
　020年の新春を迎え、心よりお慶び申しあげます。

平素より商工会議所の諸事業に格別のご高配を

賜り厚くお礼申し上げます。

　在我が国の経済は、総じて緩やかな拡大基調

にあるとはいうものの、深刻な人手不足や頻発す

る大規模自然災害、力強さを欠く国内消費など、

先行きの不透明感が増している状況です。

　の根底には人口減少、環境問題、長引く米中

対立をはじめとするグローバル経済の不確実性

等の構造的問題があり、地方経済とその中心を占

める中小企業・小規模事業者にとって舵取りが大

変難しい時代を迎えています。私達豊田市の事

業者も例外ではないと思います。

　かし、私達には自動車産業を中心に培ってきたも

のづくりの強みと、民と官が協力し合って魅力あるま

ちづくりと経済の活性化に取り組む「ONE　TEAM」

のMindという強みがあります。

　日の厳しい環境は次の商品・サービスや事業を

創る、あるいは成長を図るチャンスでもあります。

中小・小規模事業者も新しい時代の流れに感度

良く対応していくこと、そして人手不足を克服する

ためITの活用、働き方改革で生産性を高め働く

場所としての魅力を向上させることが重要です。

　と官、中小企業と大企業が補完し合う、そのつ

なぎ役として地元事業者の代表である商工会議

所が果たす役割は大きく、インフラ整備要望、行

政と連携したまちづくり、交流人口の拡大などでさ

まざまな取り組みを進めてまいります。また、創業の

お手伝いから販路拡大や販促支援、生産性向上

のためのIT活用など伴走型支援の充実に努め

てまいります。

　て、今年愛知県では「世界ラリー選手権

（WRC）」の開催が決定し、豊田市もコース会場

のひとつとして選ばれており、くるまのまちとして

「自動車文化」や「モータースポーツ」の素晴らし

さを世界に発信するまたとないチャンスでありま

す。ラグビーワールドカップ開催で培われた「ス

ポーツ文化」「国内外のお客さまをおもてなしする

Mind」というレガシーをまちのさらなる魅力アップ

につなげるとともに交流人口の拡大を地元経済の

活性化につなげていきたいと思っております。

　びになりますが、くるまのまちとして交通事故撲

滅は喫緊の課題であり、地域と行政、そしてわれ

われ産業界が一丸となり「ONE　TEAM豊田」で

進めなければなりません。

　年も豊田市の持続的発展に寄与すべく、地道

に愚直に徹底的に取り組んでまいります。温かい

ご支援ご協力を賜りますよう心よりお願い申し上

げます。

豊田商工会議所

三宅 英臣

年頭所感
２０２０年を
迎えるにあたって

待ちに待った2020年！ 新年の抱負
新春特別企画 正副会頭インタビュー

毎年恒例の新春企画として新年の抱負をお聞きしました。正副会頭の皆さまの意気込みや今年のキー
ワードをご紹介します。

会頭 三宅英臣 豊田鉃工株式会社 相談役
（左から 大矢副会頭、小島副会頭、三宅会頭、河木副会頭、田端副会頭）

①「心機一転」　新時代の到来に対して、従来の考えにとらわれない新しい手法でのまちづくりを推進したい。また商業の在り方
も大きく変化しているなか、新時代に対応できる形態に変化していかなくてはならないと思う。
②最低賃金の引き上げ、キャッシュレス社会、スマホ時代。　　③健康第一

副会頭 河木照雄 株式会社山田屋 代表取締役

①「未来を信じる」　今年の景気先行きは不透明が一層顕著になると思われる。個人消費の伸び悩み、設備投資の鈍化は頭打ち
になると考えられる。このような時こそ当所を利用していただき、少しでも皆さま方のお役に立ち一緒になって前向きに知恵を絞り、
行動に移しその発展のお手伝いをしていきたい。

②大いなる飛翔　　③健康に留意し、明るい日々を暮らしていきたい。

副会頭 田端　稔 豊田信用金庫 相談役

①「WRC」　WRCは、デジタルでなくリアルな世界で機械を操り、知力と体力を尽くし限界に挑戦するもので、主役は人間。
競馬、ヨットレースとは全く異なるスポーツ。世界大会なので開催地が「豊田市」となれば海外への地名露出度はかなり高い。

②本業喪失、大廃業時代
③美術館巡り。2020年も世界の名品が数多く日本に来ます。見落としの無いように日本各地の美術館を訪れてみたい。

副会頭 小島洋一郎 小島プレス工業株式会社 相談役

①「デジタライゼーション」　500億以上のデバイスがインターネット上でつながり、膨大なデータの高速解析により、今まで
にない新たなアウトプットや価値を生み出す今のIoTの流れは、今までで一番大きなデジタライゼーションの波だといわれている。
注視していきたい。　　②世界ラリー選手権（WRC）　　③健康に気を付けて頑張ります。

副会頭 大矢伸明 太啓建設株式会社 代表取締役

①2020年の抱負は？
②2020年の
　キーワードは？ 
③プライベートでは？ 

質　　問

２
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し

今

民

①「より早くより高く」　オリンピックの年です。仕事も働き方改革によりより早く、目標はより高くを目指します。また交通災害
や自然災害、景気変動に危機感を持ち、私自身が今後何をしていくべきかを明確にし、行動します。　　②トランプ政権

③人生のテーマを考える年にしたい。健康第一に、全員参加で「明るく楽しく元気よく」をモットーに行動します。

会 頭
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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

