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発行総額 約１３億円

ＷＥ ＬＯＶＥ とよた商品券 販売のお知らせ

２０％！のプレミアム付き
商品券

消費喚起・地元消費拡大・地域経済活性化を目的に２０％！のプレミアム付き商品券を下記のとおり販売します。
市内の多くのお店（大型店含む）でご利用いただけますので、この機会にぜひご購入ください。
また、商品券発売に伴い使用期間中に街なか・山間地域の各商店街においてもイベントが予定されています。
ご期待ください（詳細は後日発表）。

WE LOVE とよた 商品券 概要
プレミアム率

約１３億円

発行総額

２０％

加 盟 店 数

市内1,000店舗以上を予定

商品券内容

販売価格 １冊 １０，
０００円 額面１２，
０００円（５００円券 ２４枚綴り）※おつりはでません
１人当たりの購入限度を5冊までとさせていただきます

※商品券が使える店

※加盟店の詳細については当所HP（www.toyota.or.jp）に掲載しています

内訳：全店共通券 11,000円分
地域振興券 1,000円分

500円券×２２枚
500円券× ２枚

交通運輸業部会

マイナンバーセミナー

幹線道路整備の勉強会
南北バイパスなど市内幹線道路網は、東名・東海環状
自動車道と一体となり、広域なネットワークを形成する
重要な路線で早期の道路整備が求められています。
そこで今回「西三河地域」における幹線道路網の進捗
状 況について勉 強 会を開 催します。ぜひ 、ご参 加くだ
さい。
平成27年8 月28日（金）14：00〜15：30
日
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平成27年7月14日（火）14：00〜16：00
参 加 費
豊田商工会議所2階 多目的ホール
講
師
浅野 環氏
100名（先着順）

無料

※詳細・申込みは今月号折り込みチラシをご覧ください
中小企業相談所

お問合せ

TEL：0565ｰ32ｰ4593

とよた産業フェスタ2015
出展者募集

場

所

豊田商工会議所２階 多目的ホール

講

師

国土交通省中部地方整備局 名四国道事務所
豊田市 建設部 建設企画課

定

員

８０名（先着順）

9月26日（土）
・27日（日）の当イベント開催に向け、
「ランチマーケット（飲食業
限定）」、
「産業PRストリート（飲食以外の業種）」へ出展いただける団体・事業
所を募集しています。詳しくは今月号折り込みチラシをご覧ください。

交通運輸業部会担当 加藤・粟津・弓場
ＴＥＬ：0565−32−4568
FAX：0565−34−1777

出展には条件があります。
詳しくはHP（http://www.s-festa.com/）
「出展者の皆様へ」をご覧ください。
★公式フェイスブックページに「いいね！」を押して、イベントを盛り上げましょう！

お申込み

加盟店全ての店舗で使用可
大型店を除く店舗で使用可

今年10月より通知開始！

7月31日（金）

応募締切

※大型店 ⇒ 店舗面積１，
０００㎡超の企業

販

売

日

平成２７年７月１２日（日）
・１３日（月）両日とも１０：００〜１４：００を予定
※商品券購入には整理券が必要です
整理券は両日とも各会場で９：００から配付します

使 用 期 間

整理券配付枚数は下欄をご参照ください

販売日初日から平成２７年１２月３１日（木）まで
名

称

整理券配付枚数

名

７月１２日（日）７月１3日（月）

称

販

⑧フォレスタヒルズ（屋内テニスコート）

整理券は
先着順に
配付します
整理券配付枚数
７月１２日（日）７月１3日（月）

売
場
所

1,100枚

900枚

⑨豊田市役所 足助支所

550枚

350枚

350枚

⑩豊田市役所 藤岡支所
※７月１３日（月）は藤岡交流館

550枚

550枚

650枚

350枚

⑪旭交流館

250枚

150枚

450枚

450枚

⑫小原商工会（豊田市役所小原支所内）

350枚

250枚

①A館 T-FACE８階イベントスペース（松坂屋豊田店上階）
2,300枚
※整理券は２階東入口付近で配付

1,500枚

②コモ・スクエア西棟 １階

2,300枚

1,500枚

③高橋コミュニティセンター

750枚

④西部コミュニティセンター
⑤上郷コミュニティセンター
⑥高岡コミュニティセンター

850枚

650枚

⑬下山基幹集落センター（豊田市役所下山支所隣接）

350枚

250枚

⑦猿投コミュニティセンター

850枚

350枚

⑭豊田市役所稲武支所別館（旧稲武保健センター）

250枚

150枚

2015年度「とよたPR大使」2名募集！
「WE LOVE とよた」
「地産地消でとよたを元気に！」を合言葉とする
とよた元気プロジェクト。豊田市のいいところ・素敵なところを全国に
向けてお届けするため、当プロジェクトより誕生した、とよたPR大使の
第３期生を募集しています。
「とよた」の魅力・ステキを伝えませんか。たくさんのご応募お待ちしています。

