
●上郷支所　〒470－1218　豊田市上郷町5丁目3番地1　TEL 21－0019　FAX 25－0195
●高岡支所　〒473－0917　豊田市若林西町西山18番地　TEL 52－3047　FAX 51－1095
●猿投支所　〒470－0373　豊田市四郷町東畑70番地1
　　　　　　　　　　　　　（猿投コミュニティセンター内）　TEL 45－1212　FAX 43－0190
●松平支所　〒444－2216　豊田市九久平町簗場38番地5　TEL 58－0025　FAX 86－1040

豊田商工会議所 ■総務部（入会、財務 他）
　　　　 （共済、検定、会場貸出 他）
　　　　 （まちづくり振興）
■中小企業相談所（経営相談）
　　　　　　　　 （ものづくり振興）

TEL ３２－４５６8
TEL ３２－４５６9
TEL ３２－４５９5
TEL ３２－４５９３
TEL ３２－4594

■本所　〒471－8506　愛知県豊田市小坂本町1丁目25番地
TEL 0565－32－4567（代表）　FAX 0565－32－1000
ホームページ　https://www.toyota.or.jp
Eメール　info@toyota.or.jp
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The Toyota Chamber of Commerce and Industry

特　集
ラグビー世界大会2019を楽しむための11のエリア
― 一生に一度のこの瞬間を、楽しまないなんてもったいない！ ―

豊田の熱い思いよ、日本中に届け―――

ものづくり 豊田ものづくりブランド＆とよたビジネスフェア
会員紹介 Poware・Reve・Matakuru Bagle=パン屋
今月のpick up! とよた元気プロジェクト 第7期とよたPR大使任命式
Sou-navi 働き方改革！ ４つの注目テーマを紹介
とよた産業フェスタ2019各団体報告・ご協賛のお礼、交通安全緊急特集、イルミネーションストーリーinとよた2019協賛募集 など
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8月24日・25日、とよた産業フェスタ2019を開催。テーマの要は「ラグビー」。参加者のTシャツから出展内容など、会場一体となって
大会に期待する気持ちを表現。またイベントの締めくくりとして、ラグビー世界大会への熱い思いを記した風船1,000個を掛け声ととも
にリリース。来場者やスタッフが心を一つにし、世界大会を最大限に盛り上げたいという気持ちを風船に込め、空へ放ちました。

綴
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大会期間中の外国人
来訪者は40万人目標！
外国語に弱い方必須「指さし会
話集（飲食店・小売り店向け）」
と「ピクトグラム」を会議所で配
布しています。
とにかくよく飲む外国人観戦客
に思う存分に楽しんでもらいま
しょう～！

いよいよ開幕！ 11

詳しい情報はコチラ

PR大使 倉山さん

豊田市駅周辺すべてがイベント会場。試合開催日はチケットがなくても楽しめる！
松坂屋豊田店でのラグビー博物館をはじめ、公共空地を活用したビアガーデンや
おもてなしイベントなど、試合開催日はまちなか一帯が盛り上がります。

松坂屋豊田店 （10時～）

❶ 「イタリア・ニュージーランドラグビー博物館特別展」（日本初！）9月20日（金）～10月12日（土）
イタリアとニュージーランドのラグビー博物館が保有するジャージーなどの展示。
「1フロア1国運動」
豊田スタジアムで試合をする国の中からフロアごとに応援国を決め、応援国の文化発信等をする。
応援国のPRボードの設置をはじめ、ご来店いただいたお客さまに楽しんでいただけるイベントを開催。

いよいよラグビーワールドカップが開催されます。
「4年に一度じゃない、一生に一度だ」という言葉の通り、
豊田のまちなかでは歴史上ないほどの大イベントが予定されています。

この瞬間を楽しまないなんてもったいない！

ｌエリアｌ

GAZA南広場 （11時～）
❻ 飲食エリアとしてビールやジビエ

の販売、休憩スペースあり。

ｌエリアｌ

芝生広場
（旧三菱UFJ銀行豊田支店跡地）❼ 市内文化団体などによるパフォーマンス
ステージを設置。市内の木材を使った
インフォメーションブースを設置。

ｌエリアｌ

豊田参合館 （10時～）
とよたの産業PR、特産品販売や市内文
化団体などによるステージパフォー
マンス、作品展示体験ブースなど。

❽
ｌエリアｌ

駅前通り （11時～）

❾ ①WELCOMEとよたフェスタ
　（9月23日（月）・10月12日（土））
　豊田の魅力満載の体験型フェスタ開催
②Toyota street market
　（9月28日（土）・10月5日（土））
　アート＆クラフト、アンティークなど毎月
　城址公園開催の「ストパ」が駅前にやってくる！

ｌエリアｌ

千石公園 矢作川フェスタ

10 ①FMXショーケース（9月23日（月）15：15～）
②アフリカンフェス　（9月28日（土）14：45～）
③日本の伝統音楽祭（10月5日（土）15：30～）
④地域の伝統文化　（10月12日（土）9：45～）