新規
創業

会員事業所紹介
ゆっくりくつろげるプライベートサロン

S.H.E（シー）

【住所】 豊田市土橋町8ｰ79ｰ1 MKパレス102
【営業時間】 10：00～20：00　【定休日】 毎週火曜日
【TEL】 0565ｰ47ｰ5077

創業のきっかけは？Q
A

当店はひとりでゆっくりと、他の方の目線などを気にせずに過ご
すことが出来るプライベートサロンです。こじんまりしたサロンで
すが、雰囲気の異なるカットスペースをご用意しており、気分や好
みに合わせてお好きな方でカットが出来るなど、居心地の良さに
こだわっています。また、ヘアセットには特に自信を持っています
ので、男女問わず、セットにお悩みの方はぜひご相談ください。

仕事内容は？Q
A

店を大きくすることよりも、地域から
愛されて、これから10年、20年と永
く付き合っていただけるサロンにし
ていきたいです。

今後の目標は？Q
A

高校生の頃、友人の髪を切ったこと
があり、周りに「上手！」と褒められた
ことがきっかけで美容師に興味を持
ち、いつしか美容師になることが夢と
なりました。豊田の他に東京でも修業
し、念願叶って創業に至りました。

【住所】 豊田市陣中町1ｰ23ｰ4 高橋ビル1F
【営業時間】 9：30～21：00　【定休日】 不定休

創業のきっかけは？Q
A

当店は紅茶、日本茶、シードル（リンゴ果実酒）に特化したカ
フェです。紅茶は19種類の銘柄を揃えています。紅茶に合う
焼菓子や、そば粉100％のガレット、イタリアの家庭的な味を
再現したパスタやジェラートもあり、全て自家製で余計な添
加物は使用していません。食パンも作っており、小麦の産地
別に9種類ご用意。国産小麦、天然酵母、砂糖、塩のみで作
り、毎日食べても飽きがこない味になっております。

紅茶の好きな人、安全でおいしい
ものを求めている人にぜひ来ても
らいたいです。紅茶は産地や銘柄
だけでなく、淹れ方によって味が変
わるので、その奥深さと本当のお
いしさをたくさんの方に知っていた
だきたいです。

仕事内容は？Q
A

今後の目標は？Q
A

子供の頃から朝食はいつもパンと
紅茶が食卓に並んでいました。そ
のため、自然とパンや紅茶が好き
になり、いつしか好きなことで商売
をしてみたい気持ちが強くなったた
め、会社員を辞めて創業を決意し
ました。

美味しい紅茶が飲めるお店
紅茶カフェ Prakrti（プラクリティ）

Q

ものづくり

企業関係者等と弁理士が、少人数のグループ制で、知的財産を題材に語り合う、「知的財産経営サロン」を開催します。弁理士と気軽に意見
交換のほか、参加した他企業の意見も聞くことができます。ぜひ、ご参加ください。

「知的財産経営サロン in 豊田」参加者募集中

日　　時

カジュアル＆ラグジュアリーを
コンセプトとした店内

新たな商品開発のヒント！

豊田ものづくりブランド

使い慣れたエクセルを使用して、設備からの情報をリアルタイムで受け取り、管理することがで
きるシステム。エクセルのセル計算式機能やマクロ機能を活用し、稼働状況の「見える化」や異
常発生時のアラート等を備えた「eあんどん」を自社内で簡単に実現できます。

先月号に引き続き今年度認定された4つの技術・製品をご紹介します

製 品 ExceLive®IoT（エクセリブ）

 株式会社 ＴＫアジャイル　豊田市前山町3ｰ11ｰ1 Ｔステージ前山ノルテ８０１
〈認定技術・製品に関するお問合せ〉
代表取締役社長 髙栁 直紀　TEL：0565ｰ24ｰ6035　（HP）https://www.tk-agile.co.jp

企業
情報 たかやなぎ  なお   き

エクセルで！Point1Point1 安価・簡単に！Point2Point2 オリジナルIoTを作れる！Point3Point3

当該製品は、マルチフロート機構を支える部分にエアを使用しており、刃具にかかる力を自由自在に
調整することが可能となっております。
この機構を支えるエア圧を電気制御にてコントロールすることにより、人がバリ取りを行うのと同様な
バリ取り作業が可能となる、バリ取りアタッチメントです。

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　豊田市駒場町西12ｰ2
〈認定技術・製品に関するお問合せ〉
開発部 大槻 浩司　TEL：0565ｰ59ｰ3100　（HP）http://www.fine-techno.co.jp

企業
情報 おおつき   こう  じ

ワーク形状のバラツキを吸収可能Point1Point1 ロボットティーチングの簡略化が可能Point2Point2

さまざまな材質のワークに対応可能

2020年2月13日（木） 15：00～17：00

定　　員 30名（申込先着順、要事前申込み） 無料
詳　　細 https://www.pref.aichi.jp/site/aichi-chizai/salon2020-02.html
主　　催 愛知県、日本弁理士会東海会、豊田市、（一社）愛知県発明協会
お問合せ 愛知県 経済産業局 産業部 産業科学技術課 研究開発支援グループ（村上、中田）　TEL：052ｰ954ｰ6370　FAX：052ｰ954ｰ6977

後　　援 豊田商工会議所 申込期限 2020年2月7日（金）

申込方法 下記Webページからお申込みください。

会　　場 ものづくり創造拠点SENTAN（豊田市挙母町2ｰ1ｰ1）

内　　容
●ミニセミナー「知的財産でビジネスチャンスをつかもう！ ～知財戦略で差をつける新商品開発～」
●座談会　　「弁理士と語ろう！ ～会社の知的財産を経営にどう活かす？～」

