
毎年、この時期になると豊田市駅前周辺にまちを彩
るイルミネーションが現れます。ペデストリアンデッ
キの光のトンネル、ロータリーの大型装飾、このイル
ミネーションが灯り始めて今年で１８年目。いつも当
たり前のように輝きだすこの光は、いったい誰が、何
のために行っているのかご存知でしょうか。この光が
輝くまでには、たくさんの裏方たちのドラマがあるの
です。

　今年も、豊田市で地域活動をしているさまざまな団体
や学生で実行委員会を組織し「世界を照らすかがやき」
をテーマに「イルミネーションストーリーinとよた2019」
で中心市街地を彩ります。
　豊田市はラグビーワールドカップの開催地として今ま
でにない賑わいを見せていました。ただ、ラグビーワー
ルドカップが閉幕し、中心市街地の活性化という面で
は、今は少し寂しく感じます。そこで、改めて賑わいへと

繋げるため、地元企業、地元の方々の協力の下、中心市街地をイルミネー
ションで装飾し、かがやかせます。ぜひ、会場へ足をお運びいただき、これ
からも豊田市を盛り上げてまいりましょう。

実行委員長
横山要範

　今年のテーマである「世界を照らすか
がやき」の文字通り、ラグビーワールド
カップの熱をそのままに、来たる東京オリ
ンピックに向けて豊田のまちから世界に
向けてイルミネーションを点灯します。
我々催事部会では、11月23日に開催し
た点灯式に向けて準備してまいりました。
当日は近隣のこども園の園児や元城小

学校の生徒たち、豊田市少年少女合唱団による催しも大い
に盛り上がりました！
　豊田から世界を照らすかがやきを放てるよう、みんなで熱
い冬にしましょう。

催事部会長
鈴木謙造

　PR部会長として今年の点灯式を
盛り上げるため、また豊田市中心市
街地を活性化するため準備を進めて
まいりました。豊田市を盛り上げ、そ
の未来をかがやかせるため、毎年イ
ルミネーションストーリー実行委員会
ではさまざまな催しを考え企画してい
ます。またラグビーワールドカップで

の盛り上がりから今後の更なる発展を目指し、「世界を
照らすかがやき」をテーマに掲げ実行委員会と参加され
る皆さまとともに豊田市をかがやかせます。今後もイル
ミネーションを軸に大いに盛り上げたいと思います。

PR部会長
冨田裕樹

　日本国中、そしてここ豊田から大いに盛り上がったラグ
ビーワールドカップ。その熱がまだ冷めやらぬまま、2020年
オリンピックイヤーに向けて世界中が夢と期待に心溢れる
今、新たなまちの魅力を創出します。「世界を照らすかがや
き」がテーマの今回は、市民の皆さまの心がウキウキワクワク
するようなイルミネーション装飾です。駅東ロータリーは、高
さの異なる半円状のオブジェをメインに枯山水風のイメージ
で庭園を表現したジャパネスクイルミネーション。駅西ペデス

トリアンデッキでは、今や名物となりつつある光のトンネルを演出。KiTARA前に
はゴールド色の豪華なツリーが再登場。いずれもインスタ映えすること間違いな
しです。夢と希望に満ち溢れた今年のイルミネーションストーリーinとよたをご家
族・ご友人・お仲間の皆さまと体感し、それぞれのストーリーをつくりましょう。

装飾部会長
成田昌宏

誰がためにその光は灯るのか誰がためにその光は灯るのか
イルミネーション点灯のきっかけは1999
年から始まる、相次ぐ駅前大型店の撤退
にさかのぼります。駅前に漂う暗い雰囲気
を払拭しまちに明るさを取り戻そうと、民
間、行政が手を取り合い立ち上がったプ
ロジェクトが「イルミネーションストーリー
inとよた」です。初年度である２００２年か
ら豊田市駅東ロータリーを中心に徐々に展開していき、毎年新たなコン
セプト、企画を加えながら進化しています。

光の始まりのきっかけ光の始まりのきっかけ

商工会議所青年部、青年会議所、商店街が中心となり構成さ
れるイルミネーションストーリー実行委員会は、1年を通じ活動
しています。装飾のテーマ、ピンバッジのデザイン公募などはこ
の実行委員によって計画されています。18年間、市民を飽きさ
せないよう時事のトレンドを取り入れた装飾デザインや、市民を
巻き込んだ催しなど趣向を凝らした展開を続けています。今年
のコンセプトは、オリンピックを意識した円形のオブジェに、日
本開催ということで和のテイスト（庭園をイメージさせる）を取
り入れたジャパネスク。単純なクリスマス装飾ではない「テーマ
性を持ったイルミネーション」は全国でも珍しいとのこと。また、
オープニングイベントの会場設営や、ステージでのパフォーマ
ンスもほとんどが実行委員の手によるものなのです。

アイデアが光るプレイヤーたちアイデアが光るプレイヤーたち

このようにさまざまな過程を経て作り上げたイルミ
ネーションですが、この段階ではまだ机上の光。こ
れをどうやって形にして現場で光らせるか、最大の
ミッションが残っています。設営会社の㈱彩電鶴田
社長は実行委員会のわがままを現場で具現化する
ために気苦労が絶えないそう。約50日間にわたる
点灯期間に耐えうる構造を考え、見る人に安全に
楽しんでもらうための目に見えない事故防止対策、記憶に残る演出方法といった、たくさ
んの課題をクリアしなければなりません。「全方位から見ることのできるロータリーの装
飾は特に難しい。光の角度、演出のパターンは特に気を遣い、高さを意識し立体感を演
出するようにしている。毎年いろいろなアイデアの提案があるが、特に昨年のラグビーボ
ール型の装飾は難しかった。その分、点灯式での歓声を聞いた瞬間の感動は言葉では
表せないものだった。」と鶴田社長。今年はどんな光を演出してくれるのでしょうか。