ｌエリアｌ

スカイホール豊田

11 パブリックビューイングを中心としたチケット不要、
入場無料の公式イベント会場「ファンゾーン」。
（豊田スタジアム試合開催日のほか合計11日間開催）

ｌエリアｌ

T-FACE

❷
ｌエリアｌ

ペデストリアンデッキ （10時～）
ラグビーウエルカム装飾に囲まれたビアガーデン
「ペデストリアンデッキDK+」をお楽しみください。❸

ｌエリアｌ

駅前ロータリー （11時～）

❹ 先進技術の公開実証実験や
コミュニケーションロボットの展示。

ｌエリアｌ

コンテナニシマチ6 （10時～）

❺ おもてなし空間設置、スタンドで飲食販売。
手荷物預かりやバス１日乗車フリーパスの販売も。

ｌエリアｌ

お店の準備はできていますか？

9月23日（月）　6：30～21：00　（19：15～ ウエールズ VS ジョージア）
9月28日（土）　6：30～20：30　（18：45～ 南アフリカ VS ナミビア）
10月5日（土）　6：30～21：15　（19：30～ 日本 VS サモア）
10月12日（土）　6：30～20：00　（13：45～ ニュージーランド VS イタリア）

名鉄豊田市駅前通り～喜多町3丁目交差点は車両通行止めとなります。
上記期間中はバス乗り場が以下の通り変更になります。

バス ・・・・・・・・ 名鉄豊田市駅西口ペデストリアンデッキ下

交通規制について
バス１日乗車フリー   パス、期間限定で登場！
コンテナーニシマチ６   （エヌロク）と稲武どんぐり工房やアプリで発売！
何度でも乗り降りできて、   飲食店や観光施設のお得な特典もたくさん。

開催期間中は
バスでのお出かけも

お得！！

のエリアのエリアラグビー世界大会2019を楽し むための

残り
わずか！

©JRFU©JRFU

がんばれ
ニッポン！！

アプリ

対象路線

種類 価格 （税込） バス 優待特典 食事・施設

販売期間
とよたおいでんバス 紙券 2019年8月24日～10月27日

利用期間
2019年9月～10月 土日・祝日 限定

アプリ2019年8月28日～10月27日名鉄バス
豊田市内線、豊田西市内線、豊田東市内線、矢並線
星ヶ丘・豊田線（豊田市～汐見町・千足町まで）（　　　　　　　　　　　　　　　　）

※赤池駅やみよし市、豊田市外等での利用は不可

おとな  1,000円
こども 　 500円

おとな  2,500円
こども  2,000円

アプリ

紙券

PR大使 筒井さん

※催しは予定が変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

まちなか

熱血まちなか清掃
毎年大型イベントの後に、環境維持と地域への
日頃の感謝を込め、駅周辺の大型店従業員の
方々が清掃活動を行っています。今年もラグ
ビー開催後にまちなかを清掃します。

「T-FACEのごちそうダイニング 肉フェスVOL.1」
ラグビーの開催に合わせて、男性も女性も大好きな
「お肉」をテーマに飲食企画を開催。

「T-FACE presents MODERN Art of UKIYOE　中根幹夫作品展」（入場無料）
浮世絵作家　中根幹夫氏の、今の世相や風刺を描いた現代浮世絵の作品展。本展示特別
描き下ろしの、ラグビーをテーマにした作品も。
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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】 豊田市西町1ｰ112 マルタビル2F
【営業時間】 10：00～19：00（月・火・水・金）、9：00～20：00（土・日）
【定休日】 木曜日　【TEL】 0565ｰ39ｰ2288

周りと差のつくヘアスタイルを

Reve（レーブ）
創業のきっかけは？Q

A

今話題のBARBERスタイルやバリカン
を使ったスタイルなど、女性だけでな
く、男性のスタイリングも得意としてお
ります。個室になっているのでお席を移
動することなくおこなえるヘッドスパは思わず眠ってしまうほどリ
ラックスして過ごしていただけるのが自慢です。プライベート空間
なのでお子さまのいる方でも気兼ねなくご利用していただけます。

仕事内容は？Q
A

いずれメンズカット専門の
お店を開きたいと思ってい
ます。今はまだスタイリスト
が私しかいないのでスタッ
フも増やして多くの方のな
りたいスタイルを叶えてい
きたいです。

今後の目標は？Q
A

これまで美容師として働いておりまし
たが、お客さまの声を聞いて反映させら
れるようなお店を作りたいと思い創業
に至りました。

新規
創業

　お客さまに「また来るね！」と言っていただけるお
店を目指しているMatakuru Bagle=パン屋。
ベーグル専門のパン屋で、40種類以上のベーグル
と独自ブレンドしたコーヒー、手作りタピオカドリン
クが楽しめるお店です。
　「当店では高級国産小麦“春よ恋”を全てのパン
に使用しています。噛みしめた時のもっちり感と、小
麦の甘みが特長です。コーヒーも当店の商品と合う
ようにブレンドしているので、その組み合わせを楽
しんでもらいたいですね。」とオーナーの奥村さん。
身の回り全てのものがベーグル作りのヒントになる
と思い、常に活かせるものがないかを考えているそ
うで、毎月5種類以上の新作を生みだしています。
また、ただ売るだけでなく、いかにお客さまに気持
ちよく購入していただけるかを大切にしているそう
です。「商品ごとの特長を伝えられるよう、当店では