Point3Point3

「日本の風土であるメーカーとIT企業の分業に合う、どの企業にも汎用化して使っていただける生産
管理プラットフォーム」で、一般的にはMES（製造実行システム）と呼ばれる生産状況や在庫状況をリ
アルタイムに管理するシステムです。

製 品 Tranzac MES
（Manufacturing Execution System：製造実行システム）

Tranzac 株式会社　豊田市大林町10ｰ20ｰ5
〈認定技術・製品に関するお問合せ〉
代表取締役 鈴木 裕輝　TEL：0565ｰ41ｰ6864　（HP）http://www.tranzac.co.jp

企業
情報 すず  き    ゆう  き

即スタートPoint1Point1 スモールスタートPoint2Point2

リアルタイム更新Point4Point4 かんたん操作Point5Point5

サーバ知識不要Point3Point3

「会報見たよ！」で新規の方に限り、
カット＋カラー施術の方1,000円OFF！会報限定クーポン

インスタグラム▶

満足のいくステーキハウス

ステーキ１ワン 豊田元町店

【住所】 豊田市東新町5ｰ43ｰ1　【TEL】 0565ｰ36ｰ6533　【FAX】 0565ｰ36ｰ6534
【営業時間】 11：00～22：30（LO22：00）　　【定休日】 年中無休（年末年始12/31～1/2除く）
【HP】 http://www.taikei-gr.jp/kiraku/

企業関連
情報

ステーキ1ワン 豊田元町店

38種類のサラダバー！
ステーキ1ワン
公式LINE@

原木（かたまり肉）からカットされるステーキ

　「全ての食事メニューに地域最大である38種
類のサラダバー食べ放題がセットされていること
が当店の自慢です。」と話してくれたのは東新町に
ある「ステーキ1ワン豊田元町店」店長の鈴木さん。
トレードマークである犬のキャラクターを目にした
ことがある方も多いのではないでしょうか。
　当店はフランチャイズ店としてオープンしまし
たが、数年後に独立し、今年の8月で創業20年を
迎えました。フランチャイズではなくなったことで
１（いち）ステーキレストランとしてメニュー開発や
企画等も自分たちで盛り上げていかなくてはなら
ず、試行錯誤を繰り返したそうですが、その甲斐
あって自家製のハンバーグやかたまりの肉をカット
して提供する柔らかいステーキは年代問わずたく
さんの方に好評。セットのサラダバーは1度の来店
では全種類食べきれない程種類が豊富でリピート
されるお客さまも多いそうです。アメリカンスタイ

ルの店内は明るく開放的で小さいお子さま連れの
ご家族はもちろん、サラリーマンやカップルの方
達にもくつろいでいただけるようになっています。
　「親会社の太啓建設（株）は地元に根差した会
社です。それに倣い地元密着型のお店として地域
貢献をしていきたい」と話す鈴木さん。レタスやお
米は豊田産を使用しており、市が認定する『地産
地食応援店』として新鮮で安全・安心な農産物を
お客さまに食べていただけるよう心掛けているそ
うです。
　今後の抱負は20年で満足せず、お客さまに愛
されるお店であり続けるため、新たな試みとして
専門家からの意見を取り入れてさら
に高品質の料理と良い接客を目指
していきたいとのこと。進化していく
ステーキ1ワンに目が離せません。

（文責M・Y）

予約・順番受付サイト「EPARK」にて予約・順番を受け付けています 東新町
5丁目

柿本町
2丁目

柿本町
3丁目

フィール
リスタ

スーパースポーツ
ゼビオ 豊田東新店

東新町
2丁目

155

153

ステーキ1ワン
豊田元町店

情報の見える化

トレーサビリティ

独自のエアフロート機構によりワークのXYZ軸方向の未測定部分を吸収 ワーク材料に合わせて自在に
フロート力（刃物の押し当て力）を調整可能

エアフロート部
（モータースピンドル取付部）が
軸心から最大5°傾き、偏角
した状態で、ラジアル方向に
360°可動。

エアフロート部
（モータースピンドル取付部）が
 アキシャル方向に8mm縮む
※AF10はアキシャル方向に
　５mm縮む。

エアフロート部に供給するエア圧を
調整することにより、フロート力（刃物の
押し当て力）を自在に調整。

［精密レギュレータ］

注１. エア圧の調整には精密レギュレータ（標準付属品）を
　　 使用してください。
注２. エア圧の調整範囲は0.05MPa～0.2MPaです。
注３. ワークに刃物を押し当てる姿勢により、フロート力は
　　 若干差異が出ますのでご注意ください。
注４. 電空レギュレータを使用することにより、フロート力調整の
　　 自動化が可能です。

製品・技術に関する
お問合せ
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エアフロート式バリ取りアタッチメント AFシリーズ

当社主力商品のエアフロート式バリ取りアタッチメントAF型は、マルチフロート機構を支える部分に
エアを使用しており、客先で刃具に掛かる力を自由自在に調整することが可能となっております。
このマルチフロート機構を支えるエア圧を電気制御にてコントロールすることにより、人がバリ取