現場で灯る職人の光現場で灯る職人の光
まちの姿は変わっていきます。そのな
かで変わらないまちの光をいつまでも
灯し続けるために、明るいまちであり
続けるために、市民の皆さまがまちに
少しでも関心を持ち、豊田のプレイヤ
ーたちのすばらしさに気づいてもらえ
れば、そこからこのまちを楽しくする力
が湧いてくるのではないでしょうか。イ
ルミネーション実行委員会もまちのプ
レイヤーとしてその役割を担っていま
す。これからも、このまちのために、い
つまでも光った活動をしていきます。

これからの光これからの光

イルミネーション事業は誰でも参加することができます。
1つ目は、とよた産業フェスタで開催している「ミライミラー」
の制作ワークショップの参加です。制作されたミラーはペデス
トリアンデッキに設置※される光のトンネルで使用されます。
※今年は終了しました。
もう1つはピンバッジ購入による協賛です。毎年多くのファン
に支えられているイルミちゃんのピンバッジは今年で１１年目、
デザインも市民公募によるものです。そのほか、オープニング
イベントの出演やフォトコンテストなど市民のみんなで作り上
げる事業となっています。

市民の力で光を灯そう市民の力で光を灯そう

流線を多用した難しいデザインを
再現する鶴田社長

実行委員会は毎年4月から動きだします とよた産業フェスタからその年のPRが始まります

今年のピンバッチは
豊田市の小学生、
鈴木星愛さんのデザイン。
オリンピックの聖火を
イメージして世界中を
明るい未来で照らしたいと、
願いを込めて。

食イベントを企画した
2016年

実行委員よりごあいさつ・意気込み

とよたcci.mail 2019／12月号2 3とよたcci.mail 2019／12月号

特集

点灯期間 11月23日～2020年1月13日（月）



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

新規
創業

会員事業所紹介
“あたたかい”をモンゴルよりお届けします

空飛ぶ羊

【住所】 豊田市志賀町高洞11ｰ307　【営業時間】 10：00～14：30
【定休日】 不定休　【TEL】 0565ｰ39ｰ2120（携帯090ｰ4284ｰ7147）
【HP】 https://soratobuhitsuji.com
【E-mail】 soratobuhitsuji55@gmail.com

創業のきっかけは？Q
A

冬のモンゴルの－30℃でも耐えることができる羊、ヤギ、ラクダ、
ヤクの毛を染色せずそのままの色味で作った靴下など、日本の方
に合わせたあったかグッズやフェルトの雑貨をご用意しています。
なかでも肌触りも暖かさも抜群なカシミヤの腹巻はご好評いただ
いています。来年名古屋のギャラリー〝Ｅｎｎｅ″でファッションショー
も予定しています。（詳細はＨＰにて　https://enne-n.com）

仕事内容は？Q
A

まずは日本の冬やニーズに合っ
たおしゃれで良いものを作って
いきたいです。靴下は男性用も
あるので冷え性な方に手に取っ
てもらえたら嬉しいです。

今後の目標は？Q
A

学生の頃、故郷モンゴルで
フェルトを学んだ後来日し、大
学院で繊維について学びまし
た。この知識を活かしてモンゴ
ルと日本を繋ぐものを作りた
いと思い、創業に至りました。

【住所】 豊田市四郷町東畑306　【営業時間】 13：00～19：00（☎要来店予約）
【定休日】 火・日曜日　【TEL】 0565ｰ45ｰ4611
【HP】 https://isomuramusen.jp
【E-mail】 info@isomuramusen.jp

創業のきっかけは？Q
A

SONY商品のＴＶ、オーディオ、カメラ等の販売や、パソコン
のメンテナンスを承っています。お客さまが本当に必要なも
のにめぐり会えるよう、じっくり体験していただけるのが、個
人店である当店のセールスポイントです。お一人お一人のさ
まざまな疑問にお応えできるように来店時はご予約をしてい
ただいております。

仕事内容は？Q
A

生活を豊かに、楽しくする家電
を当店に来ていただいて、たく
さんの方に体験してもらいたい
と思っています。量販店には出
来ないショールームのようなお店にしていきたいです。

今後の目標は？Q
A

子供のころから家電、特にSONY
が好きでいつか電気屋さんにな
るのが夢でした。サラリーマンを
していましたが、先代から引き継
がないかと話をいただいたため
喜んで引き受けました。

「ソニーおたく」のいるお店
ソニーショップ 磯村無線

Q

ものづくり

豊田ものづくりブランド
「高度な技術・生産方式を持つ産業都市」である当地域。それを支える中小企業・小規模事業者の持つ優れた
技術・製品にスポットを当て、一定の基準を満たすものを「豊田ものづくりブランド」として認定し、企業の
発展と当地域のものづくりレベルの向上・イメージアップを図ります。

「高精度深絞り工法」は切削加工並みのミクロン精度のプレス部品の大量生産を可能にしました。30～300ミクロンの微小孔の単発から
連続プレス加工も可能にしており、金型の100％内製化と画像検査装置導入により、品質向上とコスト低減にも取り組んでいます。

今月号と来月号で今年度認定された4つの技術・製品をご紹介します

技 術 高精度深絞り及び微小孔加工製品のプレス量産技術

今年度認定企業4社（サトープレス工業株式会社、株式会社TKアジャイル、
Tranzac株式会社、株式会社ファインテクノ）が、メッセナゴヤ2019へ
共同出展しました。展示会は11月6日から4日間開催され、延べ62,422名が
来場。認定企業は来場者へ、自社技術・製品を紹介し、新たな販路拡大に
チャレンジしました。

お問合せ

 サトープレス工業株式会社　豊田市高岡町新宮38-39
〈認定技術・製品に関するお問合せ〉経営本部　神谷 朗　TEL：0565ｰ52ｰ3776　（HP）http://www.satopress.com

活動報告 メッセナゴヤ2019で認定技術・製品をPR!

