飛ぶクルマの展示など
オープンイノベーションを推進

（参照：中小企業実態調査 経済産業省／日本展示会協会会員主催社・団体が平成29年度に開催した展示会実績について 一般社団法人日本展示会協会）

豊田市でも企業PRの場として、「とよたビジネスフェア」を毎年開催しています。その強みは総合展示会としての多様な出展者と来場者の多さ。前回
開催された第10回では、製造業をはじめ、情報通信業、ベンチャー企業、行政等幅広い出展者があり、来場者は4,000人を超えました。
自動車産業をはじめとして、高い技術を持った企業が集う場であることはもちろん、情報通信業や、健康サービス業等出展は多岐に渡ります。出展コスト
をかけられない小規模事業者でも出展しやすいサポートもあり、企業の発展と持続性、ひいては地域経済の成長を見据えたアプローチを行っています。

西三河最大級の総合展示会
第11回とよたビジネスフェアで販路開拓！

来年3月に第11回とよたビジネスフェアが開催されます。コンセプトは自社技術・製品・サービスの
PRと、自ら危機感を持ち自ら変わるチャンスの発見です。
人手不足に端を発した働き方改革が推し進められ、I oTや人工知能などの技術革新による急速な
国際競争の波のなかで、中小企業経営者を取り巻く状況はより一層厳しいものになると予想され
ています。そこで特に今回は、出展者・来場者を問わず生産性向上を積極的に推進できるような「し
かけ」を主催者として現在企画中です。展示会は首都圏の一極集中の傾向が続いていますが、基幹産業のある地域での展示会開催は、地方活性化や
さまざまな産業の発展につながります。当市は言わずと知れた自動車産業の集積地であり、とよたビジネスフェアは、日本が誇る産業技術に生で触れる
ことができ、多岐にわたる出展業種との情報交換により新たなコラボを探ることができる、学びとビジネスチャンスが一体となった当市ならではの展示
会です。首都圏の開催と異なり地域内の企業が多く集まることから、素早い展開も見込まれます。当フェアに参加することが自社・当地の発展の契機と
なり、更には日本の発展につながっていく可能性があります。
まずはこの機会にぜひ参加し、自社を売り込むための企業PRの場としてご活用ください！

出展者・来場者の「きづき」のために

多岐にわたる販路拡大の手立て

変革を勝機に！ ～豊田から潮流をつかむ～テーマ
2020年3月12日（木）・13日（金）  両日 10：00～17：00開催日時
スカイホール豊田（豊田市八幡町）会　　場

ただいま出展者を募集しています（11月30日（土）まで出展企業募集中）出展者募集
お申込みはwebからとなります。お申込み
ものづくり振興担当　TEL：0565ｰ32ｰ4594　ホームページ：bizfair@toyota.or.jpお問合せ

●自社技術・製品・サービス等のPR
●セミナー（トヨタ自動車株式会社による講演・ロボットの未来に関する講演・
　　　　　　自社製品を開発した企業・団体による講演）
●特別展示（生産性向上の成果発表）　●その他にも主催者企画を推進中

内容（予定）

来場者数 出展者数 商談
2日目

2,500人

1日目

1,600人

合計

4,100人

企業

108社

団体

13団体

合計

121社・団体

小間数

151小間

見積依頼

234件

後日訪問

584件

〈インターネット利用の有無による販路拡大の方法〉

不特定
HP（ホームページ）、
SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）、
業界・口コミサイト 等

新規営業、展示会 等

特　定 行動ターゲット広告、メールマガジン 等 DM（ダイレクトメール）、紹介 等
相　手

〈チャネル（経路）で比較する販路拡大の方法〉
種　類 コミュニケーションチャネル 流通チャネル 販売チャネル

内　容 商品やサービスを
認知してもらう媒体

商品やサービス
を顧客に届ける
媒体

商品やサービスを
実際に販売・契約する媒体

具体例
マスメディア、インターネット、
DM（ダイレクトメール）、
ポスティング、看板等、展示会

卸売業者、
輸送業者、
小売業者 等

小売店（実店舗）、代理店、
訪問販売、
ECサイト（通信販売）、展示会

インターネット上 それ以外

検 索とよたビジネスフェア

出展企業募集中！
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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

【住所】 豊田市日南町1ｰ48（鍼灸院 和と同施設）
【営業時間】 平日14：00～20：00　休日・休日前14：00～21：00
【定休日】 毎週火曜日　【TEL】 0565ｰ47ｰ5155　【HP】 funnyb.jp
【インスタグラム】 funny_bone_toyota　【E-mail】 info@funnyb.jp

トランポリン施設

FUNNY BONE（ファニーボーン）
創業のきっかけは？Q

A

仕事内容は？Q
A

トランポリンで跳ねると、体幹が鍛えら
れ、とても良い運動になります。本格的
なトランポリンを利用したことがある方
はまだ少ないと思いますので、一度体
験してその楽しさに触れてもらって、幅
広く色んな方に利用してもらえる施設
にしていきたいです。