りを行うのと同様なバリ取り作業が可能となる今まで市場にないバリ取りアタッチメントです。

連絡担当者

電 話 番 号 ＦＡＸ番号0565-59-3100 0565-59-3101 k.otsuki@fine-techno.co.jp 

開発部　大槻 浩司（おおつき こうじ）

2 ３1 様々な材質のワークに対応可能ワーク形状のバラツキを吸収可能 ロボットティーチングの簡略化が可能

モータースピンドル

エアフロートアタッチメント

4～８mm
5°

360°

①独自のエアフローと機構により
　モータースピンドル取付部が最大で 5°傾き、
　偏角した状態でラジアル方向に360°可動可能。
②フロートエア圧を調整することにより
　ワーク材質に合わせて、刃物の押し当て力を
　調整可能。

 ◆ エアフロートのアタッチメントAF型 ◆製品ラインナップ

型 式 AF10 AF20 AF30 AF40
取付可能スピンドル径

ラジアル可動範囲偏角度

アキシャル方向縮み量

360°
最大  5°（基点ａ）

φ20̶ φ30 φ40

5mm 4mm 8mm 8mm

独自のエアフロート機構によりワークのXYZ軸方向の未測定部分を吸収 ワーク材料に合わせて自在に
フロート力（刃物の押し当て力）を調整可能

エアフロート部
（モータースピンドル取付部）が
軸心から最大5°傾き、偏角
した状態で、ラジアル方向に
360°可動。

エアフロート部
（モータースピンドル取付部）が
 アキシャル方向に8mm縮む
※AF10はアキシャル方向に
　５mm縮む。

エアフロート部に供給するエア圧を
調整することにより、フロート力（刃物の
押し当て力）を自在に調整。

［精密レギュレータ］

注１. エア圧の調整には精密レギュレータ（標準付属品）を
　　 使用してください。
注２. エア圧の調整範囲は0.05MPa～0.2MPaです。
注３. ワークに刃物を押し当てる姿勢により、フロート力は
　　 若干差異が出ますのでご注意ください。
注４. 電空レギュレータを使用することにより、フロート力調整の
　　 自動化が可能です。

製品・技術に関する
お問合せ

製  品10
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取
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エアフロート式バリ取りアタッチメント AFシリーズ

当社主力商品のエアフロート式バリ取りアタッチメントAF型は、マルチフロート機構を支える部分に
エアを使用しており、客先で刃具に掛かる力を自由自在に調整することが可能となっております。
このマルチフロート機構を支えるエア圧を電気制御にてコントロールすることにより、人がバリ取

りを行うのと同様なバリ取り作業が可能となる今まで市場にないバリ取りアタッチメントです。

連絡担当者

電 話 番 号 ＦＡＸ番号0565-59-3100 0565-59-3101 k.otsuki@fine-techno.co.jp 

開発部　大槻 浩司（おおつき こうじ）

2 ３1 様々な材質のワークに対応可能ワーク形状のバラツキを吸収可能 ロボットティーチングの簡略化が可能

モータースピンドル

エアフロートアタッチメント

4～８mm
5°

360°

①独自のエアフローと機構により
　モータースピンドル取付部が最大で 5°傾き、
　偏角した状態でラジアル方向に360°可動可能。
②フロートエア圧を調整することにより
　ワーク材質に合わせて、刃物の押し当て力を
　調整可能。

 ◆ エアフロートのアタッチメントAF型 ◆製品ラインナップ

型 式 AF10 AF20 AF30 AF40
取付可能スピンドル径

ラジアル可動範囲偏角度

アキシャル方向縮み量

360°
最大  5°（基点ａ）

φ20̶ φ30 φ40

5mm 4mm 8mm 8mm

19種類の銘柄の紅茶が
楽しめます。お好みの味を
見つけてみてください。

オーナーの菅沼博明さま
日本紅茶協会認定

ティーインストラクターの
資格を保有

すが ぬま

オーナーの野村大輔さま
の   むらだい すけ

ひろ あき
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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

バレンタインケーキバレンタインケーキ

お渡し日の3日前までにご予約下さい

2019.2.1(土)～14(金)限定予約販売

Happy
Valentine
Happy

Valentine
￥2,800(税込)

0565-80-3731

昨年10月21日、豊田市出身の羽根田卓也選手は、「NHK杯国際
スラローム大会兼東京オリンピック日本代表最終選考会」で3位入
賞し、オリンピック出場が内定しました。リオオリンピックではカ
ヌー競技における日本人初の銅メダルを獲得し一躍有名になりま
した。今回で4大会連続の代表選出となります。7月下旬に行われ
るスラローム男子カナディアンシングルでの活躍が期待されます。

　　　　　「ハネタク」
東京オリンピック出場  ！

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
豊田で初開催！

駅前のイルミネーションが点灯し、師走ムードが高まってきた１２月最初の週末。
豊田市では初めてとなる「クリスマスマーケット」が開催されました。
このイベントは公益財団法人豊田市国際交流協会（TIA）が中心となり、本場ド
イツのクリスマスマーケットをまちなかで行いたいとの想いから、日本ではあま
り馴染みのないクリスマスアドベント（カウントダウン）の始まる１２月１日に近い
週末に開催。豊田市の間伐材を使ったクリスマスツリーをイベントのシンボルに
掲げ豊田らしさを演出しました。

オープニングでは主催のTIA理事長豊田彬子さんがクリスマスツ
リー、豊田市長がサンタクロース、三宅会頭がトナカイにふんし会場を
盛り上げました。寒いなか、ホットワインを飲みながら肩を寄せ合いクリ
スマスを待つ。そんな本場のマーケットにちなみ会場内には暖房器具
を設置せず底冷えの厳しい日でしたが、大勢の人でにぎわ
いクリスマスムードを楽しみました。オープニングの会頭
の挨拶では、「豊田の『国際』が感じら
れる催し。今年だけでなく今後も続け
てほしい」と寒空の下、熱意ある言葉
をいただきました。