スタッフ全員が一から製造しています。自分で作っ
たものなので、人一倍商品に対する知識や愛着、責
任感を持っていますし、それが良い接客に繋がると
思います。」と語る奥村さん。スタッフに美味しい
ベーグルの食べ方や、相性の良いドリンクを尋ねな
がら商品を選ぶのも楽しいかもしれません。
　今後の目標は、ベーグルとドリンクの組み合わせ
を、楽しみながら更に追求していくことと、スタッフ
がより働きやすい環境を作っていくこと。「お客さま
に美味しい！と喜んでいただくことはもちろん、ス
タッフがお客さまから褒められる時にこの仕事のや
りがいを感じるため、一緒に働く仲間を大事にして
いきたい。」と語ってくれました。
　美味しいベーグルとコーヒーを味わいたい方は
ぜひ一度お試しください！きっと「また来るね！」と言
いたくなるでしょう。　　　　　　　  （文責M・K）

また行きたくなるベーグル専門店

Matakuru Bagle=パン屋（マタクルベーグル＝パンヤ）

【住所】 豊田市喜多町1ｰ140 GAZAビル1Ｆ　【TEL】 0565ｰ60ｰ6028
【営業時間】 10：00～21：00　　【定休日】 不定休（GAZAビルに準じる）

企業関連
情報

Matakuru Bagle=パン屋（マタクルベーグル＝パンヤ）

会員事業所紹介
わんちゃん想いの

DOG SALON Poware（ポワレ）

【住所】 豊田市丸山町9ｰ71ｰ1
【営業時間】 9：30～18：00　【定休日】 日曜日（不定休）　
【TEL】 0565ｰ85ｰ8070　【HP】 https://dog-poware.com
【Instagram】 「powapowa_dog」

創業のきっかけは？Q
A

わんちゃん専門のサロンで、カウンセリング後に皮膚の状態や体調
に合わせてトリミングを行っていきます。また、マイクロバブルや炭
酸温浴では血行促進による免疫力・自己治癒力UPで体の内側から
体質の改善が期待できます。毛並みもフワフワになるのでぜひ試し
ていただきたいメニューです。

仕事内容は？Q
A

トリミングしたいなと思った時にすぐ
に対応できるお店にしたいと思って
います。お客さまに満足していただく
だけでなく、わんちゃんにも好きに
なってもらえるようなお店にしていき
たいです。

今後の目標は？Q
A

動物が好きで10年トリマーを続けて
きました。もっとわんちゃんに寄り
添ったお店があったらと思うようにな
り、子育てのタイミングで仕事と両立
させる為に自分の納得のいくお店を
作りたいと考え創業に至りました。

新規のお客様に限りコース20％OFF
＋マイクロバブルと炭酸温浴無料お試し

会報限定クーポン

バーバー

明るい店内でお食事もできます

保存料等一切使用していない、
こだわりのベーグル

リラックスできる個室空間

オーナーの大場 周子さま
丁寧に仕上げていきます

トリミングやシャンプーの
様子がみえる安心の店内

おおば ちかこ

オーナーの稲津 裕樹さま
いなつ ひろき

ものづくり

自動車産業で培った高度な技術・生産方式を持つ
産業集積都市である豊田市。全国でも屈指のもの
づくりのまちである当地域の中小企業・小規模事業
者にスポットを当て、基準を満たす優れた技術・
製品を｢豊田ものづくりブランド｣として認定し、
販路拡大につながる取り組みを支援しています。

豊田ものづくりブランド 2019年度 4技術・製品を認定！

豊田ものづくりブランドとは？
6年目となる今年度は、8件
の申請があり4件を認定。
専門家による選考・審査を
経て、8月2日に技術・製品
の認定式を行いました。
IT,IoT関連の市場の拡大か
ら、今年度より認定枠を拡
大。製造業の生産性向上に
寄与する情報通信事業者も
対象としました。

9月2日（月）申込スタート！ 第11回とよたビジネスフェア出展募集！
新しいビジネスの繋がりを応援する総合展示会の出展募集を行います。「変革を商機に！～豊田から潮流をつかむ」を
テーマに掲げ、出展者の皆さまの企業PRを支援します。詳細は今月号折り込みチラシをご覧ください。

ブランド認定特典

豊田ものづくりブランド 担当 愛知・伊藤　TEL：0565ー32ー4594
とよたビジネスフェア　担当 森奥・伊藤　TEL：0565ー32ー4594お問合せ

●認定証・たての交付・副賞10万円
●ロゴマークの使用
●見本市・展示会への出展費用支援
●認定技術・製品を集めたパンフレット作成
●各種報道機関への積極的な情報提供

認定技術・製品一覧 （企業名昇順）

昨年度および今年度認定された技術・製品を中心に「豊田もの
づくりブランド」として展示会へ共同出展し、販路拡大にチャ
レンジしていきます！
●メッセナゴヤ2019　　　　　　  2019年11月
●テクニカルショウヨコハマ2020　2020年 2月
●第11回とよたビジネスフェア 　　2020年 3月

