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●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 ■中小企業相談所（支所支援管理G）
　　　　　　　　 （会員支援G）
■事業推進部　　（街・店・品づくりG）
　　　　　　　　 （事業管理G）
■総務部　　　　（総務G）

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

■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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特集
コロナ緊急アンケート実施・
豊田市への緊急要望について

愛知県では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、県の
営業時間短縮要請に応じて営業時間の短縮を実施した事業者
に対し、「愛知県感染防止対策協力金」を複数回にわたり交付
してきました。この度申請期間が終了したものについて、期間
内に申請を行えなかった方を対象として、特例で申請を受け付
けることとなりました。
※過去に申請がした方は、交付・不交付に関わらず、その期間の協力金に
ついて、申請することはできません。また、「緊急事態宣言影響緩和にか
かる一時支援金」の交付を受けている場合も対象外です。

まん延防止等重点措置の発令に伴い、県の営業時間短縮要請等に
応じて営業時間の短縮等を実施した事業者に対し、「愛知県感染防
止対策協力金」（4/20～5/11実施）の交付が実施されます。

対象エリア内の営業時間短縮要請を受けた飲食店等
を運営する事業者（大企業も含む）
※飲食店営業許可または喫茶店営業許可が必要

愛知県感染防止対策協力金の
特例受付実施について

まん延防止等重点措置の実施に伴う
「愛知県感染防止対策協力金」について

「協力金専用コールセンター」
TEL：052ｰ228ｰ7310
9：00～17：00（土曜日・日曜日・祝日含む）

お問合せ

4月15日～5月17日（月）（当日消印有効）申請期間

愛知県内全域

【営業時間短縮要請枠】
対象エリア

2021年4月20日～5月11日（火）対象期間

対象事業者

5：00～21：00（名古屋市を除く愛知県内全域）
※名古屋市 ５：00～20：00

営業時間の
短縮

県民相談総合　窓口（コールセンター）
TEL：052ｰ954ｰ7453
9：00～17：00（土曜日・日曜日・祝日を含む毎日）

お問合せ

対象となる協力金

2020年11月29日
～12月17日実施分

2020年12月21日
～2021年2月1日

酒類を提供する
飲食店等

名古屋市錦・
栄エリア

2020年12月18日
～2021年1月11日
実施分

2021年
1月12日～2月19日

酒類を提供する
飲食店等

愛知県全域

2021年1月12日
～2月7日実施分

2021年2月8日
～3月12日

2021年1月12日
～1月17日 酒類を
提供する飲食店等
2021年1月18日
～2月7日 飲食店等

愛知県全域

実施期間 申請期間 対象施設 対象エリア

夜間相談窓口を開設します
【期間】2021年4月1日
　　　～5月31日（月）
　　　毎週 月曜日・木曜日
　　　（※祝日除く）
【相談時間】17：30～19：30

名古屋
グランパス

招待企画に関するお問合せ（株）名古屋グランパスエイト ℡0565-79-8880／優待販売に関するお問合せ（株）豊田スタジアム営業G ℡0565-87-5252

豊田商工会議所会員様限定のご案内

いつでもお得に観戦！

一般価格の10%OFF
右記QRコードまたはURLより専用販売サイトに
アクセスし、ご希望のチケットをご購入ください。

★優待販売の実施試合、対象席種、受付期間は
　専用販売サイトにてご確認ください。

https://www.jleague-ticket.jp/p/ng_toyotastadium1?ser=feyhbz7bz

※5/8(土)セレッソ大阪戦、5/12(水)鹿島アントラーズ戦の優待販売は
　「まん延防止等重点措置」を踏まえ実施無しとさせていただきます。
※豊田スタジアムスポーツプラザでの窓口販売はございません。
※ダイナミックプライシング（価格変動制）での販売となります。
※優待販売はＱＲチケットとなり、決済方法はクレジットカード、ｄ払い、
　楽天ペイのみとなります。
※ご購入後の返金、席種変更は一切お受けできません。
※必ずチケット購入前に名古屋グランパス公式サイトにて「観戦様式」をご確認ください。