スマホ決済使ってますか？
１８％程度といわれている日本のキャッシュレス化の普及率。
それに対し近隣の先進国などは30～50%。他国と比較する
ことが正しいとは限りませんが、遅れているというのは事実で
す。ラグビーワールドカップは終わったというものの、2020

年の東京オリンピック、2025年の大阪万博などのイベン
トをきっかけとして、国のキャッシュレス化推奨は進んでい
きます。その背景には少子高齢化や労働人口の減少があ
ります。キャッシュレスにより生産性の向上、実店舗の無人
化、省力化につがることや、決済データの活用が消費の利
便性向上や活性化にも貢献するといわれているからです。
とはいうものの「スマホ決済」、やたらと目にするけれど、
まだ事業に取り入れていない。それだけでなく、自分もス
マホを持ちながら使っていない、、、、。
そんな方へのいまさら聞けないキャッシュレスセミ
ナーを開催いたします。

主催者自らが楽しむのが本場のスタイル

最近の豊田って
オシャレになったと思いませんか！

後援会では、地元企業の皆さまのご加入をお待ちしています（法人・団体会員　年会費
１万円（１口以上））。一緒に羽根田選手を応援しましょう。

内
定

カヌー男子

日本代表が8強入りし、2019年
の流行語大賞は「ONE　TEAM」
が選ばれ、日本中にラグビー旋
風を巻き起こしたワールドカッ
プ日本大会。昨年で「にわかファ
ン」を脱却した皆さま、今年も熱
く盛り上がりませんか？
地元チームの「トヨタ自動車ヴェ
ルブリッツ」を応援し、豊田市の
ラグビー熱をもっともっと高めま
しょう！当チームには、RWCで
活躍された姫野選手・茂野選手・
木津選手が所属しています。

2020年 ヴェルブリッツ情報
RWC2019からレガシーを繋ぐ

お問合せ
株式会社メイドー総務課内 羽根田卓也後援会事務局
TEL：0565ｰ31ｰ0330　FAX：0565ｰ31ｰ2153

羽根田卓也後援会

ジャパンラグビートップリーグ2020 ヴェルブリッツ出場試合

みんなで盛り上げましょう！

パロ瑞穂（愛知）5月 9日（土） VS 神戸製鋼コベルコスティーラーズ
パロ瑞穂（愛知25日（土） VS 三菱重工相模原ダイナボアーズ
秩父宮（東京）18日（土） VS NECグリーンロケッツ
花園（大阪）12日（日） VS NTTドコモレッドハリケーンズ
釜石復興（岩手）4月 4日（土） VS NTTコミュニケーションズシャイニングアークス
パロ瑞穂（愛知）28日（土） VS リコーブラックラムズ
パロ瑞穂（愛知）14日（土） VS 東芝ブレイブルーパス
グローバル（福岡）7日（土） VS 宗像サニックスブルース
花園（大阪）3月 1日（日） VS キヤノンイーグルス
パロ瑞穂（愛知）22日（土） VS クボタスピアーズ
ヤンマー（大阪）15日（土） VS サントリーサンゴリアス
パロ瑞穂（愛知）2月 1日（土） VS Honda HEAT
パロ瑞穂（愛知）25日（土） VS 日野レッドドルフィンズ

18日（土） VS パナソニック ワイルドナイツ ※完売
ヤマハ（静岡）1月12日（日） VS ヤマハ発動機ジュビロ

試合会場日にち 対戦相手

スマホアプリのダウンロードなど、
初心者の「いまさら聞けない！」に
お答えします！

詳しくは
折り込み
チラシへ！！

豊田スタジアム（愛知）
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中小企業相談所　ＴＥＬ：0565ｰ32ｰ4593　もしくは最寄りの税務署までお問合せ

軽減税率制度下での消費税申告書作成にあたっては、取引を税率の異なるものごとに区分して記帳した帳簿に基づき消費税額
を計算します。そのため、区分経理を適切に行うことが大切です。

区分経理とは・・・軽減税率制度が導入され、売上や仕入、経費に複数の税率が存在しています。それらに対し、税率ごとに区分し
て帳簿に記載することを区分経理といいます。飲食料品の取り扱いがない事業者についても、仕入や経費に軽減税率（8％）対
象品目があれば、区分経理を行う必要があります。

消費税の区分経理はできていますか？

※は軽減税率対象品目

区分経理が行われていないと、消費税の確定申告書を作成することができません！
※当所窓口および税務相談での確定申告相談をお引き受けできません

重 要

交付した請求書等の控えを基に帳簿に記帳

売
　
上

請求書（控）
2019年11月18日

○○商事

□□商店御中
牛肉※ 21,600円
洗剤 22,000円

合計 43,600円

※は軽減税率対象品目

8％対象 21,600円
10％対象 22,000円

2019年
月 日

摘要 貸方

11 18

11 18

□□商店 食料品※

□□商店 日用品

21,600

22,000

※は軽減税率対象品目

受領した請求書等を基に帳簿に記帳

仕
　
入

請求書（控）
2019年11月17日

△△商店

○○商事御中
牛肉※ 10,800円
洗剤 11,000円

合計 21,800円

※は軽減税率対象品目

8％対象 10,800円
10％対象 11,000円

2019年
月 日

摘要 借方

11 17

11 17

△△商店 食料品※

△△商店 日用品

10,800

11,000

「軽減税率の対象品目である」旨の記載方法は、上記の記載事例のほか、税率区分欄を設けて「８％」や「税率コード」を記載する
ことも可能です。

消費税の仕入税額控除の適用を受けるには、区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求書等の保存が必要です。