とよた元気プロジェクト実行委員会
（事務局）
：豊田商工会議所 プロジェクト推進部
〒471ｰ8506 豊田市小坂本町1ｰ25
TEL：0565ｰ32ｰ4595
★公式フェイスブック更新中！「いいね！」を押して盛り上げましょう。

お申込み
お問合せ

◆各販売場所の駐車場は台数が限られています。公共交通機関等でお越しください。 ◆各販売場所へ内容等のお問い合せはできません。

主

催

お問合せ

とよたプレミアム付商品券実行委員会
フリーダイヤル TEL：0120ｰ003ｰ210 ９：００〜１７：００ 土・日・祝日 対応可

■ 環境の保全を推進する協定協議会構成員
「小島プレス工業株式会社」の取組を紹介します。

関係各所より
お知らせ

とよたcci.mail 2015／7月号

■ 障害者職業生活相談員資格認定講習
５人以上の障害のある従業員を雇用する事業所は、
「障害者職業生活相談員」を選任し、所轄のハローワークに
届出をした上で、職業生活の相談・指導を行うことが義務づけられています。当機構愛知支部にて、資格認定講習
を実施します。ぜひご活用ください。定員150名、参加費無料。
【日程】第1回 H27.9/29〜30 第2回 H27.11/26〜27 第3回 H28.1/21〜22
【会場】名古屋国際センター 別棟ホール（地下鉄国際センター駅 直上）
詳細・申込みは、右記HPへ http://www.jeed.or.jp/location/shibu/aichi/23̲ks.html
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 愛知支部 高齢・障害者業務課 広報・啓発業務担当
TEL：０５２ｰ５３３ｰ５６２５

当所独自の共済制度。従業員やその家族の福利厚生にぜひ
ご活用ください。
❖保険期間１年自動更新

事業所の福利厚生制度として
力強くサポート

独自の祝い金・
見舞金制度

❖24時間保障

例）

❖医師による診査不要

※2口以上加入・1年以上継続の
方対象

事故による入院から、病気・災害に
よる死亡まで、業務上・業務外問わず
告知のみのお申込み

●結婚・出産 10,000円
●入院（一週間以上）
5,000円〜10,000円

例）女性38歳 ２口 月額864円 死亡保険金・高度障害保険金保障200万円

余剰が生じたときは配当金として還元も！
お申込み・お問合せ

総務部（1階）ＴＥＬ：0565ｰ32ｰ4569

６月中旬より豊田市内15会場にて開催。ぜひお近くの会場へ
お越しください。また、クライマックスの おいでんファイナル は
7月25日（土）。駅前通りを中心に観客の皆さまを魅了します。
今年もお楽しみに！
7月以降のスケジュール

工場内を循環している冷却水の落差を利用して発電（小水力発電）
しています。つくった
電気は、工場の照明や自然災害などの緊急時に使います。協定協議会では、他にも
様々な取組を紹介中。協定協議会 で検索
お問合せ：事務局（豊田市環境部環境保全課）TEL：0565ｰ34ｰ6628

マイタウンおいでん 開催中！

おいでん共済

※記載内容は予告なく変更する場合があります。

10

【応募資格】 ①とよたPR大使にふさわしい、健康で明朗な方
②豊田市内に在住・在勤・在学の満18歳以上の方
男女、既婚、未婚は問いません（高校生は不可）
③PR活動に際し、勤務先などの理解が得られる方
④モデルなどとして専属契約していない方
【応募方法】 応募申込書に必要事項を明記し、写真を添付の上、
郵送またはご持参ください。
【応募締切】 7月20日（月）
【選考方法】 ①書類審査 ７月２７日（月）以降､審査結果を通知
②面接審査 ８月１日（土）豊田商工会議所
■ 詳細は、豊田商工会議所ホームページをご覧ください

7月4日（土）
◆ 稲武おいでんまつり2015
◆ＩＹＯＩＹＯおいでん

◆ 猿投おいでん夏まつり
◆ おいでんまつり松平

7月11日（土）
◆ おいでんあさひ風鈴まつり
◆ ふじおかおいでん夏まつり
◆ ほ〜い、おいでん・大林2015 ◆ マイタウンおいでん高岡
◆ まちなかおいでん with ＪＡ
7月12日（日）
◆ おいでん上郷 ! 2015

詳しくは

豊田おいでんまつり

で検索
とよたcci.mail 2015／7月号
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