優待販売購入方法 優待販売専用サイト▶ベガルタ仙台VS

https://fzfb.f.msgs.jp/webapp/form/21611_fzfb_6/index.do

5/1(土)9:00～5/17(月)23:59

5/18 (火)18:00

19:30KICKOFF 
＠豊田スタジアム5/26[水]

■招待企画に関してのご案内
※本企画は「豊田商工会議所会員」の方および、そのご家族の方がご応募いただける企画となります。
※ご招待席種は抽選結果の発表時にご案内させていただきます。
※募集後にご招待の招待数・対象試合を変更させていただく場合がございますので予めご了承ください。

応募方法

抽選結果発表

応募期間

右記ＱＲコードを読取応募フォームより
必要事項を入力しお申込ください

3,000
名様観戦ご招待！

【主な要件】
●業種別ガイドラインを遵守
●県の「安全・安心宣言施設」に登録し、PRステッカーとポスターを掲示
●カラオケ設備の利用自粛（設備を提供している店舗のみ）
【交付予定額（名古屋市を除く愛知県内全域）】
●中小企業：売上高に応じて2.5万円～7.5万円
　（大企業と同様、売上減少額の4割を選択することも可能）
●大企業：売上高減少額の4割
　（20万円または前年度もしくは前々年度の１日当たり売上高×0.3のいずれか
低い額）

【その他】
●営業時間短縮要請対象外の飲食店等を対象にした「カラオケ設備
利用自粛要請枠」もあります。
　※交付予定額 1店舗1日あたり1万円
●６月 申請受付開始予定

詳細は愛知県HPをご覧ください
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コロナ禍に苦しむ事業所支援に向け

豊田市へ
緊急要望を提出！

中心市街地フリーパー
キング制度への緊急支
援の継続。

3

市内飲食店を対象とした
プレミアム付き飲食クー
ポンの発行。
（市内在住・在勤・在学者を
対象）

6

バス、タクシーの車両への抗菌・抗ウイルス
対策の実施に対する支援。
（国の令和2年度２次補正予算「地域公共交通感
染拡大防止対策事業」の支援等が受けられな
かった市内バス、タクシー車両等を対象）

4

豊田市版GO TOキャンペーンの実施。
（観光客・ビジネス客等を対象にした市内ホテル・
旅館などの宿泊者に対する宿泊助成および市内
飲食店、タクシーなどで使用可能なクーポン券を
セットで配布）

5

アンケート
結果 新型コロナウイルス感染症の影響などに関する

アンケート （※3月31日時点）

豊田商工会議所は会員事業所の皆さまの声を届けます

対面サービスを行う市内中小・小規模事業
者を対象とした新型コロナウイルス感染症
をはじめとする感染症対策の環境整備に対
する支援。
（アクリル板、非接触型の検温器・消毒液噴霧器、
二酸化炭素濃度測定器、換気設備、抗菌・抗ウイ
ルス対策、抗原検査キット等）

2

コロナ禍における新たな働き方や新しい生
活様式による活動等を支援するため、学生
やビジネスマン、諸団体による会議室等の
デイユース利用を対象としたテレワーク利
用促進補助金の拡充。