今後の活動予定

技術・製品名
高精度深絞り及び微小孔加工製品のプレス量産技術

企業名
サトープレス工業株式会社

所在地
高岡町

種 類
技 術

ExceLive IoT 株式会社TKアジャイル 小坂本町製 品
Tranzac MES（Manufacturing Execution System ： 製造実行システム） Tranzac株式会社 大林町製 品
エアフロート式バリ取りアタッチメント　AFシリーズ 株式会社ファインテクノ 駒場町製 品

認定式の後は各社によるプレゼンテーションも実施
認定された自社のシステムを解説するTranzac㈱代表の鈴木裕輝氏

三宅会長・杉山副市長と認定された各企業代表の方々

前回実績来場者数 4,100名！総商談実績 584件！

開催日時 2020年3月12日（木）・13日（金） 両日10：00-17：00
会　場 スカイホール豊田（主催：豊田市・豊田商工会議所）

喜多町
4丁目

喜多町
2丁目

松坂屋
豊田店

T-FACE

久保町
3丁目

竹生町
4丁目

昭和町
4丁目

若宮町
2丁目

若宮町
7丁目

豊田市駅
名
鉄
三
河
線

新
豊
田
駅
愛
知
環
状
鉄
道

Matakuru
Bagle=パン屋
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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

８月９日当所にて「任命式」を開催。第６期とよた
PR大使の事業報告の後、たすきを引継ぎ、
任命書の授与を経て、３名の第７期とよたPR
大使が誕生しました。式では、三宅実行委員長、
太田市長をはじめ多くの皆さまに出席いただき
ました。第７期とよたPR大使３名は、意気込み
を述べました。

2018年9月1日より１年間、第６期とよたPR大使として活動いた
だきました。とよた産業フェスタ2018をはじめ、愛知DCや地元の
イベントなどに参加させていただき、１年間たくさんのとよたの素敵
を感じることができました。

とよた元気プロジェクト ～とよたの魅力を発信！～

第７期とよたPR大使 任命式
8月11日、県道343号（則定豊田線）矢作川に架かる「高橋」の
開通セレモニーが行われました。大村知事など約170名が参加
し、当所からは河木副会頭が参加しました。
従来の高橋は幅狭の2車線でしたが、2003年より整備が開始さ
れ、2016年9月に下流側2車線の架橋が完了、暫定的な対面通
行として利用されたのち、上流側2車線の架橋が出来、休工の期
間を除いて約13年間に渡る工事が完了しました。ラグビー世界
大会を前に高橋や平戸大橋が完成し、市民や来街者の渋滞緩和
が期待されます。

た か ば し

高橋が4車線に拡幅

お問合せ とよた元気プロジェクト実行委員会事務局（当所 総務部内）TEL：0565ｰ32ｰ4568
とよた元気プロジェクトFacebookを更新しています。 いいね！ で応援してください♪

第６期の皆さんからの事業報告任命書を授与されました

第７期とよたPR大使 第6期とよたPR大使

おがさわら　はるか

小笠原 悠
金城学院大学４年生

くらやま　　さき

倉山 沙葵
愛知県立大学２年生

つつい　　 あみ

筒井 亜美
名古屋市立大学３年

１年間、一生懸命
とよたの魅力をPRしてまいります。

よろしくお願いいたします

とよたPR大使として
過ごした貴重な１年間、
とっても幸せでした。
本当にお世話に
なりました！

おがさわら　はるか

小笠原 悠
とみかわ　 しずか

富川 静香
みうら　  いずみ

三浦 和泉

豊田市内において、8月15日時点で11人の方が交通事故で亡くなられています。
7月には相次いで死亡事故が発生し、「交通死亡事故警報」が発令されました。
2018年中の愛知県の交通事故死者数１８９人で、１６年連続全国ワースト1位。言い換えれば愛知県は「交通事故死す
る確率が全国で1番高い地域」です。「17年連続」をストップするために、私たち一人ひとりが危機感を持ち、「交通事
故死“全国ワースト1位”返上を豊田市から！」を合言葉に、自分や身辺の人が事故を起こさないよう交通ルールを守り、
お互いに啓発していきましょう。

交通安全

月ごとの交通事故の特徴と注意点
月初めと月末の日没時間の差が最も大きく、
日が暮れるのが急に早くなると感じる時期…
日没後の18時台が危険！ドライバーは早めの
ライト点灯を！
歩行者は明るい服装＆反射材。

自転車死者が最多月・夕暮れ時に死亡事故
多発…夕暮れ時（16時台から18時台）は、早め
のライト点灯を。自転車側のルール無視による
出会い頭の事故に警戒。自転車運転者はヘル
メット着用を。

16時～17時台の死者数年間最多・夕暮れ時に
死亡事故多発…ドライバーは16時を目安に早め
のライト点灯を！
歩行者は夕暮れ時散歩や買い物へ出かけるとき
は明るい服装＆反射材。

歩行者死者が年間最多・飲酒運転も最多…飲酒の
機会が増える月、特に夜間の歩行者死者が多い。
夜間の歩行者は反射材を、ドライバーは速度を
控え、歩行者や自転車の動きに気を配る。飲酒
運転は厳禁。

