
平成26年3月1日（土） 9：00～9：45日　　時

豊田市役所東庁舎北側（広場）場　　所

顕彰会 会員　※会費1,000円（入会時のみ）
（入会希望の方はご連絡ください）

対　　象

内　　容

事務局（総務企画部）
ＴＥＬ：0565－３2－4568

お問合せ

豊田商工会議所からのお知らせ とよたcci.news

イルミネーションストーリーご協賛のお礼

1月２６日をもちまして、豊田市中心市街地一帯で展開しておりましたイルミネーション事業を無事終了することができました。
ご協賛・ご協力、誠にありがとうございました。

1
22 新春懇談会

　ホテルトヨタキャッスルにて執り行い、ご講演いただ
いた太田市長をはじめ、ご来賓の方々や当所役員・議員
合わせて140名と共に盛大に開催できましたことを感
謝申し上げます。
　三宅会頭の挨拶
にもありました通り、
懸念される４月から
の増税へ対し徹底
した現場主義で景気
回復・デフレ脱却を
目指し、会員の皆さま
と共に「行動する
商工会議所」を実践
してまいります。

日　　時

お問合せ

お問合せ 総務企画部　担当 小田・森奥
ＴＥＬ：0565－32－4568

ホテルトヨタキャッスル ２階 宴会場場　　所

ナゴヤキャッスルグループ　
総務部 人材育成課長 杉浦敏代 氏

講　　師

2,000円
（セミナーのみの場合1,000円）

参　加　費

80名（定員に達し次第締め切り）定　　員

当所会員事業所の経営者または従業員対　　象

お電話にてお申し込みください。申込方法

平成26年2月10日（月）
セミナー 14：00～15：30
意見交換 15：30～16：30（ティーパーティー形式）

日　　時

ホテルサービスのプロから学ぶまたとないチャンス
「接遇セミナー」のご案内

中村寿一氏・豊田喜一郎氏
顕彰像献花式

　豊田市の礎を築かれた中村寿一氏と豊田喜一郎氏の功績
をたたえ、その事績を後世に伝承する「中村寿一・豊田喜一郎
顕彰会」（当所事務局）は、毎年３月
の第１土曜日にお二方の顕彰像
に対する「献花式」を行っており
ます。ご参列をご希望される方は
事務局までご連絡ください。

●顕彰像に対する献花
●ものづくり精神の伝承に貢献した方の表彰

平成26年3月4日（火）・5日（水） 実施時間は店舗により異なります
主　　催 とよたまちなかバル実行委員会

そ　の　他 店舗情報等の詳細は当所ＨＰ（http：//www.toyota.or.jp）
「とよたまちなかバル」のバナーをクリック。

お問合せ とよたまちなかバル実行委員会（当所３Ｆ豊田市商業連合（協）内）
TEL：0565－32－0039　FAX：0565－34－1777　担当 鈴木・藤田・小野

チケット
参　加　店 ７５店

「とよたまちなかバル」
７５店で開催

とよた
元気プロジェクトより報告

　自分のまちを愛することから始まる消費活動“地産地消”及び“消費喚起”で
元気なとよたを目指すため活動をしております当プロジェクトが、昨年１０月に
生鮮品として初認定をしました「なのはな農園のホウレン草」の近況をお伝え
します。
　このホウレン草は、①地元生産の野菜を地元の人に食べてもらう②市場・
農協・種苗会社のチェックを受けた安心・安全な野菜を作る、この２点と安定供
給・安定価格販売を目指し、なのはな農園株式会社の梅谷岳志氏と顧問である
合資会社鳥居種苗店代表社員の鳥居和弘氏の協力により生産されている
ものです。
　ホウレン草はデリケートな野菜だそうですが、生産開始後から安定した品質
を保ち、生産量も順調に推移されているそう
です。
　梅谷氏にお話を伺いましたところ「自然の
ものですので当然、天候等が品質・生産量に
大きく影響しますが、今後に向けて課題も見
えてきたので、もっと良いものが提供できる
ように頑張っていきます。」とのことでした。
　食べるものは安全が第一です。安心・新鮮
で美味しいホウレン草の供給が今後も期待
できそうです。

主　　催
お問合せ

　日本銀行名古屋支店長 宮野谷氏を講師にお迎えして経済講演会を
開催します。
　世界経済の動向と経済状況の変化を的確に把握することができる
貴重な講演会です。是非ご聴講ください。