企業
情報

ものづくり振興担当　TEL：0565ｰ32ｰ4594

かみや　ほがら

　機械設計の技術者として複数のメーカーでのキャリアを経て1980年に加
茂精工を創業。減速機の分野では不可能とされていた摩擦と遊びの無い製品
を作るのが夢でした。
　開発当初よりボールを使って商品化しようと考えていました。当時は鉄球を
常に持ち歩き、暇さえあれば手のひらで転がしアイデアを膨らませていました。
　「夢の実現には想像力が大切」と後進のエンジニアには伝えています。機械
要素は華やかでは無いがじわじわと技術革新に貢献する仕事です。会社もじわ
じわとゆっくりだが着実に発展し2019年10月に創立40周年を迎えることが
できました。これまでの人生、多くの人と出会いがあり支えられてきました。今
回の受勲はまさに皆さまのおかげです。

加茂精工株式会社 会長 今瀬 憲司さまが旭日単光章を受章されました

アメリカを感じたいならココ！

企業関連
情報

株式会社A.L.S

アメリカン雑貨に囲まれた店内

こだわりが詰まったハンバーガー

　年代物のアメ車が並ぶアメ車専門の販売店
“Mother Road”と、同じ敷地内にある大人気ハン
バーガーショップ“66DINER”。オールドアメリカン
のような雰囲気が漂う2店を経営する代表の井上さ
んは、子供の頃観たアメリカ映画に出てくる年代物
のアメ車や、ソウルフードのハンバーガーに憧れ、い
つかアメ車の販売店とハンバーガーショップを開き
たいとずっと考えていたそうです。23歳でアメ車の
販売店Mother Roadを創業して以来、1950年代
～1960年代の車を中心に、希望の車を見つけ出し
てくれると、県外のコアなアメ車ファンにも知られる
存在に。また、アメ車に興味が無い方でも気軽に来
てもらえるような、もっと多くの人が集まるような場
所にしたいと思い、もう1つの夢だったハンバー
ガーショップをオープンしました。
　「66DINERをオープンしてから、これまでのファン

の方だけでなく、よりたくさんの方に来ていただける
ようになりました。ハンバーガーは日本人の好みに合
うように作っているので、どなたでも楽しんでいただ
けると思います。」と語る井上さん。パティは和牛
100％でつなぎは一切不使用、バンズはパン屋に特
注するこだわりよう。店外に並ぶアメ車を眺めながら
ハンバーガーにかぶりつくと、本当にアメリカに来た
のではと錯覚してしまいそうです。今後の目標を尋ね
ると「豊田にオールドアメリカンを感じる街をつくりた
い。」と本気で語り、その一歩としてハンバーガーが
豊田のソウルフードになるように普及させていきた
いと話す井上さん。味もさることながら、雰囲気も楽
しめる66DINERとアメ車好きにはたまらない
Mother Road。ぜひ一度足を運んでみたらいかが
でしょうか？　　　　　　　　　　　　 （文責M・K）

インスタグラム

ハンバーガーショップ 66DINER アメ車販売 Mother Road／

高精度プレス加工による一体成型

加茂精工株式会社 会長 今瀬 憲司さま

独自金型構造により難加工材の高精度
プレス製品を多品種大量生産しています

プレス加工のみで成形＋微小孔（Φ0.2mm）
開けが可能

受章された今瀬さまよりコメントをいただきました

12月より通販サイトオープンします！

モンゴルの羊は元気いっぱい

代表のアリューンダリさま
（写真右側）

座って音を体験できるコーナー

代表の曽我さま
そが

シックスティーシックスダイナー マザーロード

若林駅

三河上郷駅
伊勢湾岸自動

車道

52

56

239

トヨタ自動車
上郷工場

66DINER/Mother Road

若林東町
三和

若林東町
棚田

上郷SA

来場者へ向けて自社加工製品を手にPR

秋の叙勲 平成29年度豊田ものづくりブランド認定企業

PointPoint PointPoint PointPoint

叙勲とは？………対象者は原則70歳以上で、生涯を通した功績に対して勲章が授与されます。
旭日章とは？……功績の内容に着目し顕著な功績をあげた方が対象です。

【住所】 豊田市若林東町三和83ｰ7　【定休日】 月曜日
【TEL】 Mother Road 0565ｰ78ｰ5066／66DINER 0565ｰ78ｰ8777
【E-mail】 motherroad.us66@gmail.com　【営業時間】 11：00～15：00／18：00～21：00

P11にクーポン掲載！

バーガーが50％オフ！
（レギュラー、チーズ、テリヤキ）

えんね

残り3つの技術・製品は来月号でご紹介
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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

�
�
�
料
理

0565-80-3731

9月27日、FIA世界ラリー選手権（WRC）　日本ラウンド「Rally　Japan」が２０２０年に開催されることが決定。日本では、２０１０年に
北海道で開催されたのが最後で１０年振りの開催となり、豊田市もその舞台となります‼

Rally Japan 開催決定 !