※愛知県警察HP「交通死亡事故分析」より

10月

ラグビー世界大会前に完成

9月 11月

12月

緊 急 特 集

6期生として活躍
した経験を活かし
先輩としてリード
していきます

くるまだけじゃない
まちなかの伝統を
PRしたいです得意の外国語で

海外に情報発信！

テクニカルショーヨコハマ2019にて
豊田ものづくりブランドのPR（横浜市）

愛知県観光協会への
表敬訪問（名古屋市）
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ものづくりpick up!
今月の



愛知県西三河県民事務所 産業労働課 豊田加茂産業労働・山村振興グループ 
ＴＥＬ：0565ｰ32ｰ7498　FAX：0565ｰ32ｰ6470

申込・お問合せ

働きやすい職場づくりを実現するためには、まずは経営者や管理職がその必要性を理解し、
部下と自らのワーク・ライフ・バランスのため、率先して行動すること＝イクボスが鍵となります。

経営者・管理職のためのワーク・ライフ・バランスセミナー

イクボスセミナーのご案内 働き方改革推進にむけて、シンポジウムを開催します。講師に脳科学者で著名な茂木健一郎氏を迎え
講演をいただきます。ぜひご参加ください。

豊田市働き方改革推進シンポジウムのお知らせ

●メンタルヘルス対策の基礎知識
●メンタルヘルス不調者をださないための職場づくり
●管理監督者向けメンタルヘルス対策研修
●復職者のスムーズな職場復帰支援対策

職場のメンタルヘルス対策企業等アドバイザー派遣事業

基調講演第1部 「一から始めるイクボス　～イクボスになるために大切なこと～」
講師：よつば労務管理事務所　所長　永谷 律子 氏

事例発表第2部 ①「女性活躍推進を目指した、上司への啓蒙活動　～イクボスになろう～」
株式会社FTS　コーポレート統括部　堀 俊裕 氏

②「働きがいのある会社に　～ワーク・ライフ・シナジーを目指して～」
株式会社キャッチネットワーク　代表取締役社長執行役員　松永 光司 氏

第1部 令和元年度 豊田市 はたらく人がイキイキ輝く事業所表彰式
基調講演第2部 働き方の変革に向けての必要な脳力

講師：脳科学者　茂木 健一郎 氏

提　　言第3部
選ばれる企業となるための「健康経営」

講師：社会保険労務士　中辻 めぐみ 氏

申込専用QRコード

平成30年度イキイキ大賞受賞　三井住友海上火災保険株式会社

開　催　日 2019年10月11日（金） 13：30～16：00
開催場所 豊田商工会議所2階 多目的ルーム 定　　員 50名（先着順）

【対象者】企業経営者・管理職、人事労務担当者等　【申込期間】2019年10月4日（金）まで
豊田市産業部 ものづくり産業振興課 
ＴＥＬ：0565ｰ34ｰ6774　FAX：0565ｰ35ｰ4317
E-mail：sangyou@city.toyota.aichi.jp
お申し込みは上記に電話及び右のQRコードから可能です

申込・お問合せ

開　催　日 2019年11月21日（木） 13：00～15：50
開催場所 豊田産業文化センター 小ホール 定　　員 180名（先着順）

講　　師 株式会社アイランド・ブレイン  代表取締役 鈴木 徹 氏
参　加　費 各コース 2,000円（初回に現金でお支払いください）

定　　員 20名程度

主催：豊田市・豊田市雇用対策協会　後援：豊田商工会議所

参加無料
参加無料

愛知県西三河県民事務所 産業労働課 豊田加茂産業労働・山村振興グループ 
ＴＥＬ：0565ｰ32ｰ7498　FAX：0565ｰ32ｰ6470

申込・お問合せ 豊田市 産業部 ものづくり産業振興課 
ＴＥＬ：0565ｰ34ｰ6774　FAX：0565ｰ35ｰ4317　E-mail：sangyou@city.toyota.aichi.jp申込・お問合せ

愛知県では、中小企業等の職場におけるメンタルヘルス対策を進めるにあたって、事業所の個別の事情に対する取り組みを
支援するため、メンタルヘルスに精通したアドバイザーを無料で派遣しています。

豊田市・みよし市常用労働者の数が300人以下の事業所等（一般社団・財団法人、社会福祉法人等を含む）
愛知県がアドバイザーとして委嘱した産業医や社会保険労務士等で、職場のメンタルヘルスに精通した者
2時間以内

メンタルヘルス対策アドバイザー派遣のご案内
働き方改革推進のため、組織風土改善研修を開催いたします。組織風土改善のための
実践的スキルを学び各事業所において核となる人材の育成支援を目的としています。
管理者・上司コースと若手社員コースに分けて、それぞれ2回研修を行います。

階層別組織風土改善研修のご案内

【派遣の対象】
【アドバイザー】
【 時 間 】

こんな
アドバイスができます

9月9日（月）
9：00受付開始

茂木 健一郎 氏

9月9日（月）より、メール、FAXのいずれかでお申し込み
※参加者氏名・所属会社名・会社住所・連絡先・参加コースを明記のうえ、お申し込みください。

管理者
コース

若手社員
コース

1回目日時 2回目日時 会　　場 テーマ

11月7日（木）
13：30～16：30

11月15日（金）
13：30～16：30

11月14日（木）
13：30～16：30

11月29日（金）
13：30～16：30

豊田市青少年センター 会議室A
（豊田市小坂本町1-25 産業文化センター内4F)