トランポリン施設を時間単位で利用していただきます。オリンピッ
クでも使われる競技用ユーロトランポリンや、大小のトランポリン、
連続回転技の練習ができるタンブリングトランポリンを完備してお
り、本格的な体操選手の練習や、スポーツ選手のトレーニングにも
対応できます。もちろん、全く経験のない方や子どもも遊び感覚で
楽しんでいただけます。ボルダリングやスラックラインもありますの
で、ぜひ一度体験してみてください。

今後の目標は？Q
A

子供が体操をやっていて、名古屋や尾張
までトランポリン施設に通っておりまし
た。楽しそうに利用する方々を見るうちに
興味がわき、豊田市初のトランポリン施設
を作ろうと思い立ち、創業に至りました。

新規
創業

質の高い睡眠を売るお店

睡眠館オーガニック

【住所】 豊田市上郷町5ｰ21ｰ5　【TEL】 0565ｰ21ｰ0125
【営業時間】 9：00～18：00　　【定休日】 毎週月曜日・火曜日
【HP】 http://www.suiminkan.net/（睡眠館オーガニック）／ https://asiraku.com（足楽）

企業関連
情報

睡眠館オーガニック

会員事業所紹介
身体の不調を感じたら
鍼灸院 和（なごみ）

【住所】 豊田市日南町1ｰ48
（FUNNY BONEと同施設）
【営業時間】 10：00～20：00（時間外要相談）
【定休日】不定休・随時お問合せください　【TEL】 0565ｰ47ｰ7539

創業のきっかけは？Q
A

症状に対して、鍼灸を中心にあん摩、マッサージ、指圧を含めて一番
効果があると考える施術をします。痛みに対し、ただ対症療法を行うだ
けでなく、その痛みの原因が何かを考えて施術をしますので、生活習
慣や食生活なども細かくヒアリングするようにしています。また、19時
までにご連絡いただければ、22時からの施術も可能です。お時間は出
来る限り柔軟に対応させていただき
ますので、お気軽に相談ください。

仕事内容は？Q
A

ご来院いただいた方の表面的な痛
みだけでなく、心身とも改善するこ
とができるように努力していきます。

今後の目標は？Q
A

以前サラリーマンとして働いていた時に、肩こりが酷く、なかなか良
くならなかったのに、知人の勧めで鍼灸院に行ったところびっくりす
るほど良くなったことがきっかけで、こ
の仕事に興味を持ちました。自分のよ
うに身体の調子が良くなっていくこと
を多くの人に体験してもらいたいと思
い、自身で開院しました。

「会報見たよ！」で全施術 500円OFF会報限定クーポン 「会報見たよ！」で個人会員入会金 100円OFF！会報限定クーポン

フットセラピスト
谷澤 幸恵様（足楽ｰあしらくｰ）

寝具についてホンネ!!で
お伝えします

慣れると天井近くまで
跳べることも！

院長の鈴木 俊孝さま

FUNNYBONEさんと
隣接しています

すずき としたか

オーナーの富川 忠さまと奥様
とみかわただし

ものづくり

人手不足に負けない会社づくり！ ～人材を人財に～
日本の生産年齢人口は一貫して減少し、昨年初めて全人口の６割を下回り、今後も減少の一途を辿ると予想されます。
そこで重要なのは、従業員一人当たりの生産性向上。しかし大企業と比較し、中小企業には人材育成を内製化できな
い、従業員を外に出せない、人材育成にコストをかけられない等の課題が山積しています。
今月号は、経営者の皆さまを対象とした人材育成セミナー「森岡塾」をご紹介します。

ハイブリッドトラック・バスの導入が一部補助されます！
国土交通省が実施する「中小企業向けハイブリッドトラック等導入支援事業」の３次公募が９月２日から始まりました。
地球温暖化対策を促進し、環境性能及び燃費性能の高いハイブリッドトラック及びハイブリッドバスの普及を促進する
ため、中小トラック・バス運送事業者に対し、車両の導入費用の一部を補助します。

セミナー内容

中小企業の体質強化は経営者のレベル
アップだと考えます。規模が小さいからこ
そ、経営者のやり方で会社は大きく変わり
ます。経営者である以上、企業を発展させ、
従業員を守る義務があります。今、経営者と
して、何をすべきか一緒に考える機会にしま
しょう。

全4回シリーズで人材育成に関する講話
や中小企業の先進的な事例紹介、グルー
プ演習に加え、今回より企業訪問も行いま
す！経営の基盤となる人材育成を再認識い
ただき、今後の自社の経営に活かしてみま
せんか？

公募方法 公募期間中に、交付予定枠申込書を提出後、補助対象となる方の内定が行われます。
申請額が予算額を上回った場合は、補助額の減額や公募期間の短縮等があり得ます。