東海随一といわれる紅葉の名所香嵐
渓。もみじまつり開催中は、ライトアッ
プが行われ昼夜問わず艶やかな紅葉
を楽しむことができました。とよたPR
大使はオープニング式典にてご挨拶
させていただき、来場された皆さまと
紅葉を楽しみました。

と　　き 2019年１２月６日（金）16：00～／１２月７日（土）11：00～
内　　容 クラフト・フード出店 クリスマスコンサートステージ等

お問合せ 公益財団法人豊田市国際交流協会　TEL：0565ｰ33ｰ5931
主　　催 クリスマスマーケット in とよた実行委員会／豊田市 後　　援 豊田市教育委員会

と　こ　ろ とよしば（旧三菱UFJ銀行跡地）

秋のとよたも魅力がいっぱい！ 私たちこんなイベントに参加しました

世界ラリー選手権とは？ WRC 日本ラウンド 「Rally Japan」

フォーミュラーワン（F1）や、世界耐久選手権（WEC）などと並び国際自
動車連盟（FIA）が管轄する世界選手権のうちのひとつ。１９７３年以来、毎
年開催され歴史と伝統を誇る世界最高峰のラリー選手権で、競技は閉鎖
された公道を主に使用し、舗装路のみならず、岩の突き出た悪路や土埃の
舞う砂利道や雪道などさまざまな路面を高速で走行するため、もっとも過
酷な自動車競技選手権と言われています。

主な特徴

競技車両は一定数生産された市販車両をベースに製作することが決めら
れており、外観はベースモデルと大きな差はありませんが、選手権タイトル
を賭けた最高峰クラスが使用するワールドラリーカーは、エンジンや各
パーツ、駆動方式の変更など、内部は大部分が別ものとなっています。トヨタ
自動車の車で過去WRCに挑んだ車は、１９７３年初年度の「カローラレビン」
から「セリカ」、「スープラ」、「カローラWRC」へと続き、長い活動休止
期間を経て、２０１７年、「ヤリスWRC」で復帰参戦を果たしています。競技
車両には、ドライバーとコ・ドライバーの２名が乗車し、コ・ドライバーが
コース上のコーナーや路面状況などを記載したペースノートを読み上げ、
ドライバーはそれに従って運転操作を行います。

現時点の開催スケジュールは、WRC　２０２０年の最終戦と
なる第１４戦に組み込まれており、１１月１９日～２２日。開催
エリアは、愛知県内（名古屋市・岡崎市・豊田市・新城市・長
久手市・設楽町）および岐阜県内（中津川市・恵那市）の公
道。メイン会場は、愛・地球博記念公園（長久手市）となっ
ています。

愛知県大村知事は

「FIA世界ラリー選手権（WRC）の２０２０年日本開催を心
から歓迎します。…世界一の自動車産業の集積地である
本県には、自動車文化とモータースポーツの素晴らしさを
世界に発信していくというミッションがあります。日本を代
表するモータースポーツの中心地として、世界に大きくア
ピールする大会にしていけるよう、関係者と協力し、２０２０
年秋の大会成功に向けて全力で取り組んでまいります」と
コメントされています。
当所としても開催市のひとつとして、豊田市と連携して交
流人口の拡大、地域経済の活性化に向けた盛り上げ活動
に取り組んでいきます。

とよたPR大使活動報告

つつ い　　あ  み

筒井 亜美さん

クリスマスマーケット in とよた2019クリスマスマーケット in とよた2019
冬の駅前に新たな風物詩

冬を彩るイルミネーションが点灯し、まちが年末に向け慌ただしくなるころ。クリスマス
の音楽とこだわりのクラフトに囲まれた空間で、ゆったりと落ち着いた時間を過ごし
ませんか。今年は本場のクリスマスマーケットを豊田の駅前でお楽しみください。

豊田市駅周辺の価値・魅力向上をめざす会
豊田のまちなかを考える 令和元年度豊田市エリアマネジメント研究会

中心市街地活性化協議会では豊田のまちなかのエリアマネジメ
ントを推進していくため「豊田市駅周辺の価値・魅力向上をめざ
す会」を開催しています。再開発ビルが含まれる豊田市駅周辺エ
リアのステークホルダーが賑わいづくりだけではなく、「まちの
価値向上、経済的な価値の向上」を一緒に考えていくことを目的
とし「こうなってほしい」ではなく「こうしていく」という当事者視
点で議論を進めています。今回は、まちなかに望むシーンを議論
しながら、渋谷区公園等整備アドバイザーの林匡宏氏にライブ
グラフィックをしていただきながらの白熱した議論となりました。 まちなかの重鎮が膝をあわせる語り場 林氏の手で具現化した「まちのシーン」

クリスマスメニューも豊富に出店します

香嵐渓もみじまつりオープニング

先人たちが大切に守ってきたこの素晴ら
しい景色を後世に残そうと、地元の皆さま
が力を合わせて運営をされており、心が熱
くなりました。

11月1日

豊田市役所で日本代表としてワールドカップに出
場されたトヨタ自動車ヴェルブリッツ３選手の報告
会が開催されました。とよたPR大使は選手の皆さ

まに花束を贈呈。3人の選
手は、市民をはじめとした
ファンの応援に感謝の言
葉を述べ、今後の抱負を語
られました。

トヨタ自動車ヴェルブリッツ選手 報告会
ラグビーワールドカップ2019

日本代表ユニフォームを着た方が
たくさんいて、ラグビーの影響力
の大きさを肌で感じました。

11月12日

３選手のサイン入り
ユニフォームとボール
豊田市役所に飾られます。

くら やま　さ　き

倉山 沙葵さん

Merry 
Christmas
Special Memorial

Merry 
Christmas

WRC2020年開催スケジュール

（参照：ＷＥＢサイト「RALLY Japan」「JAF MOTOR SPORTS」「ラリー用語解説辞典」他）

愛知出身の勝田選手、1年前イベントで優勝！
11月9・10日、セントラルラリー愛知・岐阜2019が開催されました。ラリージャパンのテストイベン
トという位置付けの当大会では、本番さながらのラリーが行われ、トヨタ自動車の若手ラリースト
「勝田貴元」選手が、国際格式部門で総合優勝を果たしました。当市内では、下山・稲武地区から3
カ所で初ラリーが行われましたが、前売りチケットは完売。ラグビーワールドカップ同様、豊田市へ
世界大会がやってくるこの機会を逃すまいと、ラリーに沸く観戦客でにぎわいました。