チームマネジメント及び、業務
目標達成のノウハウを身につける

若手社員ならではの悩みや不安を解消し、
活躍するためのノウハウを身につける同　上

※両コースとも2日間の参加で2,000円。1日のみ参加でも2,000円です。
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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



　消費者意識に応えるには、品質・機能性という基本的
価値（機能価値）に加え、デザインの良さ・コンセプトの
独自性・商品の希少性といった消費者の感性に訴えか
ける要素（感性価値）を持つことが重要となってくる

｢上等・上質｣または、｢正規の料金の上に加えられる
割増金｣という意味。
※｢特別｣という意味ではないので注意

経済産業省が実施した消費者意識調査では、
「こだわりのあるモノについては、７割以上の人
が多少高くても購入する」と答えている。

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 －

プレミアムとは？6

｢プレミアムビール｣・・・・｢上質｣という意味
｢プレミア（ム）価格｣・・・｢割増金｣という意味

●特集「とよた産業フェスタ2019」を読んで
毎年、子供を連れて行っているので今回も楽しみにしております。
今まで参加した事がないですが、写真を見ると参加者が多い
ですね。子供も楽しめそうな感じですのでぜひ参加してみよう
と思いました。
今年もおかげさまで大賑わいでした。そして今年も迷子ちゃん連発
…アレルギーがあるかもしれないのでお菓子はあげられないし。
毎年多いですよね。一刻も早く引き会わせてあげたいのに、
会場は広くて人も多いしで、そうすぐには見つからず。
もどかしいですよね。お連れさんも大変だ～

●会員紹介「ミシュラン特集」を読んで
行ったことのあるお店が、何店舗も掲載されており感動(^o^)
行っていないお店を全部制覇しようと思います。
すごい！食通ですねぇ。僕は岡崎在住なので、どのお店も
まだなんです。
では「孤独のグルメ」風のレポート、楽しみにしていますね。
OKです。腹減り度もMAXで。

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

12 13
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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

9月24日（火）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

. 懐かしい麩菓子やラムネなどのこと

. カラオケで持って歌う

. 野球のピッチャー

. 座るための家具

. 沖縄などが有名な黒い砂糖

. ○○○は小説よりも奇なり

. 「明るい」の反対語

. 進むことができる信号の色

1
2
3
4
7
8
9
10

. 願いがかなったら両目が完成する縁起物

. 質問のこと

. コレでひいたそば粉はうまい

. 香川、愛媛、徳島、高知がある島

. 学校以外のココで学ぶ

. 食べた後、口の中に残る味

. 百獣の○○はライオン

. 動物の夫婦。文鳥を○○○で飼う

1
3
5
6
8
10
11
12

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 17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。

9/17（火）、10/15（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 17日（火）

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】

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10月10日まで

豊田商工会議所会報 2019.9月号
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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

ご協賛のお礼

群 青 Power of Smile 青年部活動お知らせ

明るい笑顔を未来へ繋げるために、「とよた産業フェスタ2019～Ｓmile　for　all、all　for　Ｓmile～」
として、爆裂元気ステージ、ラグビーワールドカップ2019™ＰＲ体験ゾーン、あつまれ！ミニ四駆教
室、わくわく！ダンボール迷路を開催しました。
爆裂元気ステージでは、「STREET　DANCE　CONTEST」を行いました。小学生、中学生、一般と、
どのクラスも年々ハイレベルになり、毎年エントリーしてくれるチームの成長も見ることができました。
ラグビーブースでは、9月に開催されるラグビー世界大会を盛り上げるため、「VR体験ブース」や
「キック体験ブース」にお子さま連れのご家族がたくさん来てくれました。
あつまれ！ミニ四駆教室では、2020年WRC世界ラリー選手権の誘致を目指す中、クルマの街
「TOYOTA」をPRすべく、幅広い世代で楽しむことの出来るミニ四駆教室を開きました。会場のミニ
四駆コースでタイムを計測し、ホワイトボードに次々記録が更新されていきます。子供から大人まで大
きな歓声が聞こえ、レースを楽しんでいただけました。
わくわく！ダンボール迷路は、幼児から小学生までを対象とした迷路。小さいお子さまが何度も何度も
迷路に挑戦していました。額に汗をして「楽しかった」と喜んでいただけました。

とよた産業フェスタ２０１９ 女性会ブースで豊田市産抹茶をPR 女性会活動報告

女性会事業として、会員16名で出店しました。ランチマーケット会場にて、とよたの抹茶を使用した｢グリーンティー｣を販売し、地域の
PRに努めました。召し上がった方から「とても美味しい」というお言葉をいただき大変好評でした。
また、ラグビー世界大会の応援として、お子さまに楽しん
でいただける「ラグビーボール投げゲーム」や「ラグビー
デザイン缶バッチ作成体験」のコーナーを展開しました。
ご来場いただいた皆さまをおもてなしするとともに楽しく
参加していただきました。
今年度は8月開催のため豊田市産の抹茶を使用したお
菓子「まちゃか」の販売はありませんでしたが今後も女性
会として「まちゃか」を活用した事業を展開し、地域を応
援していきます。 にこやかに、とよたの抹茶をPR