補助対象車両 ２０１９年４月１日～２０２０年１月３１日(金)までに初年度登録（予定）の
ハイブリッドトラック・ハイブリッドバス

補助率 通常車両価格との差額の1/3
公募期間 2019年9月2日～12月27日(金)必着　※補助対象となる方の内定は、原則受付順に行います

お問合せ 国土交通省 自動車局環境政策課 小松、村上
TEL：03ｰ5253ｰ8604　FAX：03ｰ5253ｰ1636

お問合せ 愛知県労働局産業人材育成課人材育成グループ　TEL：052ｰ954ｰ6365
申込方法 愛知県HPより申込書様式をダウンロードし、FAXまたはメールで申込み
定　　員 30名程度（原則全日程参加できる方）
対　　象 中小企業経営者（経営の決定に携わる方も可）
会　　場 ウインクあいち（名古屋市中村区（1回、3回、4回）、西島（株）（豊橋市石巻西川町）（2回）

締　　切 10月10日（木） 　肩・首が痛い、腰が痛い、早く寝たのに朝すっきり
しない、など当てはまる方も多いのではないでしょう
か。硬い敷き布団が腰には良いと聞いたことがある
かと思いますが、それははたして誰にでも当てはまる
ことなのでしょうか。創業96年を迎えた「睡眠館オー
ガニック」では3代目の谷澤三義さんが1人ひとりに
丁寧にカウンセリングを行い、その人の体型や体質
に合った寝具を見つけるお手伝いや、睡眠に関する
疑問にこたえてくれます。
　「体調不良の原因が、いつも寝ている布団のせいだ
となかなか自分で気付くことはできないと思うので、
カウンセリングをして頂いて睡眠の重要性と寝具の
正しい選び方を知ってもらえたら」と話す谷澤さん。
今年の2月に『ぐっすり眠れてますか？「三代目ふとん屋
のホンネ！！」』を出版されました。睡眠環境アドバイザー
の認定を受けており、奥さまの幸子さんも快眠セラ

ピストというご夫婦揃って睡眠のスペシャリストです。
　世界でも有数の「睡眠不足大国」ニッポン。働きす
ぎによるストレス過多が叫ばれる現代、谷澤さんもご
自身の経験から深い睡眠がとれないと心も身体も乱
れ、健康や美容、心身に影響すると痛感されている
そうです。そのため、「自分たちが使ってみて本当に
納得のいくものだけを提供している。眠れなかったら
返していただいてもいいと思える程自信があります」
と笑顔で話してくれました。
　人生の3分の1を占める睡眠。これだけ長い時間
をかける睡眠が健康を左右しないわけがないですよ
ね。寝ている時間のこと（睡眠時間、睡眠の質、枕、布
団）に気を使っても使いすぎることはありません。ま
た、睡眠館オーガニック内に足つぼサロン(女性専
用)も併設。ぐっすり眠れない方、お疲れの方は一度
訪れることをおすすめします。　　　（文責M・Y）

たに  ざわ  みつ  よし

ゆき   こ

会報見たよ！で睡眠館オーガニック内の
足つぼサロン「足楽ｰあしらくｰ」の代金
40分 3,000円を2,500円に

ちょっとでも身体の変調を
感じたらご来院ください

未経験者や障がいの
ある方も楽しめます。
お気軽にご利用ください！

森岡塾とは

塾長 森岡仙太氏
（愛知県副知事）

検 索森岡塾2019

森岡仙太 愛知県副知事
人を活かす経営こそ、中小企業成長の要
エイベックス（株）代表取締役会長
（愛知中小企業家同友会会長） 加藤明彦氏

1回目 10月29日（火） 【講話】

日本の中小企業における留学生の採用・活用・定着
ナガサキ工業（株）代表取締役 長﨑洋二氏、
（一社）グローバル愛知事務局長 エリオット コンティ氏
プロフェッショナル人材の採用で隣接異業種への業域拡大
（株）加藤設計代表取締役 加藤昌之氏

3回目 11月14日（木） 【事例紹介】

4回目 11月26日（火） 【グループ演習】定年のない会社のものづくり、ひとづくり
～一生元気、一生現役～
西島（株）代表取締役社長 西島 豊氏
（西島（株）にて開催し工場見学も実施）

2回目 10月30日（水） 【事例紹介】

無料！

三
河
上
郷
駅
愛
知
環
状
鉄
道

三河
上郷駅南 上郷町

4丁目

上郷町
5丁目

上郷町
11丁目

上郷駅
北東

睡眠館
オーガニック

『人を活かす経営』を肚に落とし明日から実践するために
ファシリテーター（株）未来会議代表取締役 細谷宏氏

はら
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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

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

桃園中国料理

0565-80-3731

名鉄トヨタホテルにて行われた試食会に参加させ
ていただきました。どの料理も大変美味しく、感
動しました。豊田で作られた農産物が、このよう
な形で生かされていることは本当に素晴らしいと
思います。
ぜひ、３つのホテルに足を運んでいただき、皆さま
にも味わっていただけたら嬉しく思います。

9月３日、とよた元気プロジェクト実行委員
会三宅委員長とラグビーワールドカップ
2019開催時の豊田市駅前やスカイホー
ル豊田で行うおもてなし事業、また秋の魅
力的な観光資源についてPRを行うべく、
中部経済産業局、中部運輸局、愛知県な
ど関係各所９か所を訪問しました。