1

どのような影響がありましたか？質問 2
（回答数）

売上の減少

赤字化

資金繰りに支障

雇用の減少

休業

222

53

45

33

42

0 50 100 150 200 250

早急に実施を要望する事項

感染拡大状況により
弾力的に実施を要望する事項

緊急要望事項 

回収率24％

【調査実施者】豊田商工会議所
【調査機関】2021年3月16日～31日
【調査手法】1，282事業所にFAX

（商品券事業所加盟店・飲
食業部会員・常議員・議員・
青年部・女性会）

サービス
26％

卸し・小売り
35％

飲食
20％

建設・建築
20％

製造 8％その他 2％

売上の減少はどの程度ですか？

質問 3

売上減少
38％

23％

39％

20％未満の減少
50％超の減少

20～50％の減少

コロナ禍の前と比較して直近３か月で
事業への影響はありましたか？

質問 1

コロナの
影響

77％

23％

ある ない

新型コロナウイルス感染症の収束の見通しが立たないなか、特に影響が大きい
市内飲食業、宿泊業、交通関連をはじめ、多くの事業者の皆さまにとって厳しい
経営環境が続いています。
そこで当所は会員事業所の状況を今一度把握するため、本年３月末に「新型コロ
ナウイルス感染症の影響などに関するアンケート」調査を実施しました。
その結果から、依然として多くの市内事業者が売上の下落などの痛手を受けていること、自助努力だけでは事業の維
持が難しく、追加の公的支援を期待する声も多い状況が分かりました。
そして、調査結果をもとに市内事業者支援に関する「緊急要望」を取りまとめ、４月20日に三宅会頭から太田豊田市長・
山田豊田市議会議長に提出しました。

今後、追加の公的支援策がない場合、事業の見通し
はいかがですか。

質問 4

赤字化

資金繰りに支障

一時休業

雇用の減少

廃業

75

100

20

55

19

0 12020 40 60 80 100
（回答数）

これまで利用した（利用予定を含む）
公的支援策は何でしたか。

質問 5

持続化給付金 139
家賃支援給付金 55

休業・営業時間短縮協力金 71
一時支援金 14

小規模事業者持続化補助金（コロナ型） 25
事業再構築補助金 4
雇用調整助成金 86

無利子・無担保融資 92
信用保証料補助 27

市内商品券事業（WE LOVE とよた商品券） 138
緊急雇用安定助成金 2

0 16012014010080604020
（回答数）

今後どのような支援策を希望しますか。質問 6

借入の支援 71

市内商品券事業 88
市内飲食店・

宿泊施設クーポン事業 55

雇用調整助成金の延長 56

感染症対策設備への
補助金 98

PCR・抗原検査の
無償化・補助 102

家賃支援 2

0 20 40 60 80 100 120

利子補給、返済期間延長、
融資枠拡大、資格条件緩和（　　　　　　　　）

（回答数）
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子育てをもっと楽しく 人形とベビー用品の山田屋

●健康経営とは、従業員の健康保持・増進の取り組みが、将来的に収益性等を高める投資であるとの考え
のもと、健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践すること。
●健康投資とは、健康経営の考え方にもとづいた具体的な取り組み。 
●企業が経営理念にもとづき、従業員の健康保持・増進に取り組むことは、従業員の活力向上や生産性の向上
等の組織の活性化をもたらし、結果的に業績向上や組織としての価値向上へつながることが期待される。

本コーナーに掲載する会員事業所を募集中！ぜひご連絡ください！ TEL：0565ｰ32ｰ4567（早坂・山下）

最近よく耳にする「健康経営」。現在、「従業員の健康増進に企業全体で取り組む」ことを経営方針のひとつとし、
それに伴うお金や時間を「経費」ではなく、将来の収益性向上に向けた前向きな「投資」と捉え実践する「経営健
康」という経営手法が注目されています。分かりやすくいうならば、働く一人ひとりの仕事の質を高め、お客さまへ
の製品サービスの向上につながり、商売・事業の結果も良くなるという好循環を作る経営のことです。企業にとって
“生産性の工場”“離職率の低下”“企業イメージアップ”といった効果が期待できます。当所も「健康経営」は2021
年度事業計画の重点取り組み事項に掲げています。第１回目は「経営健康」の概要についてご紹介します。

【住所】 豊田市錦町1ｰ91　【営業時間】 9：30～18：30　【定休日】 木曜日
【TEL】 0565ｰ34ｰ1414　　【FAX】 0565ｰ34ｰ3344
【HP】 http://www.bb-yamadaya.jp/　【E-mail】 info@bb-yamadaya.jp

人形とベビー用品の山田屋

たくさんの方の笑顔を見守ってきたお客さまへの思いを教えてください。
当社は「お客さまの喜びを私たちの喜びとしたい」を社訓に、妊娠・出産の大変さや喜びを一緒にお祝いできる、そんな

お店を目指しています。ご家族がお子さんに元気に育ってほしいと、願う気持ちを大切に、ベビー用品や節句人形を通して、
より子育てが楽しくなる提案をさせていただいています。また、家族だけでなく、地域全体でお子さんを育てていけたらと思っ
ています。