関連団体より

協　　　賛

特 別 協 賛
豊田市農産物ブランド化推進協議会、豊田建設業協同組合、豊田加茂建設連合協同組合、
公益社団法人 豊田法人会、豊田プレミアムスイーツクラブ、豊田ライオンズクラブ、
豊田加茂ライオンズクラブ、豊田ルネッサンスライオンズクラブ

豊田鉃工株式会社、株式会社山田屋、豊田信用金庫、
小島プレス工業株式会社、株式会社ユーネットランス、
トヨタ自動車株式会社
豊田化学工業株式会社、ひまわりネットワーク株式会社
アイシン高丘株式会社、株式会社アラキ製作所、ヴィッツ豊田タウン、株式会社ＦＴＳ、
えぷろんフーズ株式会社、オカタ産業株式会社、奥田工業株式会社、鬼頭工業株式会社、
株式会社協豊製作所、共和産業株式会社、有限会社後藤建設、コメジ・ソシオ株式会社、
三栄工業株式会社、新明工業株式会社、住友ゴム工業株式会社名古屋工場、太啓建設株式会社、
株式会社大幸、大豊工業株式会社、大豊精機株式会社、東洋工業株式会社、豊田カントリー倶楽部、
豊田市鉄工団地協同組合、トヨタ車体株式会社、トヨタ生活協同組合、豊田石油株式会社、
トヨタＴ＆Ｓ建設株式会社、トヨタ紡織株式会社、豊田まちづくり株式会社、トリニティ工業株式会社、
名古屋東部陸運株式会社、豊生ブレーキ工業株式会社、株式会社モダン装美、矢作産業株式会社、
株式会社山信商店、菱栄工機株式会社
株式会社シーエーエー、株式会社日本クリーナー、株式会社ホテル豊田キャッスル、仕出しのフォンテーヌ、
株式会社名古屋銀行豊田営業部、ヤハギ道路株式会社、株式会社池田事務器、ダンフーズ株式会社、
愛知トヨタ自動車株式会社豊田営業所、イオンリテール株式会社イオンスタイル豊田、小野電気株式会社、トヨタカ産業株式会社、
豊田広域測量設計研究会、株式会社三菱ＵＦＪ銀行豊田支店、明伸興産株式会社

豊田市産業への市民の関心を高め、地域の活性化を図っていくことを目的とした、
「とよた産業フェスタ２０１9」の開催に際し、協賛を賜り厚くお礼申し上げます。

（敬称略・順不同）
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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

最近の私は毎日がなんとなく忙しく、自分の
疲れに無頓着になってしまい体が発する
SOSにも気づかない。疲れの原因にも3種類
あるらしく、私はきっと③だなと感じる。【①体
の疲れ②ネガティブな感情による心の疲れ
③マルチタスクによる疲れ（脳がアイドリング
状態）】疲れの原因に正しく気づくことは大
事なこと！自分に適した休息法で心身をリ
セット。目指すは“疲れをためないカラダ！”週
末こそ自分と向き合う時間を大切にしよう。

（M.Y）

1日（日） 第65回豊田珠算競技大会

21日（土） STREET ＆ PARK MARKET 【桜城址公園】

23日（月） ラグビーワールドカップ2019™ ウェールズ VS ジョージア

28日（土） ラグビーワールドカップ2019™ 南アフリカ VS ナミビア

～11月30日まで とよたビジネスフェア募集中

18日（水）・19日（木） 建設業部会 視察研修会

商工会議所他ご案内 月9

関
係
各
所
よ
り

豊田市産業実態調査にご協力ください！
豊田市から、８月下旬に製造業・商業・サービス業者等の皆様に対し、豊田市産業実態調査のアンケート調査票を発送いたしました。いただいた意見を次期
の市のプラン策定に活用するとともに、事業者様に必要な支援策の検討に活用いたします。アンケート調査票が届いた方につきましては、お忙しいところ
恐縮ですが、ご回答にご協力くださいますよう、お願いいたします。　■回答期限　2019年9月18日（水）　■お問合せ　【製造業者の方】豊田市ものづく
り産業振興課 玉手 TEL：0565ｰ34ｰ6641　【商業・サービス関連事業者等の方】豊田市商業観光課 山崎 TEL：0565ｰ34ｰ6642

ものづくりキホンの「キ」、実習と講義で学ぶ受講生募集中
■想定受講者　●文系出身など、ものづくりの経験がなく、幅広い知識を得たい方
　　　　　　 ●加工や計測評価・回路の基礎知識が必要となった方・専門技術の幅を広げたい方
　　　　　　 ●IoTデバイスを自社で設計したい方、使用している現場を見学したい方

■お問い合わせ　とよたイノベーションセンター【高専拠点】　TEL：0565ｰ36ｰ5975　FAX：0565ｰ36ｰ5829
URL：http://www.toyota-innov.aichi.jp　　担当：前田、中根