確定申告相談（要予約）
対象者

豊田商工会議所地区内（本所・上郷・高岡・猿投・松平地区）の小規模事業者
※所得税の決算書の事前作成、消費税申告がある場合は課税取引金額計算表を
　用いて区分経理し、作成した申告表をお持ちください。

内　容 確定申告書の作成・実務相談
※株の配当、年金、譲渡、相続、贈与の申告は受け付けできません。

持ち物

●決算書、確定申告書一式（昨年の控え）
●帳簿一式
●印鑑
●事業所得以外の収入がある場合の関係書類（給与所得や公的年金等の源泉徴収票）
●配偶者特別控除を受ける際の配偶者の収入金額
●支払った保険料の証明書（国民健康保険料、介護保険料等）
●各種所得控除証明書（小規模企業共済、国民年金保険料、生命保険料、地震保険料等）
●医療費控除を受ける際の明細書（個人別、病院別にまとめて集計してください）
●セルフメディケーション税制を受ける際の特定一般用医薬品等の領収書
　および証明書類等（予防接種済証、健診等の結果通知表（写）等）
●マイナンバーが確認できる書類（マイナンバーカード（写）、個人番号通知カード（写）等）
●本人確認書類（運転免許証（写）、保険証（写）等）
※上記のもの以外にも必要と思われるものは各自ご持参ください。
※商工会議所にてマイナンバーを一時的に保管するにあたり、委任状への署名捺印等が必要になります。

時　間 13：30～17：00

申込み 予約が必要です。
お近くの会場またはご都合の良い日に合わせて下記本支所へお申し込みください。

本　　所
☎32ｰ4593

3月 2（月）、5（木）、9（月）、11（水）

2月 12（水）、14（金）、18（火）、19（水）、
25（火）、27（木）

会　　場 日　に　ち

令和元年度 確定申告相談スケジュール

高岡支所
☎52ｰ3047

3月 4（水）、6（金）、9（月）、12（木）

2月 6（木）、12（水）、17（月）、19（水）、
20（木）、25（火）、27（木）、28（金）

松平支所
☎58ｰ0025

3月 2（月）、3（火）、5（木）、6（金）、10（火）

猿投支所
☎45ｰ1212

3月 2（月）、4（水）、5（木）、10（火）、
11（水）

2月 10（月）、12（水）、13（木）、17（月）、
19（水）、20（木）、26（水）、28（金）

上郷支所
☎21ｰ0019

3月 2（月）、3（火）、4（水）、5（木）、
9（月）、10（火）、13（金）

2月 10（月）、17（月）、19（水）、20（木）、
26（水）、27（木）

会　　場 日　に　ち
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　クラウドファンディングの仕組みを活用する
ことにより、これまで金融機関等から資金を調
達することが難しかった事業者や個人は、新た
な資金調達の可能性と手段を得て、資金を持
つ人々は新たな資金の活用の選択肢を得るこ
とができるとされている。

「群衆（Crowd）」と「資金調達（Funding）」
という言葉を組み合わせた造語で、インター
ネットを通じて不特定多数の人に資金提供を
呼びかけ、趣旨に賛同した人から資金を集め
る方法。

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 －

クラウドファンディングとは？10
（crowd funding）

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
https://www.forestahills.jp

食事10％割引

ねん末年始はいかがお過ごしでしたか。
ずっとテレビを見ていた、という方も？
みなさんの新しい一年に、会報誌の記事が
どんな些細なことでも役立てば幸いです。
しん機一転、2020年も頑張ってまいります！

委員みんなで「●●●●」を表現！
答えを会議所へお送りいただくと、
正解者全員に、とっても書きやすい
ボールペンをプレゼント！
（詳しい応募方法はクロスワードコーナーへ）

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
https://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 https://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『欅』・中華料理『万陽華』

お食事１０％割引

猿投温泉金泉閣

【予約先】 ＴＥＬ：0565－45－6111
https://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

シティホテルアンティーズ

※ご予約時に「クーポン利用」とお伝えください
※他券との割引併用不可　※チェックイン時にご提示ください

【予約先】ＴＥＬ：0565－33－7337
http://www.toyotahotels.co.jp

宿泊１０％割引

※１枚につき
　１室（３泊）まで

※要事前予約

新年のご挨拶

新春
お年玉
クイズ！
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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

1月24日（金）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

. 印鑑のこと

. ○○○だんらん、台風○○○

. 小学校の運動の授業

. ビンと○○はリサイクルへ

. 片目を閉じる合図

. こまごまとした日用品

. 陶芸家が回すもの

. 夏が終わるとやって来る

1
2
3
4
7
8
9
10

. お医者さんが羽織る

. 能ある○○は爪を隠す

. 病院に通うこと

. 甲子園で勝った球児が歌う

. ガーネットの和名は「○○○石」

. 写真を現像する部屋

. 50円硬貨の花

. 使い捨ての携帯暖房アイテム

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

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。

1/21（火）、2/18（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 20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】

はんこ屋さん21豊田店

ＴＥＬ：0565－32－3253
https://hankoyasan21.net

【元城町】

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

50％OFF名刺・封筒の
初回データ作成代

【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】

【神明町】

【豊栄町】

本所 21日（火）／上郷支所 16日（木）・24日（金）、
高岡支所 21日（火）・31日（金）／猿投支所 24日（金）／松平支所 23日（木）
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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 2020年2月10日まで