平成26年3月4日（火） 15：00～16：30日　　時

豊田商工会議所 ２階 多目的ホール場　　所

日本銀行名古屋 支店長 宮野谷 篤 氏講　　師

無料参　加　費

平成26年2月21日（金） 
または定員になり次第締切

申込締切

２００名定　　員

豊田経済懇話会事務局
（当所内）
ＴＥＬ：0565－32－4568　担当 小田・片岡・森奥

日本銀行名古屋支店長 講演会
「最近の金融経済情勢と展望」

豊田商工会議所 ２階 多目的ホール場　　所
無料参　加　費
総務企画部（3F）
ＴＥＬ：0565－32－4568　FAX：0565－34－1777

お問合せ
１００名定　　員

第一部 14：00～14：15
　「豊田市防災基本条例について」豊田市社会部防災対策課
第二部 14：15～15：30
　「南海トラフ地震と豊田地域の企業防災対策」
　講師：愛知工業大学 正木 和明教授
二部終了後「個別相談受付」豊田市都市整備部建築相談課・建築士の方々

内　　容
平成26年2月26日（水） 14：00～16：00日　　時

耐震対策セミナー
あなたの事業所・ご自宅は大丈夫ですか？

　東日本大震災から約３年が経ち、耐震についての対策を実施・検討されて
いる方が多くなっています。耐震化には、専門的な知識が必要になるなど
様々な課題が存在します。本セミナーを皆さまに聴講していただき、改めて
知識を深めることで、今後の対策に活用していただきたいと思います。

　従来より中心市街地の商店街主催でバル事業（食べ歩き・飲み歩きイベント）が実施さ
れていますが「活力溢れる楽しいまちなか」をアピールし、さらなる活性化を目指すため
豊田市駅周辺のまちなか一帯をエリアとして７５店の参加によりバル事業を開催します。
　「前から気になっていた店だけど行く機会がなかった」「ちょっと高級そうな店だから、な
かなか入れない」そんな思いをお持ちのみなさんも多いと存じますが、そういうお店が参
加しているかもしれませんので、この二日間で興味があるお店を是非お試しください。

☆前売り券１SET 3,500円：５枚つづり（２月２７日（木）まで）
　注：今回はエリアを三つのブロック（①新豊田・小坂本町②西町③駅前・駅東）で構成、
　　 チケット５枚のうち３枚は１枚ずつ①・②・③の各ブロックで使用（他のブロックでの
　　 使用はできません）、残り２枚はどこのブロックでもお使いいただけます。
☆当日券１SET 4,000円：５枚つづり５枚ともどこのブロックでも使用可
　※チケットの販売場所は下記事務局へお問い合わせください
　※２日間で使い切れなかったチケットは参加店で１枚700円の金券としてご使用いた
　　だけます（どこのブロックでも使用可、つり銭は出ません。平成26年3月31日まで）

お問合せ 産業振興部
ＴＥＬ：0565－３2－4594
担当 愛知・白井

豊田ものづくりブランド制度
４月より開始！

環境の保全を推進する協定協議会構成員の株式会社オティックス高岡です。
当社が実施している省エネ活動の一部をご紹介します。

【取組の紹介】
　弊社では毎年、省エネ活動の一環として全社をあげて緑化コンクールに
取り組んでいます。
　３月～４月に各部署単位で種まき等を始め、毎日の水やりを経て猛暑シー
ズンには見事な緑のカーテンになり暑さ対策の補助をしています。
　近年では胡瓜等の野菜を栽培し、その過程で共通の話題ができ“風通しの
良い職場づくり”が図られ、今ではなくてはならない活動として定着しています。
　また、収穫した野菜を冷蔵庫等で冷やし食す事により従業員の熱中症予防
にも一役買っています。

協定協議会事務局（豊田市環境部環境保全課） TEL：0565－34－6628

協定協議会は
各社の環境取組を応援します

拡充のポイント

豊田市役所 産業部 ものづくり産業振興課 企業誘致担当
TEL：0565－34－6641
Ｅ-mail：kigyo-yuchi@city.toyota.aichi.jp
http://sangyounavi.toyota.aichi.jp