とよた元気プロジェクト 活動報告

真剣な表情のPR大使 委員長自らラグビーもりあげTシャツを着て

市外への手土産として喜ばれています

おがさわら　はるか

小笠原 悠さん
くらやま　　さき

倉山 沙葵さん

つつい　　 あみ

筒井 亜美さん

①生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入の促進
②商工会議所と連携した事業者向け施策の実施
③人材確保・定着に対する支援強化
④事業承継の推進
⑤防災・減災に向けた取り組みの促進

市内経済の更なる基盤強化に向けた産業の強靭化1
１） 中小企業への支援策の充実－特に小規模事業者対策の強化－

①豊田市駅周辺公共施設の計画的な整備の推進
②中心市街地の公共施設・集客施設の有効活用
③中央公園第二期整備の推進

暮らしてよし・訪れてよしの魅力創出2
１） 中心市街地のにぎわいの再生

①安全で快適な道路環境整備の推進
②交通事故抑止への取り組みの推進

安全・安心なまちの実現3
１） 愛知県交通事故死者数ワースト１返上に向けた
 　取り組みの推進

①ＳＤＧｓ未来都市の推進
②エコアクション２１の推進

環境にやさしいまちの実現4
１） SDGs未来都市（環境モデル都市）に相応しい取り組みの推進

①行財政改革の徹底

持続可能な地域経営の推進5
１） 持続可能な市政経営の推進

①小規模事業者の持続的発展に向けた商工会議所の機能強化への支援

豊田商工会議所の機能強化6
１） 小規模事業者対策等への支援強化

①防犯対策の更なる推進
2） 犯罪のないまちづくりに向けた取り組みの推進

①公共施設等総合管理計画の着実な推進
3） 公共施設、インフラ施設の適正な維持管理

①商業活性化プラン（2018ｰ2020）の推進
2） 商業振興策の推進

①戦略的なインバウンドの推進
②魅力ある観光地の整備、商品開発の促進
③ラグビーワールドカップを契機としたスポーツを活かしたまちづくり

3） 交流人口の拡大に向けた観光の振興

①市街化調整区域内地区計画制度の継続及び効果的な運用
4） 定住促進のための住宅・宅地供給の促進

①公共事業予算の安定的・継続的な確保
②市内企業への優先的な発注・適正価格での受注実現

2） 中小企業の官公需受注機会の十分な確保

①創業にかかる補助制度の創設
3） 創業支援の充実

①インターチェンジ周辺の土地利用転換・新規産業用地の確保
②新たな成長産業の誘致

4） 新規成長産業の育成に向けた振興策の推進

①既存工業団地における駐車場対策への支援 〔篠原工業団地〕
②生産性向上のための設備投資の障がいとなる規制の緩和

5） 既存工業団地・工場等における産業活動の推進

①企業の農業参入促進に向けた規制緩和・支援制度の導入
6） 産業型農業の推進

①ものづくりを象徴する長期的視点に立った総合施設の建設
②ものづくり創造拠点の活用を始めとした人材育成の強化

7） ものづくりＤＮＡの継承・人材育成

①広域・都市間の交通を支える道路ネットワークの構築
　及び地域公共交通の再構築による利便性の向上
②渋滞緩和に向けた道路整備及び交差点改良等の促進
③名鉄三河線の速達化を図るための高架化、複線化の早期整備

8） 活発な産業活動を支える交通インフラの整備

８月29日、会員の皆さまや部会、各支所等から寄せられた意見を取りまとめた２０20
年度予算編成に向けた要望書を太田豊田市長に提出しました。要望の内容として、
依然として厳しい経営環境を強いられる中小企業・小規模事業者への支援を最優
先に市の魅力創出など６分野で関連項目を盛り込み、三宅会頭をはじめ副会頭から
は各担当分野の課題等を踏まえて説明をしました。
また、その後　杉浦市議会議長や各会派を訪問し要望への理解を求めました。

要望書を提出。会頭、4副会頭全員で臨みました。

お問合せ 総務部　TEL：0565ｰ32ｰ4568

来年度予算編成に向け豊田市へ要望書を提出

“観光PRキャラバン”報告とよたPR大使

豊田市産の農産物を３種類以上使用したランチメニューを、当所会員企業の名鉄トヨタホテル・ホテルトヨタキャッスル・ホテルフォレスタヒル
ズの一流シェフが考案しました。同じく、市内産農産物を使用したスイーツメニューも
ご用意されています。今回だけの特別メニューをぜひ、お楽しみください♪

とよた地産地食フェアホテルで楽しむ♬

豊田市と包括連携協定を結んだセブンイレブン
にてWE　LOVE　とよたマルシェ加盟店舗の皆さ
まの商品を置いていただいています♬
現在はセブンイレブン市木町店、中金町店、足助
町店、明和町3丁目店、篠原町上り花店の5店舗
で購入できます。