豊田商工会議所会報 2020.1月号

共通クーポン コピー可
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Present相談所より



当所と豊田産業文化センターにて開催。今後の
豊田市の発展への取組•資源について礒谷裕司
副市長にご講演いただきました。当市には多くの
魅力•強みがあり、豊富な観光資源があるという
こと、特筆して、7つのインターチェンジによる充
実した道路網あり、全国的にみても便利性の高
い地区だと学びました。また、市職員の方々と当
市をより良い街にするにはどうすれば良いか、グ
ループに分かれて議論し、当市に対する想いが
伝わる素晴らしい時間でした。

群 青 Power of Smile 青年部活動報告

関連団体より

中小企業相談所　TEL：0565ｰ32ｰ4593当所へのお問合せ

集合写真市職員とのグループディスカッション

開会あいさつ：寺田会長 講演：礒谷副市長 総務委員会あいさつ：小森委員長

調査結果総括

豊田

家計 企業 雇用 総合

全国

東海 －－ －－

現状判断DI 先行き判断DI 水準判断DI
家計 企業 雇用 総合

－－ －－

家計 企業 雇用 総合

－－ －－

40.840.8 41.441.4 46.646.6 41.441.4

35.035.0 40.540.5 40.240.2 36.736.7

35.835.8 38.038.0

43.343.3 41.241.2 45.045.0 42.642.6

44.144.1 44.044.0 40.140.1 43.743.7

42.542.5 41.941.9

41.041.0 42.842.8 50.050.0 42.342.3

32.232.2 41.241.2 44.944.9 35.635.6

35.635.6 36.436.4

本調査は、豊田市在住、在勤の個人の方で家計、企業、雇用の動向に敏感な方を対象に、身の回りの景気の実感
を聞く調査です。内閣府より毎月実施されている「景気ウォッチャー調査」に準じて、全国指数との比較を可能に
しており、毎年5月と11月に実施しています。この度昨年11月の調査結果が公表されましたのでご紹介します。

◆現状、先行き、水準判断DIとも半年前に比べ後退し、景況感の横ばいを示すDI値50を下回りました。その中にあって９～10月に当地で開催されたラグビー
W杯等での消費喚起効果が当地の景気実感に反映され、一定の下支えになっていることが推察されます。

◆当市景気ウォッチャーを総括すると、「イベント効果から後退色の中を足踏み状態に堪えており、一先ず全国比優位な状況に回帰した」との判断になります。

①所得見通し、自由に使えるお金等は、引き続き消費意欲の喚起には乏しい状況が続いています。
②消費税増税後の消費手控え行動は、前回調査での冷静な態度が今回も継続されていることが再確認されました。ただし、生産者側モニターからは消費行動が
抑制されているとの声が多く聞かれ、消費税増税に対する需給者双方の認識ギャップが大きいことが明らかになりました。

③SDGｓの認知度は約50％でした。今後は官民連携したSDGｓに関する取組みの展開により、認知度向上が期待されます。
④ラグビーW杯サモア戦はモニターの方の５人に1人が外に繰り出して観戦、豊田市における個人の直接消費額（経済効果）は約12億円と簡易試算しています。

1．調査期間
　2019年11月5日～25日
2．調査対象300名
　内有効回答237名
3．調査項目
 ・2～3か月前から現在までの　
景気の変化→現状判断DI

 ・現在から２～３か月後までの　
景気の推移→先行き判断DI

 ・現在の景気の水準→
　　水準判断DI

大きな晴れ：ＤＩ60点以上/晴れ：５０～６０点未満/曇：４０～５０点未満/雨：４０点未満　※全国、東海は内閣府10月調査

豊田景気実感調査
“豊田の景気実感 後退ながらイベント効果が下支え”

第17号

※DI値とは、各質問に対し
　5段階評価で回答を集計し、
　算出した数値のこと。

特別調査

2019年11月調査結果

「第1回ひまわり会議」を開催
2019年11月22日 豊田市職員との研修交流会

豊田市に対する想いが高まる時間に

中小企業相談所　TEL：0565ｰ32ｰ4595お問合せ
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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

新年あけましておめでとうございます。今年の
干支は「子」ですが、子は繁栄を意味し、世
の中が盛り上がっていく様子を表しているそ
うです。今年は何といっても東京オリンピック・
パラリンピック開催の年。昨年行われたラグ
ビーW杯のように、日本から世界中が盛り上
がって、沢山の感動が生まれる素晴らしい年
になると良いですね。皆さまにとって良き一年
となりますことを心よりお祈り申し上げます。本
年もよろしくお願い申し上げます。（年男M.K.）

～1月5日（日） 年末年始休業期間
1月18日（土） STREET＆PARK MARKET（桜城址公園）
1月21日（火） 新春懇談会
～1月24日（金） 第154回簿記検定試験申し込み締切

～2月7日（金） 知的財産経営サロン ㏌ 豊田
参加者募集中（Ｐ、4に掲載！）

商工会議所他ご案内 1月・2月

newsnews

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

年末の交通安全立哨
あいち豊田農協本店前交差点にて実施。指先がかじかむなか、
正副会頭、会員事業所の皆さまをはじめ64名にご参加いただき
ました。昨年は愛知県内の交通事故死者数が減少した一方、
当市内では前年比で2倍以
上の死亡者が出ました。
昨年12月より「ながら運転」
の罰則が強化されました。第
一に自己中心的な考えをせ
ず、歩行者優先など交通ルー
ルの順守を心がけましょう。