来年で創業から150年を迎え、東海地区初！ 豊岡鞄ブランド ランドセルの取り扱いを開始されたと伺いましたが？
親から子へ、その子が親になりまた子へと世代が変わっても変わらず山田屋に来店いただける関係を築けていること

がとても嬉しく、また創業から150年を迎えられることに大変感謝しています。今年より新たに豊
岡鞄ブランド「ＨＡＫＵＲＡのランドセル」の取り扱いをはじめ、よりお客さまと関わる機会が広がり
ました。62，000通りの組み合わせから選べる自分だけのランドセルを通して、小学校入学前のお
子さんが入学することが待ちどおしくなるようなサポートをさせていただければと思います。

チャイルド心理カウンセラーの資格を取得されたと伺いましたが？
チャイルド心理は、子育てに生かせる心理学として非常に役立ちます。産後うつやマタニ

ティーブルーなどで困っているお母さん達に寄り添うため、また悩みを一人で抱えず、困っている
ことがあれば山田屋に相談しに行こうと思ってもらえるような店舗づくりを心掛けています。

HP

健康経営について

Rosemary 音楽教室ロ ー ズ マ リ ー

会員事業所紹介

【住所】 豊田市東山町1ｰ5ｰ1 イオン高橋店グリーンシティ内　【営業時間】 10：00～20：00　【定休日】 日曜日
【TEL】 080ｰ6957ｰ7562　【E-mail】 junko.ohwaki@ezweb.ne.jp
【ＨＰ】 https://www.rosemary-music.com

Rosemary 音楽教室

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4594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4594

この春、東山町に音楽教室を開業するに至った経緯を教えてくださいQ
A 長年自宅での個人レッスンと、昨年からの新しい取り組みとして交流館などの施設をお借りして高齢
者の方を対象としたグループレッスンを始めましたが、時間や人数の制限などがあったため、もっと生徒さ
んに喜んでもらえる場を提供したいと思い開業に至りました。

開業の大きなきっかけにもなった
グループレッスンとはどのようなものですか

Q

A

Q
A

高齢者の方の認知症発症数が近年増加傾向にあり、ピ
アノ講師として、何か社会貢献ができないかと考えていた
時、「ピアノを弾くことには脳トレ効果があり、認知症の予防
につながる」という研究を知り、「脳トレピアノ」のグループ
レッスンを始めました。生徒さんはピアノ初心者から経験者ま
で様々。一人ひとりがレベルに合わせたパートを担い、一つの
音楽を作り上げていきます。

先生の今後の目標は？Q
A 「脳トレピアノ」に通われる生徒さんのなかには、朝５時から毎日練
習をされる方や、毎週のレッスンを心から楽しみにしてくださる方がたく
さんいます。そんな生徒さんのた
めにも、単なる認知症予防ではな
く、「楽しかった～！」と帰っていた
だき、レッスンに来るのが楽しみ！
と思っていただけるような教室作
りを目指しています。

新規会員

「会報見たよ」と言っていただいた方はお好きな商品1点15％OFF（一部商品対象外）クーポン

「会報見たよ」で初回体験レッスン無料クーポン

元気な企業は取り組んでいる！ 始めませんか？

健康経営 Vol.1

「健康経営・健康投資」の定義とは？ （経済産業省HPより）

●従業員から会社・事業主への信頼感が高まり、働くモチベーションが高まります。
●病欠が減り、集中力が高まり、生産性が向上します。
●会社・事業者のイメージアップにつながり、採用活動でのPRにも役立ちます。

事業所にとってどんなメリットがあるの？

●「健康経営顕彰制度」があります。
　健康経営に係る各種顕彰制度を推進することで、優良な健康経営に取り組む法人を「見える化」し、従
業員や求職者、関係企業や金融機関などから「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り
組んでいる企業」として社会的に評価を受けることができる環境を整備するための「健康経営優良法
人」などを認定する制度があります。