WE LOVE とよたマルシェ

2019年9月1日～10月31日（木）開催期間

お問合せ 豊田市農産物ブランド化推進協議会
（事務局：豊田市産業部農政課）　TEL：0565ｰ34ｰ6640

とよたの素敵がぎっしり詰まっています。
ぜひ一度足を運んでください！

とても緊張しました
が、皆さんにとよたの
魅力を直接お伝え
することができ、
とても素敵な
経験をさせて
いただきま
した。
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豊田市では、事業者の事業承継支援を図るため、豊田信用金庫・豊田商工会議所と三者包括連携協定を締結して
います。各機関が相互協力し、課題解決に取り組んでいます。

木﨑海洋氏は、行政書士、宅地建物取引士、FP、賃貸不動産経営管理士　他、
相談・不動産・企業コンサルタントとして活動中です。

落語で学ぶ事業承継とは…
事業承継は心の問題と考え、裁判によらな
い円満解決を目指し、堅くて難しいこの
テーマを楽しく笑いながら聞ける落語スタ
イルが評判を呼び、講演は全国で年間
140回を超え、視聴者は7,000人を超え
ています。

中小企業経営者・後継者様向け

事業承継・Ｍ＆Ａセミナー 11月19日（火） 14：00～
10月1日より消費税が10％に引き上げされ、それに伴い軽減税率も導入されました。
消費税課税業者の方は、確定申告時に旧8％、軽減税率8％、10％を区分して計算する必要があります。
確定申告の際に困らないように、9月30日の時点で各税率のものがいくらあるのか
下記を参考にまとめておきましょう。

消費税引き上げの実施・軽減税率がスタート！
消費税課税業者の方は、売上、仕入、経費の確認を

あいち事業承継ネットワーク事務局

事業承継コーディネーター 竹川 時彦氏

中小企業相談所　ＴＥＬ：0565ｰ32ｰ4593お問合せ
豊田信用金庫 経営支援部 担当：伊藤・井口
TEL：0565ｰ36ｰ1227　FAX：0565ｰ34ｰ2222お申込み

豊田信用金庫／豊田商工会議所／豊田市／公益財団法人あいち産業振興機構主　　催

2019年11月19日（火） 14：00～16：30（受付開始13：30）日　　時

豊田信用金庫本店 7階 大会議室（愛知県豊田市元城町1ｰ48）
お車でお越しの際は、豊田信用金庫（南側駐車場）、元城市営駐車場をご利用ください。
※元城市営駐車場をご利用の方は会場にて無料認証をいたします。

会　　場

売掛金

未払費用

売上のうち、9月30日までに代金を
受け取っていないものがいくらあるのか

買掛金

仕入れのうち9月30日にまだ代金を
支払っていないものがいくらあるのか

電気・ガス料金

検針票やお知らせを確認
…検針日が9月を含む場合旧8％となるため、
　それがいくらあるのか

水道料金

お知らせを確認
…検針日が9月を含む場合旧8％となるため、
　それがいくらあるのか

外注費・賃貸料などで9月30日にまだ代金を
支払っていないものを確認…旧8％がいくらあるのか

講 師

《第二部》

「最近の事業承継の状況」

こころ亭久茶 
行政書士きざき法務オフィス 木﨑 海洋氏講 師

「笑って学べるをモットーに落語で学ぶ事業承継」

愛知県事業引継ぎ支援センター

総括責任者 今西 昭一氏
講 師

「最近のM&Aの状況」

15：10～

《第一部》 14：00～

先着60名
参加費無料

注文 出荷

～2019年9月30日

注文

2019年10月1日～

新税率
10％

旧税率
8％

受取出荷

※上記項目はあくまで一例です。他に経費算入しているものがあれば、それらについても同様に区別しておきましょう。

10月以降一般課税の方は売上、仕入、経費を全て旧8％、軽減8％、10％に
区別しておく必要があります。
簡易課税の方は売上を、旧8％、軽8％、10％に区別しておく必要があります。

ネット購入は
注文日でなく
出荷日で判断。

受取

重 要

いま　にし　　しょう　いち

たけ　かわ　　とき　ひこ

き　　ざき　　かい　よう
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　日本では少子高齢化が進み、労働人口が
今後慢性的に不足していくと考えられてい
る。女性・高齢者・障がい者・外国人など多様
な人々の雇用を推進するために、就労環境を
整えることが求められる。

日本語で多様性と訳され、多様性とは「異な
る性質の存在が幅広く存在する」ことを指
す。ビジネスにおいては人種・国籍・性別・性
差（ジェンダー）・障がいの有無などさまざま
な個性をもった人材が活躍できるような組
織を作ろうということを指す。