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

活動報告

12
3

愛知県警察
年末慰問激励

年末特別警戒を前に、豊田・足助両警察署を訪問
し、各署長へ贈呈品を手渡しました。交通事故や
身近な犯罪被害が増える年末に向けて、その予防
や取り締まりに一層努めていただくようお願いし
ました。

活動報告

12
12

中小企業PRの場に学食で学生とつながる「モグジョブ」
モグジョブは、中小企業担当者と大学生が学食で食事をしながら交流する企画
で、愛知工業大学にご協力いただき開催しました。この企画の魅力は、採用活
動において学生と接触する機会が少ない中小企業が気軽に参加できること。学
生は業種や企業の強み、働き方から企業を選択し（当日まで企業名は未公開）、
企業は学生の属性を選択することができるため、「自社の知名度では学生が集
まらない」「ターゲットとする学生に出会いにくい」とお悩みの企業も良いマッチ
ングが期待できます。今回は当所として初開催でしたが、学生25名、企業9社
が参加し、参加企業からは「ガチガチの就職活動という硬い雰囲気でなく、学生
の本音が聞けたように思う。今後の採用活動で弊社の魅力として学生にアピー
ルできる点が再検討できた」などと感想を話されました。

活動報告
18～

12
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2020年の更なる交通事故減少を願って

豊田署長と足助署長へ、当所吉村専務理事より贈呈

金融業部会主催
年末防犯講習会

年末年始に増加する「振込詐欺、侵入盗・自動車関連窃
盗」についての防犯対策講習会を開催し、金融機関を
中心に30名の方に参加していただきました。
豊田警察署生活安全課より講師を迎え、1部では振込
対策として金融機関がお客さまの財産を守るためのポ
イントを、2部では県内・豊田警察署管内の犯罪の発生
状況や自動車関連窃盗の手口や対策方法を紹介して
いただきました。

活動報告
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年末年始も気をゆるめずしっかり防犯！

食事を介した交流で、緊張がほぐれます

お知らせ
新規会員さまのご紹介
12月13日の常議員会で承認された皆さまです。 （敬称略・部会順）

事　業　所　名

第一商業

第二商業

第三商業

飲食業

第一工業

町　名

鈴木 香奈里 今 町
and You 山 之 手
大橋園芸 鴛 鴨 町
スギ薬局永覚店 永覚新町

合同会社ＣＯＳＥＮ．わかみや調剤薬局 若 宮 町
本田大士 靴磨屋T.A.N.S TOYOTA-BRANCH. 宮 上 町

ほっともっと豊田浄水店 浄 水 町
（有）ケーキハウスアンジュ 平戸橋町
酒のやまや豊田大林店 大 林 町

アゲタテコロッケ屋 前 田 町
アヤキコーヒー 若林西町

（有）チリュー特機 西 岡 町
ソリッドデバイス（株） 大清水町
合同会社才佳 五 ヶ 丘
（株）ピー・エル・エム 市 木 町
新工業店 花 園 町

交通運輸業

建設業
川合自動車（株） 高 橋 町

木下建設 井 上 町
（株）Kテック 坂 上 町
近藤 博之 山 之 手
山崎 東広瀬町
土井 初美 緑 ケ 丘
サンモール欅 小坂本町
合同会社ＩＲＣ 中 町
藤根 裕士 西 町
とよたサンドエル 大清水町
トラスト 伊 保 町
Ｋ-ＤＥＮサービス 西広瀬町
中根建具店 平戸橋町
ＫＳＥ 名古屋市
柴田鈑金工業 中 田 町
鶴田 光代 日 南 町
N．G．I（株） みよし市
福岡 英三郎 小 坂 町
YAMADEN 御 船 町

サービス業

尾島建築 藤岡飯野町
（株）OGHome 西中山町

菅原設備 東 海 市
（有）開明社 コダマ 昭 和 町
タチバナ建設（株） 篠 原 町

とこやエル 保 見 町
一般社団法人ウッディーラー豊田 東広瀬町
翔真塾 中 町
leap 市 木 町
梁川 文武 西中山町
SHINKYOSEI（株） 小坂本町
学校法人豊田星ヶ丘学園 中 田 町
メリアボーテ 御幸本町
（株）江戸屋リネン みよし市
ボディエステRuby 西 町
クリア・デザイン 山 之 手
コハク 元 城 町

事　業　所　名 町　名 事　業　所　名 町　名

第一工業

ご入会
ありがとうございました

交通運輸業部会
視察研修会

募集30名のところ、多数の申し込みを受け参加者38名で開催。国土交
通省中部地方整備局名四国道事務所・トヨタ自動車株式会社にご協力
いただき、蒲郡バイパスの建設工事現場とトヨタ自動車下山テストコー
スの2か所を視察しました。蒲郡バイパスでは現場近くまで立ち入りそ
の様子を目視しながら説明を受けました。蒲郡バイパスの果たす役割か
ら工程、近隣への配慮まで多角的に学びました。テストコースでは座学
ののち、現時点で完成しているカントリー路を走行し、その後工事中の
東工区を視察。本事業では地域環
境との共生にも主眼が置かれてお
り、テストコースはもちろん、環境配
慮についても世界の先を行くような
視点が盛り込まれていました。東工
区には直線2Kmの評価路などがあ
り、完成前でしたが、その広大な景
色に参加者一同圧倒されました。

活動報告
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蒲郡バイパスにて。工事真っ最中のため
全員ヘルメットを着用しました。
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