かつた たかもと

モンテカルロ1
スウェーデン2
メキシコ3
チリ4
アルゼンチン5

ポルトガル6
イタリア7
ケニヤ8
フィンランド9
ニュージーランド10

トルコ11
ドイツ12
イギリス13
日本14

くにひろ

日本でお馴染みの「ヴィッツ」の海外モデル「ヤリス」がベースの「ヤリスWRC」
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年末調整とは、給与所得者に対して事業主が支払った１年間（１月～12月)の給与・賃金及び源泉徴収した
所得税について、年末に正しい年間の税額を計算し、差額を追加徴収、あるいは還付する一連の手続きを
指します。年末調整では、配偶者特別控除、扶養控除、障害者等の控除、保険料控除などが受けられます。今
回は、生命保険料控除についてのご案内です。

年末調整（生命保険料控除）

融資限度額 2,000万円

期間・利率 ●運転・設備 3年以内 年1.0％　　●運転・設備 5年以内 年1.1％　　●運転・設備 ７年以内 年1.2％
●設備 10年以内 年1.3％　　　　　　　　　　　　　　 ※利率は、金融情勢により変更となる場合があります。

対象と
なる方

①常時使用する従業員が20人以下（商業・サービス業5人以下）の個人、会社、医療法人及び企業組合等。
②豊田市内で6か月以上、同一事業を適法に営んでいること（豊田市内に住所を有し、豊田市内での資金に限る）。
③税金の滞納がないこと。　④現に手形交換所の取引き停止処分を受けていないこと。
⑤信用保証協会の保証対象資格を有すること。

担　　保 原則不要

保　証　料 借入時に別途保証料がかかります。保証料は保証協会の審査結果により異なります（年率0.5％～2.20％）。

連帯保証人 原則、法人代表者以外不要 返済方法 据置1年以内の分割返済

豊田市商工業者事業資金（通称マルトヨ）とは、
市内事業所を支援する融資制度です。

融資の条件 ※2019年12月1日現在

お申し込みの際必要なもの

中小企業相談所　TEL：0565ｰ32ｰ4593 または お取引のある金融機関お問合せ 国税庁ホームページ　https：//www.nat.go.jp

年末資金・資金繰りの相談は豊田商工会議所へ！！

融資制度のご案内

※上記以外にも書類を求める場合があります。保証協会及び金融機関の審査によってはご希望に添えないこともございます。予めご了承下さい。

提出書類 備　　考
信用保証委託申込書 ※実印

共通書類

本人が署名・捺印すること
信用保証依頼書 金融機関受付の場合、金融機関にて作成
信用保証委託契約書 ※実印 本人が署名・捺印すること
個人情報取扱同意書 ※実印 本人が署名・捺印すること
申込人（企業）概要 前回利用時に保証協会へ提出済みで変更がない場合、省略可
印鑑証明書 ※原本 申込人および保証人について、最近３か月以内のもの（各１通）
市税の納税証明書 ※原本 「市税に係る滞納はありません」 明記の完納証明書
国税、県税の納税証明書 ※写し可 納税証明書もしくは直近の納付書又は納税がわかる通帳の写し
確定申告書（決算書）（写） 申告書・決算書の直近２期分
残高試算表 決算から６か月以上経過している場合
商業登記簿謄本（写）、定款（写）法人の場合 直近３か月以内のもの
見積書（写） 原則見積先の印鑑があるもの
契約書等（写）設備資金の場合 不動産の購入資金等の場合
建築確認済証（写） 建築確認が必要な場合
許認可証等（写）許認可事業の場合 事業上必要な場合（有効期間内のもの）
宣誓書飲食業の場合 飲食店経営の場合に必要

生命保険料控除
所得控除の1つです。払い込んだ保険料に応じて、その年の所得から差し引かれる制度で、所得が低くなることにより、
所得税、住民税の負担が軽減されます。

生命保険料控除の概要

もっと詳しく知りたい方は

新契約と旧契約の双方に加入している
場合の控除額は、生命保険料又は個人
年金保険料の別に、旧契約の金額に応
じて右の表のとおり計算します。

①～③による各控除額の合計額が生命保険料控除額となります。なお、この合計額が12万円を超える場合には、生命保険料控除額は
12万円となります。

新契約
新生命保険料控除
（最高4万円）
（遺族保障等）

新個人年金保険料控除
（最高4万円）
（老後保障）

旧契約
旧生命保険料控除
（最高5万円）

（遺族保障、介護保障、医療保障等）

旧個人年金保険料控除
（最高5万円）
（老後保障）

介護医療保険料控除
（最高4万円）

（介護保障、医療保障）

［最高12万円］

＋＋ ＋＋（　　　　　　　　  ）新契約と旧契約の双方に
加入している場合 （　　　　　　　　  ）新契約と旧契約の双方に

加入している場合

支払った保険料は
控除できるの？

①新契約（平成24年1月1日以後に締結した保険契約等）に基づく場合の控除額

②旧契約（平成23年12月31日以前に締結した保険契約等）に基づく場合の控除額

③新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額

④生命保険料控除額

年間の支払保険料等 控除額
20,000円以下 支払保険料等の全額
40,000円以下20,000円超 支払保険料等×1/2＋10,000円
80,000円以下40,000円超 支払保険料等×1/4＋20,000円