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 －

ダイバーシティーとは？7

●特集「ラグビー特集」を読んで
いよいよ、ラグビーワールドカップ開幕ですね、頑張ってほしいです。
始まりましたね！「ラグビーには詳しくないけれど、その雰囲気に触れてみ
たい」と期待するお声が多くありました。
南アフリカやナミビアは、ほぼ日本の真裏の国！日本に来るだけでも丸1日
かかります。はるばる豊田まで…！「こんにちは」くらい、向こうの言葉で覚
えておきたいですね。
南アフリカの公用語は、英語、アフリカーンス語、ズールー語、コサ語、スワ
ジ語、南ンデベレ語、ツォンガ語、ツワナ語、ヴェンダ語などで、世界で最も
多くの公用語を持つ国だそうです。※ネット調べ
Hello！Sawubona！Molo　apho！Salibonani！…覚えられるかな（遠い目）。

●「会員事業所紹介」を読んで
マタクルベーグルに何回か行きました。おいし
かったです。
あの噛み応えがいいですよね。1つでお腹も
満たされますし。
真ん中に穴があいてるからカロリーゼロ！…
言いたかっただけです。

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

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

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』

お食事１０％割引

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 300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

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

全てのサービス１０％ＯＦＦ

※１枚につき
　１室（３泊）まで

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。
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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

10月24日（木）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

. ニャーニャー鳴くペット

. まちの情報マガジン

. ヒーローの背中でヒラヒラ

. 上は「鴨居」、下は？

. 果物の搾り汁

. 最も古いこと

. 祭りでワッショイと担ぎます

. 将棋や囲碁のプロの人

1
2
3
4
7
8
9
11

. 酢飯と一緒に握る具材

. 力士が腰に締めている

. 四つ葉のクローバーがもたらすかも

. ココから田舎にＵターン

. 生魚の切り身料理

. 英語でいうと「パウダースノー」

. 去年の次、来年の前

. 干支（えと）の２番目は？

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 15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。

10/15（火）、11/19（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 21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】 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）

【四郷町】 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
【丸山町】

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

【西町】 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球追加プリペイドカード
新規ご購入時に

【宮前町】

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飲食代１０％割引 （月～木 17:30～22:00のみ利用可）

【御幸本町】

（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）

【十塚町】

【曙町】

【豊栄町】

12 13

32

8 9

10 11

1

5

4

76

C

A

D

BE

ダ ル ト イ
ガ イ シ ス
シ
ク ジ

ア

ク

ト ジ
オ ウ

マ

ツ

ウ
コ

ュ ク
ア

ガ イ

シ

ラ

ト ウ ダ イ ジ

●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11月10日まで

豊田商工会議所会報 2019.10月号

共通クーポン コピー可
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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

使い慣れた で
自社内で なんでも 化！

最新情報をお届け！

Toyotacci　.news

news

群 青 Power of Smile 青年部活動お知らせ

豊田YEGメンバー75名で東海ブロック大会刈谷大会に行ってきました。記念式典は滞りなく進められ、そして寺田会長が東
海ブロックの筆頭副会長に任命されました。次々年度、豊田で東海ブロック大会が開催されます。また、各分科会にも参加し
メンバー全員でしっかり学んできました。

関連団体より

第65回 豊田珠算競技大会

新規会員さまのご紹介
8月21日の常議員会で承認された皆さまです。お知らせ

（敬称略・部会順）

ご入会ありがとうございました

去る9月1日当所会館で開催され、出場選手の小学1年生から中学3年生まで
135名が参加。競技種目は個人総合競技の部・団体競技の部・種目別競技の部・
市長杯争奪戦の4種で、熱戦が繰り広げられました。結果は次のとおりです。