お問合せ

設備投資に係る費用の５％（限度額５億円）を奨励金として交付します。

①設備投資額の下限を引下げ
②対象業種の拡大
③雇用条件を大幅緩和

「１億円以上から3,000万円以上に」
「製造業すべてが対象に」
「常時雇用25人以上から既存の従業員維持に」

新制度の内容
設備投資（老朽化に伴う単なる設備更新を除く）に係る費用の５％
（限度額５億円）を奨励金として交付します。
製造業であること（中小企業に限る）
２０年以上市内に立地していること
設備投資額が３,０００万円以上（農山村地域では１,０００万円以上）であること
設備投資の後においても常時雇用の従業員を維持すること

平成26年４月より、「再投資奨励金」を
利用しやすい制度に拡充！！

…
………………
…………

□
□
□
□

✓
✓
✓
✓

検 索とよた産業ナビ※協定協議会は、市内36の企業と豊田市でつくる組織で、自主的に環境対策を進め、
　先進的な対策事例をもつトップ企業の集まりです。

協議会構成員では、この他にも様々な環境取組を行っています。
●協定協議会ホームページ　http://kankyou-hozen.org/ 検 索協定協議会

　当地域産業を陰で支える中小・零細企業の持つ
高度な技術・製品にスポットを当て、一定の基準を
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、積極的なPR等の支援を通じて当
地域の産業振興に寄与することを目的とした制度を
４月より展開いたします。
　３月５・６日にスカイホール豊田で行われる「第５回
とよたビジネスフェア」にて制度を紹介いたしますの
で、ぜひ会場へお越しください。

◆ご協賛事業所一覧（敬称略・順不同）

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
太啓建設株式会社／大豊工業株式会社／豊田金融協会／公益財団法人 豊田市文化振興財団／豊田まちづくり株式会社／
名古屋東部陸運株式会社
アイシン高丘株式会社／株式会社 アラキ製作所／医療法人 佐藤耳鼻咽喉科／株式会社 シーエーエー／中部電力株式会社 豊田営業所／東洋工業株式会社／
豊田化学工業株式会社／トヨタ生活協同組合／トリニティ工業株式会社／名古屋鉄道株式会社／ひまわりネットワーク株式会社／宝昇建設株式会社／
豊生ブレーキ工業株式会社／株式会社 丸太不動産／株式会社 名鉄トヨタホテル／株式会社 モダン装美／矢作産業株式会社／横山興業株式会社
伊藤工業株式会社／有限会社 岩月組／内浜化成株式会社／大林建築設計事務所／奥田工業株式会社／オカタ産業株式会社／カシマゴビルディング株式会社(VITS豊田タウン)／
川合自動車株式会社／川端建設株式会社 ／GAZA専門店街／株式会社 クマガイインテリア／株式会社 クラチスタヂオ／株式会社 こいけやクリエイト／コメジ・ソシオ株式会社／
コンドー産業株式会社／株式会社 沢田工業／三栄工業株式会社 ／株式会社 住・サポート／新明工業株式会社／有限会社 ステップ／住友ゴム工業株式会社 名古屋工場／第一電機測器株式会社／
大豊精機株式会社／株式会社 大丸松坂屋百貨店松坂屋豊田店／税理士法人 タックス・トヨタ／有限会社 田中商店／株式会社 鶴水スポーツ／T-FACE会／テクノハマ株式会社／
東邦ガス株式会社 豊田営業所／株式会社 豊川／トヨタカ産業株式会社／豊田カントリー倶楽部／豊田広域測量設計研究会／豊田市駅前商業協同組合／豊田市駅前通り南開発株式会社／
トヨタ車体株式会社／株式会社 トヨタ中央自動車学校／有限会社 豊田調剤薬局／豊田プレステージホテル／合資会社 鳥居種苗店／有限会社 中村地所／日晶電機株式会社／
株式会社 日本クリーナー／有限会社 ひまわり商事／株式会社 フォンテーヌ／株式会社 ホテル豊田キャッスル／株式会社 マツタニ／宮田電工株式会社／株式会社 名邦テクノ豊田支店／
メグリア・セントレ／有限会社 八百正住宅機器／株式会社 矢野建設土木／菱栄工機株式会社

◆ご協力事業所一覧（敬称略・順不同）
名古屋鉄道株式会社／豊田市駅東開発株式会社／豊田市駅前通り南開発株式会社／豊田市駅前開発株式会社／富士フィルムイメージング／株式会社 夢現／Alohalo Planning

みや　の　　や　　あつし

梅谷岳志氏（左） 鳥居和弘氏（右）

“今年を飛躍の年に”と話す三宅会頭

今年のテーマ「～生きる～」
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