80,000円超 一律40,000円

年間の支払保険料等

一般生命保険料・介護医療保険料
個人年金保険料

一般生命保険料・介護医療保険料
個人年金保険料

控除額
25,000円以下 支払保険料等の全額
50,000円以下25,000円超 支払保険料等×1/2＋10,000円
100,000円以下50,000円超 支払保険料等×1/4＋20,000円

100,000円超 一律40,000円

個人年金保険料の控除額
旧個人年金保険料について②で計
算した金額（最高5万円）

生命保険料の控除額
旧生命保険料について②で
計算した金額（最高5万円）

旧契約の年間の支払保険料等
が6万円を超える場合

新個人年金保険料について①で計
算した金額と旧個人年金保険料に
ついて②で計算した金額の合計額
（最高4万円）

新生命保険料について①で
計算した金額と旧生命保険
料について②で計算した金
額の合計額（最高4万円）

旧契約の年間の支払保険料等
が6万円以下の場合
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　NTTデータは、橋にとりつけるセンサーを開発
し、振動などのデータから補修が必要かを教えてく
れるシステムを実用化。すでに、世界各地に輸出され
始めている。
➡センサーからの情報を集めて点検や修繕を効率化
　することで人員と予算の削減を実現できる。

パソコンやスマートフォンはもちろん家電製品
や自動車、工場設備、ヘルスケア機器、計測器な
ど、センサーと通信機能が組み込まれたモノ
（デバイス）がインターネットに接続され、互い
の情報・機能を補完、制御を行う仕組みを指す。

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 －

IoTとは？9

●先月号「熱いラグビーもりあげ隊の4年間」を読んで
とうとうワールドカップラグビーも終わり、
寂しいですね。
市民一体となって、お祭りのような2か月間でした
ね。「4年間の準備、ご苦労様でした」という労いの
お手紙もいただきました。
大会が終わっても、そのレガシーは引き継いでいき
ます！次に控えるWRC（世界ラリー選手権）も、会報
で少しずつご紹介していきますので、お楽しみに。

●会員紹介を読んで
表紙のまぐろ、ステキ♥今井料理長さんもステキ♥
表紙のマグロに、P.5のふぐ。富山直送のおいしさが
味わえるなんて…よだれが止まりません。
もう、富山まで行っちゃおうかな！
買ったばかりのバイクで、ですか？
いいですね～。
免許も魚も、「とりたて」が
一番ですから！

（Internet of Things＝アイオーティー）

例

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
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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

12月23日（月）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

. 食わねど高楊枝の人

. 人生の節目の行事＝○○○○葬祭

. 『三匹のこぶた』末っ子の家の素材

. １１７に電話して聞きます

. 「報・連・相」の「報」は？

. シメジ、エリンギ、マツタケなど

. 日本の春を代表する花

. コレも実力のうち

1
2
3
4
7
8
9
11

. 上司の下で働く

. チンする家電

. 結婚したばかりです

. 絵の描き方や技法

. わずかな差のこと

. 飛行機が離着陸するところ

. 新下関と博多の間にある新幹線の駅

. 漢字には音読みと○○読みがある

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 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。

12/17（火）、1/21（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 16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】

66DINER

ＴＥＬ：0565－78－8777

50％OFF

【若林東町】
（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】

レギュラーバーガー、チーズバーガー、
テリヤキバーガーの3品目を 2019年

12月31日
まで有効

P5にて
記事掲載中！
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●お一人さま1回1枚限り有効　●サービス利用前に提示
●有効期限 2020年1月10日まで　●他券との併用不可
●66DINERのみ2019年12月31日まで

豊田商工会議所会報 2019.12月号

共通クーポン コピー可
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Present相談所より



10月6日、フォレスタヒルズで家族交流会『いつもありがとう！
大感謝祭』～スマイルハロウィン～を開催しました。
委員会ごとに各テーブルで会食しながら交流し、仮装コンテスト、
ＹＥＧビンゴ大会やミイラ作りゲームなどさまざまな催しを行い
ました。日曜日にもかかわらず、多くの青年部メンバーや家族の
方々が仮装して参加し、とても楽しい時間となりました。最後の
仮装コンテストでの表彰式も大変盛り上がりました。
家族のお陰で青年部活動が出来る事など、日頃なかなか伝えき
れない家族への感謝の気持ちを伝えることができ、楽しく幸せ
な時間となりました。

群 青 Power of Smile 青年部活動報告

関連団体より

市内建設業界の現状とその課題解決に向け、「地元企業への
100％発注」、「公共事業予算の安定的・継続的な確保」、
「建設ICTの普及」、「入札制度及び最低制限価格の見直
し」、「都市緑化の推進」、「地元企業による環境モデル都市
構築事業への参画方策」などの要望を取りまとめて豊田市に
提出。また、意見交換会で各業種の要望に対し、担当部局よ
り丁寧な回答を得るとともに、建設業界が行う社会貢献事業
についても、相互の理解を深めることができました。