優勝 大嶋 星七さん（そろばんスクエア）市　長　杯

１部 優勝 大嶋 星七さん（そろばんスクエア）／2部 優勝 西山 友菜さん（そろばんスクエア）／
3部 優勝 荒川 壮真さん（そろばんスクエア）

個人総合

読上算優勝 杉浦 和佳奈さん（ＹＯＵ‘Ｉ石川）／読上暗算優勝 大澤 萌香さん（そろばんスクエア）種　目　別

１部 優勝 そろばんスクエア／２部 優勝 そろばんスクエア／
３部 優勝 そろばんスクエア

団　　体

報 告

事　業　所　名

第一商業

第三商業

飲食業

第一工業

町　名

一般社団法人TCCM 小坂本町

事　業　所　名

金融業

交通運輸業

町　名

（株）ウツノモールド みよし市

事　業　所　名

建設業

サービス業

町　名

（株）第一興産 若林西町

空飛ぶ羊 志 賀 町

豊通オートモーティブクリエーション（株） 名古屋市

（株）ジェイケイ 駒 場 町衣浦機工（株） 半 田 市

Prakrti 陣 中 町

日鉄物産（株）名古屋支店 名古屋市

杉浦たけし事務所 小 坂 町（株）ウチダ 大 東 市

パリス・デ・スキン豊田ＴーＦＡＣＥ店 若 宮 町

日本の心 日之出町

（株）広エンジニアリング 呉 市

（株）GRAM 本 田 町

（株）シロマル 平 和 町

多賀工業 高 上

プレシャス和～なごみ～ 桂 野 町

プライベートサロンAco 前 山 町

三起鉄工（有） 清 須 市

大和証券（株）八事営業所 名古屋市

ITX（株）ドコモショップ豊田店 下 林 町

オネストン（株） 名古屋市

三井倉庫エクスプレス（株）豊田事業所 堤 本 町 S．H．E 土 橋 町

（株）オオイテック 太 田 市

下山 辰徳 美 山 町 八田経営コンサルティングオフィス 岡 崎 市

ITX（株）ドコモショップ豊田住吉店 住 吉 町

豊田市雇用対策協会

若手の採用がとにかく難しい、せっかく採用できたのに辞めてしまった。現況に危機感を持ってい
るが、何をどうしていいのか分からない。現場の社員も困るばかり。そんな経営者、人事の方にぜ
ひ作成していただきたい自社の採用育成力見える化シート。取り組むべき課題を社内で共有し、
「なんとなく」だった課題に向き合えるツールを作成してみませんか？

若手採用につながるセミナーを開催します
中小企業のための若手の採用・育成力見える化シート作成セミナー
～簡単な診断からワークショップ形式で課題を見出し、社内で共有できるツールを作成しましょう～

【講師】 株式会社eight
代表取締役 鬼木 利恵

日　　時 2019年10月24日（木） 14：00～16：00
会　　場 当所2階多目的ホール
対　　象 豊田市雇用対策協会会員事業所・豊田市内企業
主　　催 豊田市雇用対策協会

申込方法
チャレンジworkとよたHP内TOPICSより参加申込書を
ダウンロード（右記QRコードが便利です）

お問合せ 豊田市雇用対策協会　TEL：0565ｰ34ｰ1999　Mail：koyou@work-toyota.com

定　　員 60名 要申込 先着順

第32回 東海ブロック大会 刈谷大会
「同士と織りなせＹＥＧの絆、新たな時代にのっ刈谷！ LEADERS YEG」

ラッピングトラックの前での集合写真 式典には各地域の青年部が集結しました

豊
田
商
工
会
議
所
で
は
、9
月
よ
り
開
催
の
ラ
グ
ビ
ー
世
界
大
会
を
盛
り
上
げ
る
為
、会
館
東
の
壁
面
に
懸
垂
幕
を
掲
げ
応
援
し
て
い
ま
す
！

おお  しま

おに　き り　　え

せ    な

あら  かわ そう　ま

すぎ  うら わ　 か　 な おお  さわ も　か

にし  やま ゆ　な

受賞者の皆さん
おめでとうございます
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（派）23ｰ301429　FAX.0565ｰ32ｰ8880

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

まず、9月上旬に発生し猛威を振るった
台風15号。被害に遭われた皆さまへお
見舞い申し上げます。
今回の被災で特に停電被害。千葉県
では浄水場も停電し、断水に繋がった
そう。ここ豊田も矢作川氾濫、大地震
の懸念がある地域。もし1週間電気が
寸断されたら？備えを今一度見直す教
訓にしていきたいですね。

（K.I）

1日（火）～ WE LOVE とよた商品券販売開始（申込期限2020年2月28日）
5日（土） ラグビーワールドカップ2019™ 日本VSサモア

12日（土） ラグビーワールドカップ2019™ ニュージーランドVSイタリア

25日（金） 臨時議員総会
27日（日） 第217回珠算能力検定
29日（火） 会員親睦ゴルフ大会
31日（木） 第１・第２工業部会視察研修会（名古屋市）

7日（月）・8日（火） 上郷支所 視察研修会（奈良市）

19日（土）・20日（日） 挙母祭り

商工会議所他ご案内 月10

関
係
各
所
よ
り

製造技術者育成プログラム（応用）『樹脂射出成形の技術講座』の受講者募集中。
各回に専門講師を招き、経験と理論に基づいた内容をさらに実務での活用を想定し、より実践的に講義します。

■お問合せ　とよたイノベーションセンター　TEL：0565ｰ47ｰ1240　FAX：0565ｰ47ｰ1242　E-mail：ticinfo@toyota-innov.aichi. jp
URL：https://www.toyota-innov.aichi.jp　　担当：犬飼・池田

TIC（とよたイノベーションセンター）

第１・第２工業部会
視察見学会お知らせ

建設業部会
視察研修会

秋の全国交通安全運動
「国道248号大立哨」活動報告

9
24 第３６回豊田市中心市街地

活性化協議会 全体会
臨時議員総会お知らせ

WE LOVE とよた商品券
取扱店募集についてお知らせ

① 11月22日（金） 成形編（成形条件・成形不良） 高度ポリテクセンター
日　時 内　容 講　師

② 11月29日（金） 成形編（加工技術・効率化） （株）日本製鋼所
③ 12月6日（金） 解析編 東レエンジニアリング（株）
④ 12月20日（金）

10：00～17：00
14：00～17：00
14：00～17：00
10：00～17：00 金型編 高度ポリテクセンター

※本講座は4回講座となっております。
受講料 市内在勤：20,000円/人、市外在勤：40,000円/人

活動報告

9
6

活動報告
19・9

18

newsnews

ラグビーワールドカップ2019開催を１か月前に控え、大会開
催当日の施策について関係各所より説明がありました。当市
が世界から注目をあびる絶好の機会です。さらなる賑わいの
拡充に向けて関係各所と連携のもと、積極的にまちのにぎわ
いづくりに取り組んでまいります。