とよたイノベーションセンター 製造技術者育成プログラム受講者募集中

外国人雇用セミナー
この4月に施行された改正出入国管理・難民認定法により、深刻な人手不足に対応できるよう外国人の受け入れ基準が新設されました。そこで実際の
受け入れ、雇用に向けて初めての方にも分かりやすく楽しく講義します！
■日時　2019年9月25日（水）13：00～　■場所　豊田商工会議所2階　■講師　榊原豊久氏（名古屋出入国在留管理局長届出済行政書士）・中島伸介
氏（登録支援機関 行政書士）　■お申込み・お問合せ　豊田市市民相談課　TEL：0565ｰ34ｰ6626
※お申込みは①事業所名(団体名)、②名前、③住所、④参加人数、⑤電話番号　をご連絡ください。

豊田市よりお知らせ　９月１日～10日は「屋外広告物適正化旬間」です。
ルールを守り、違反広告物のない良好な広告景観づくりにご協力ください。
●広告物の掲出には許可が必要です　屋外広告物の掲出にはルールがあり、原則許可が必要です。計画の際は事前にご相談ください。事業者や土地所
有者の方は、自分の広告物に無許可や未更新のものがないか確認をお願いします。
●違反広告物を見つけたら　違法広告物は見つけ次第、市で取り外していますので、お気付きのものがありましたら、市建築相談課へご連絡ください。
■お問合せ　豊田市建築相談課 まちづくり担当　TEL：0565ｰ34ｰ6649

人事報告お知らせ 8月31日をもって3名が退職し、9月1日に1名が入所しました。

９月から、猿投支所で勤務させて
いただきます。
皆さまとの出会いを大切にしな
がら、そして早く、皆さまのお役
にたてますよう、頑張りたいと
思っております。
宜しくお願い致します。

新入職員
豊田商工会議所
猿投支所

板倉 紋子
いた　くら あや　こ

一身上の都合により８月末を
もって退職いたします。在職中
は大変お世話になりました。多く
の会員の皆さまとの出会い、そこ
で得た経験は自分の財産であり
ます。皆様の変わらぬご活躍と
ご発展をお祈りしています。あり
がとうございました。

豊田商工会議所
中小企業相談所

深見 延之
ふか　み まさ  ゆき

退　職　者

この度、一身上の都合により退
職することとなりました。2013
年4月に入所し約6年間、在職中
は大変お世話になりました。お世
話になった会員の皆さまをはじ
め、多くの方から仕事を通じて多
くのことを学ばせていただきまし
た。ありがとうございました。

豊田商工会議所
本所 総務部

山本 和輝
やま　もと かず　き

退　職　者

一身上の都合により8月末で退職
させていただきます。何かと至らぬ
点もあったかと思いますが、お世話
になり本当にありがとうございまし
た。仕事を通して多くの方々と関わ
りたくさんのことを学ばせていた
だきました。短い間でしたが、本当
にありがとうございました。

豊田商工会議所
本所 総務部

鳥居 雅隆
とり　い まさ  たか

退　職　者

講座③ 「電気電子回路とセンサー基礎」 11月～R2年2月 10人
講座④ 「機械加工・計測評価技術」 11月～R2年1月 15人

製造技術者
育成プログラム（基礎）

申込用紙をHPからダウンロードし、
FAX願います。（市内企業：２万円）

newsnews

イルミネーションストーリーinとよた2019 協賛募集

イルミネーションでまちなかに彩を！

日　　時 2019年11月23日（土） 16：30～（予定）
場　　所 豊田参合館アトリウム 点灯場所 駅東ロータリー 他

お問合せ イルミネーションストーリー実行委員会
事務局（豊田まちづくり（株）内）　TEL：0565ｰ33ｰ0002

お知らせ
WE LOVE とよた
商品券 取扱店募集
について

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

対　　象

当所会員、市内商工会会員
※商品券購入者へ配付する
　取扱店一覧への掲載は、できませんので
　ご了承ください

申込期限 ２０２０年2月28日（金）

お知らせ

●グランプリ ・・・ 豊田信用金庫　
●準グランプリ ・・・ 株式会社メイダイ　
●特　別　賞 ・・・ 公益社団法人豊田法人会 女性部会

国土交通省、財務省等へ要望
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

最新情報をお届け！

Toyotacci　.news
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青年部ステージにて表彰
受賞者の皆さま、おめでとうございます

とよた産業フェスタ2019
楽美グランプリ 結果発表
らぐ びー

本年度のテーマ「エンジョイラグビー　～感動を　そしてその先へ～」に合わせ、
ラグビーにちなんだ展示・商品販売を行い「最もラグビーに熱いと感じた」ブース
を来場者投票で選ぶコンテストを行いました。グランプリへ参加した全19ブース
から、以下のブースが選ばれました。受賞おめでとうございます。

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約７８０件お申込みいただき
ました。当所会員、市内商工会会員につきまして
は、随時申込を受け付けますのでぜひお申込みく
ださい。

イルミネーションに賛同し協賛して
いただける企業を募集しています。
協賛希望される方は下記事務局に
ご連絡ください。

企業協賛

市民の皆さまからのご協賛も募集しています。１口（500円）
ごとにオリジナルピンバッジをひとつ贈呈します。

市民協賛

TｰFACE　B館２階インフォメーション、カメラの店白樺、
当所3階　など

協賛場所

〈点灯式〉

市民の
力で光を
灯そう！

活動報告
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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。
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