豊田市への要望書提出と
意見交換会の開催

建設業部会11
6

礒谷・杉山両豊田市副市長と大矢副会頭

忘・新年会シーズンの到来です。飲酒時はつい気が緩み普段と違う言動をしてしまい、時には取り返しのつかない失敗
をしてしまうことも。その最たる例が交通事故。ほろ酔い気分が一転、最低最悪の事態となります。また「自分は関係な
い」と思っていても、運悪く思わぬ事故に巻き込まれることもあります。
この年末年始に事故に遭わないよう、カバンにひとつ交通安全グッズを付けておくなど、状況に左右されない安全対策
をしましょう。もちろん、運転者は飲酒運転厳禁です。

早速今日から取り組もう！  交通安全

参考：国家公安委員会「交通の方法に関する教則」愛知県警察「交通死亡事故分析」 他

普段の持ち物（カバンなど）に反射材のついた
ものをつける
通勤・通学路に目を向ける
（普段から交通事故に遭いにくい道を使う）
・道路照明のあるところなどできるだけ
　明るい場所を選ぶ
・歩道のある道を選ぶ
・「慣れ」による不注意に気をつける
　（例：「この丁字路は車があまり通らない」という
　　　経験から、横断時の確認を怠る）
・信号機のない場所での横断は避け、
　横断する際は細心の注意を払う
飲酒時は絶対に車道を歩かない、
飛び出さない。

歩行者・自転車…

事故
多発

飲酒運転厳禁。深酒をした翌日は運転を控える
スマートフォンを見るなど、わき見運転をしない
夜道は早めにライト点灯+ハイビーム
夜道で歩行者発見が遅れることや、歩行者が飲酒に
より思いもよらない動きをすることがあります。歩行
者に細心の注意を払いましょう。
体調に気を配る
年末は、忘年会や業務多忙などにより、休息時間が十
分確保できず、心身の疲れが残りやすい時期です。
運転者は、居眠り運転などをしないよう、まず自身の
体調管理を徹底しましょう。

運転者…

中小企業相談所　TEL：0565ｰ32ｰ4593当所へのお問合せ

渉外委員会 佐野委員長 寺田会長とメンバー家族 参加者の気合いの入った仮装

総勢175人が参加
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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

今年は、平成から令和へ新たな時代の
幕開けに日本中が沸きました。“平成最後
の○○”“令和最初の○○”というフレー
ズが飛び交い、年末年始が2度あるように
感じませんでしたか？本当の年末がやっ
てきましたが、来年も編集委員一同、会員
さまに喜んでいただけるような会報誌を目
指して努力してまいりますので、よろしくお
願いいたします。1年間ありがとうございま
した。　　　　　　　　　　　　（S.T）

1日（日） 第47回カラーコーディネーター検定
3日（火） 冬の交通安全立哨活動
6日（金） クリスマスマーケット（とよしば）
6日（金） 交通運輸業部会 視察研修会
8日（日） 第46回ビジネス実務法務検定
15日（日） 第27回環境社会（eco）検定
17日（火） 労働講座（当所 2F）
21日（土） STREET＆PARK MARKET（桜城址公園）
～27日（金） 【延長】 第11回とよたビジネスフェア出展者募集締切
12月28日（土）～1月5日（日） 年末年始休業期間

商工会議所他ご案内 月12

部会視察報告

関
係
各
所
よ
り

おいでんバス年末ナイト便を運行します！
１２月の７日（土）、１４日（土）、２１日（土）の３日間
は、おいでんバス６路線について、豊田市発の最
終便を増便します。豊田市街地での忘年会や映画
鑑賞の後は、ぜひおいでんバスをご利用ください。
■日時　１２月の７日（土）、１４日（土）、２１日（土）

令和元年度「豊田市 はたらく人がイキイキ輝く事業所」表彰において、
豊田商工会議所会員事業所が表彰されました。
■イキイキ大賞　有限会社　豊田煙火　ひまわりネットワーク株式会社　小島プレス工業株式会社／株式会社トヨタプロ
ダクションエンジニアリング　トリニティ工業株式会社　■その他　イキイキ優秀賞、イキイキ賞の受賞事業所名、各事
業所の主な取組は、豊田市ＨＰ産業部ものづくり産業振興課のページに掲載しています。
■問合せ　ものづくり産業振興課　TEL：0565ｰ34ｰ6774

事業報告

令和元年度
納税表彰式

■対象路線、増便時刻など
路線名

表彰名 お名前 企業名 功　績

豊田・渋谷線 22：15発 桑原公園
藤岡・豊田線（加納経由） 22：17発 藤岡支所
下山・豊田線 22：17発 大沼
旭・豊田線 21：33発 広瀬
藤岡・豊田線（西中山経由） 21：40発 藤岡中学校前
土橋・豊田東環状線

国税庁長官
表彰

横山興業
株式会社

（公社）豊田法人会で副会長を務め、
当会活動を通じた納税の普及・促進 等横山 眞久さま

名古屋
国税局長表彰

道喜商事
株式会社

豊田間税会で筆頭副会長を務め、
円滑な税務運営に協力 等宮道 千代江さま

22：35発 五ケ丘小学校前
増便時刻（豊田市発） 行　先

まさ ひさ表 彰

newsnews

11月13日、豊田税務署主催の「令和元年度納税
表彰式」にて、当所常議員より2名が名誉ある賞を
受賞されました。おめでとうございます。

好天に恵まれ、参加者４０名で中央自動車
道を北上、車中からは木々が黄色や橙色に
色づいた山々から深まりゆく秋を感じ、その
遠方には、雪を被ったアルプスの絶景が楽
しめました。また、国宝松本城は歴史の重み
を感じるとともに黒と白のコントラストがあ
たり一面に映えて見事な景観でした。「歴
史の里」では、信州松本の近代の歩みと文
化の変遷を体感し、会員相互の親睦がより
一層図られ、充実した視察見学会でした。