挙母町交差点から国道248号を南へ約4kmにわたり、交通
安全啓発活動を実施。当所正副会頭・役員議員の皆さまはじ
め、65の方にご参加いただきました。今年の市内交通事故
は、7月31日時点で822件（955名）で、市内では１日に約
4件事故が発生しています。スマートフォンなどのわき見運転
による不注意で事故が多発
していますが、わき見運転は
必ず防げる事故のひとつ
です。車には、自分自身も含
め命を載せて走っているこ
とを忘れず、安全運転を心
がけましょう。

「AIやIoT・蓄電池等の先端技術を活用した技術開発」などの
最新の技術開発を展示・紹介するテクノフェア２０１９と世界最
高効率のコンバインドサイクル発電設備としてギネス世界記録
認定を受けた中部電力西名古屋火力発電所を見学します。

RWC観戦客へ２つのマップでおもてなしお知らせ

地域商談会（三河・知多会場）『発注企業』参加募集中！お知らせ

発注企業と受注企業が一堂に会し、具体的な商談や情報交換をしていただく商談会を開催します。
「発注ニーズ」をお持ちの企業の皆さま、新たなビジネスパートナーの発掘に、ぜひご活用ください！

２０１９年１０月１日より販売されるプレミアム付商品券の取扱店として
市内主要大型店をはじめ約８００件が登録されています。当所会員なら
びに現在、市内商工会会員につきましては、随時申込を受け付けてい
ますのでぜひお申込みください。

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。

9月23日、ジョージアvsウェールズの開催に合
わせ、BM（＝バリアフリーマップ）の配布を行い
ました。下肢に障がいのある方や高齢の方など
が、段差無く競技会場まで移動できるよう、経路
とまちなかの情報を可視化したもので、駅前はも
ちろん、セントレアや愛知県下主要駅から来街さ
れる方を想定し、障がいの少ないルートを紹介し
ています。BMは駅前のロッテリアなど、豊田市
駅付近からスタジアムまでの商店等へ設置され
ますので、ぜひお手に取ってご覧ください。

日　　時 2020年2月20日（木） 13：00～17：15 場　　所 刈谷市産業振興センター「あいおいホール」

開　催　日 ２０１９年１０月３１日（木）
場　　所 西名古屋火力発電所

中部電力（株）技術開発本部

お問合せ
中小企業相談所  河上・森奥
TEL：0565ｰ32ｰ4593
詳細は、会報折込チラシをご覧ください。

初日は歩行者専用として日本最長を誇る吊り橋、三島スカイウォー
クを訪れ、構造の見学をしました。2日目は富士山本宮浅間神社で部
会員の安全と繁栄を祈願した後、国内に数例しかない社殿の上に更
に社殿を建てる手法の浅間造を見学。その説明に熱心に耳を傾けて
いました。また著名な建築士であ
る坂茂氏が設計を手掛けた富士
山世界遺産センターでは、施設
のユニークな造りに驚き、興味深
く見学していました。伝統的な建
築から革新的な建築まで触れ、
有意義な視察研修となりました。

募集期間 2019年１０月１日（火）～2019年10月31日（木）募集企業 発注企業６５社（受注企業は１５０社を予定）

申込期限 2020年2月28日（金）
対　　象 当所会員ならびに市内商工会会員

※詳細につきましては、当所HPをご参照ください

お問合せ とよたプレミアム付商品券実行委員会 事務局
TEL：0565ｰ32ｰ4567

日　　時 2019年10月25日（金）
16：00～18：00

場　　所 名鉄トヨタホテル7階

お問合せ 総務部 小田・粟津
TEL：0565ｰ32ｰ4568

主　　催 公益財団法人あいち産業振興機構・県下商工会議所
お申込み
お問合せ

経営支援部取引振興グループ　担当：阿比留・長尾　TEL：052ｰ715ｰ3068　FAX：052ｰ563ｰ1436
http://www.aibsc.jp/tabid/386/Default.aspx

備　　考 参加申込書に記載の個人情報はあいち産業振興機構に登録し、下請取引の紹介・あっせんに利用させていただきます。

参加料
無料

バリアフリーマップを配付
下町商業者の「おかみさん」が結成する、とよた下
町おかみさん会が、大会期間中スタンプラリーを開
催します。同会は、RWC開催の際には来街者を英
会話でもてなそうと、3年前より英会話教室を開催
し会員皆で研鑽を続けてきました。今回作成され
た日英両用のマップ兼スタンプラリーシートは、会
員店3店または5店を回ると、素敵なプレゼントが
もらえます。同会メンバー手作りの温かみあるマッ
プとともに、まちなかでスタンプラリーをお楽しみく
ださい。

OMOTENASHI FAIR（スタンプラリー）

富士山世界遺産センター前でパチリ

9月末とは思えない日射しの中で

この表紙が目印！
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