サービス業部会
視察見学会

東京電力（株）と中部電力（株）との合弁会社
である（株）JERA　西名古屋火力発電所・中部
電力（株）主催の展示会「テクノフェア2019」
を訪問しました。参加者１８名は、ギネス世界
記録にも認定された世界最高効率のコンバイ
ンドサイクル発電設備の見学や中部電力（株）
が取り組む事業について説明を受けました。限
りあるエネルギー資源の有効的な活用方法や
近年頻発している被災に対する防災対策など
課題は多くあり、普
段当たり前に享受
している重要なラ
イフラインについ
て改めて考えさせ
られる視察となりま
した。

第一・第二工業部会
合同視察研修会

名古屋で最も古い商店街のひとつとい
われ、今も昔も懐かしい面影を残す歴
史ある円頓寺商店街を視察し、食でシ
ャッター街を奇跡的に甦らせた再生の
極意を円頓寺商店街　田尾理事長より
伺いました。地域を盛り上げる飲食店
や日常の当たり前をいかに資源として
見出すかなど、個店の販売促進にヒン
トを学ぶことができました。

飲食業部会
円頓寺商店街 視察研修会

講話と街歩きを行いました 有限エネルギーを大切に 晴天・秋めく松本城前でパチリ

第22回
会員親睦ゴルフ大会

総勢122名の皆さまにご参加いただき、豊田カントリー倶楽部にて開催。参加者をは
じめご協賛いただきました多くの事業所の皆さまのおかげをもちまして、今年も盛大に
開催できましたことを深く感謝申し上げます。また来年もお楽しみに！

三宅会頭（左から1人目）もプレイヤーに。
参加者の笑顔弾ける1日でした。

●トヨタ自動車（株）　●愛知トヨタ自動車（株）レクサス挙母
●名古屋トヨペット（株）レクサス豊田土橋　●えぷろんフーズ（株）　●（株）豊栄商会
●豊田温泉開発（株）　●（株）大丸松坂屋百貨店　松坂屋豊田店　●（株）やまもと豊田店
●（資）鳥居種苗店　●（株）ホテル豊田キャッスル　●（株）豊田スタジアム　●（株）中央トラベル
●（株）名鉄トヨタホテル　●豊田カントリー倶楽部　●愛知トヨタ自動車（株）　●紳士服オーブ
●（株）クラチスタヂオ　●（有）豊和事務機　●ポッカサッポロフード＆ビバレッジ（株）
●アクサ生命保険（株）豊田営業所　●あいち豊田農業協同組合　●豊田共栄サービス（株）
●東京海上日動火災保険（株） 西三河支社　●（株）三菱UFJ銀行 豊田支社
●中部電力（株）豊田営業所　●（株）マルコオ・ポーロ化工　●ハウジングサイトAXIS（株）
●ライフクリエイション（株）さなげアドベンチャーフィールド　　　　　　　　　　（順不同・敬称略）

協
賛
事
業
所
一
覧

《 特別協賛賞 》●会頭　三宅英臣さま　●副会頭　河木照雄さま　●副会頭　田端稔さま
●副会頭　小島洋一郎さま　●副会頭　今井眞一郎さま
《 部会長賞 》●第１工業　近藤恭弘さま　●第２工業　杉浦敏夫さま　●第１商業　渡辺智邦さま
●第２商業　鈴木英治さま　●第３商業　寺田儔孝さま　●飲食業　宮道千代江さま
●建設業　大矢伸明さま　●金融業　市川昌之さま　●交通運輸業　宮川尚人さま
●サービス業　酒井法丈さま　　　　　　　　　　　　　　　　　※役職・部会はゴルフ大会開催時 時点

特
別
協
賛
一
覧

●男性の部 ベストグロス79　那須 伸和さま 【（株）テクナス】ベスト
グロス賞 ●女性の部 ベストグロス97　山本 幸さま    【（株）伊勢産業】

●男性の部　松本 英朗さま 【日本介護サービス（株）】
優　勝 ●女性の部　山本 幸さま    【（株）伊勢産業】

活動報告

10
29

※11月号「新入会員さまのご紹介」におきまして、掲載企業名に誤りがございました。正しくは「富士レジン化工（株）」となります。
　富士レジン化工（株）さま、ならびに関係各位の皆さまにご迷惑をおかけいたしましたこと、謹んでお詫び申し上げます。

新春懇談会お知らせ

お申込み 総務部　TEL：0565ｰ32ｰ4568

2020年1月21日（火） 16：00～18：00

対　　象

日　　時

当所会員の皆さま

会　　場 ホテルトヨタキャッスル 2階

会　　費 5,000円（当日受付にて）
備　　考 正副会頭・部会長ほか参加予定

内　　容
【第1部】16：00～16：45　豊田市長講演会
【第2部】17：00～18：00　懇談会

豊田市市政功労者で当所元専務理事　柴田
清氏が、2019年11月2日に逝去されまし
た。（享年96歳）柴田氏は、1976年4月～
1981年3月に豊田市助役として、1981年
4月～1989年6月に当所専務理事を務めら
れ、2006年には瑞宝双光章を受章。当市
の発展ためにご尽力されました。
ここに生前賜りましたご厚誼に感謝し、謹
んでご通知申し上げます。

ご冥福をお祈り申し上げます

男性の部

優勝

女性の部

優勝

山本 幸さま

松本 英朗さま

とよたcci.mail 2019／12月号14 15とよたcci.mail 2019／12月号