国の支援策はあるの？

健康診断は自分の健康状態をチェックするいい機会であり、社員の健康
意識を高める取り組みとしても重要です。しかし、費用負担が大変…と
頭を悩ます事業所の皆さまも多いのではないでしょうか。豊田商工会議
所では豊田地域医療センター・豊田健康管理クリニック・三九郎病院・中
野胃腸病院の協力を得て会員事業所さま向けに、労働安全衛生法に定
められた定期健康診断を割安な料金で実施します。
詳しくは今月号折込チラシをご覧ください。

６月号では健康経営優良法人についてご紹介します経済産業省HP： 検 索経済産業省　健康経営の推進

参考になる施策例について

健 康 診 断 の 促 健 進

vol.1

（1）

　豊田商工会議所では、豊田地域医療センター・豊田健康管理クリニック・三九朗病院・中野胃腸

病院の協力を得て、会員さま向けに労働安全衛生法に定められた定期健康診断を、割安な料金で

実施いたします。オプションで、胃がん（間接撮影）検査（※１）、大腸がん検査もあります。

　なお、豊田地域医療センターでは、脳ドック（※２）、肺ドック（※３）、三九朗病院・中野胃腸

病院では婦人科検診（※４）のご利用もおすすめしています。ぜひご利用ください。

豊田商工会議所会員事業所の皆さまへ
自分の健康・従業員の健康は定期健診でしっかり管理！2021年度定期健康診断のご案内

受 診 コ ー ス 及 び 料 金ア. 基本健診 　　　　　　　　　　 7,300円〔検査項目〕
■医師の診察・問診　 ■身長・体重・視力・聴力の検査・腹囲測定
■胸部エックス線デジタル、または直接撮影 　■血圧の測定 　■尿検査（蛋白・糖）

■貧血検査（赤血球・白血球数・血色素量・ヘマトクリット値・血小板数）
■肝機能検査（AST・ALT・γ-GT）■血中脂質検査（中性脂肪・HDL・LDLコレステロール）
■心電図検査（安静時標準12誘導心電図） 　■糖尿病検査（血糖・HbA1c）

イ．基本健診+大腸がん検査　　　　　　　　　　　　　　   　　 8,591円  豊田地域医療センター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　豊田健康管理クリニック
　　　　　　　　　　　　　　   　　 8,600円（三九朗病院）
　　　　　　　　　　　　　　   　　 8,400円（中野胃腸病院）
ウ．基本健診+胃がん検査　　　　　　　　　　　　　　   　　 15,400円（豊田地域医療センター）
　　　　　　　　　　　　　　   　　 15,375円（豊田健康管理クリニック）
　　　　　　　　　　　　　　   　　 15,400円（三九朗病院）
　　　　　　　　　　　　　　   　　 15,300円（中野胃腸病院）
エ．基本健診+大腸がん検査+胃がん検査　　　　　　　　　　　　　　   　　 16,657円（豊田地域医療センター）
　　　　　　　　　　　　　　   　　 16,632円（豊田健康管理クリニック）
　　　　　　　　　　　　　　   　　 16,670円（三九朗病院）
　　　　　　　　　　　　　　   　　 16,400円（中野胃腸病院）

※料金は全て税込金額です。

（ （

愛知県中小企業共済協同組合発行の「共済付帯サービス利用助成券」をご持参の方は、

助成（ア・イ・ウの場合1，500円、エの場合5，000円）の対象となります。受診時に助成券をご持参ください。

※三九郎病院につきましてはご利用いただけません。　※助成金額はそれぞれ最高限度額です。

詳しくは6月号にてご紹介します

Q
A

Q
A

＼とよたを元気に／
山田屋の鯉のぼりが
とよたのまちなかを
泳ぎました

とよたcci.mail 2021／5月号4 5とよたcci.mail 2021／5月号



まちなか回覧板

豊田に元気をお届けします

とよた 大使 活動報告

『ゾッキ』発祥の地となる蒲郡市から愛知県へ、そして全国へ映画の魅力を伝
えるべく愛知県横断舞台挨拶が行われました。豊田市ではイオンシネマ豊田
KiTARAで舞台挨拶が行われ、本作の監督である竹中直人氏、山田孝之氏、
齊藤工氏と松井玲奈氏が登壇。太田豊田市長、とよたPR大使も参加し、愛知
県を舞台とした本作のヒットを祈願しました。

３月～4月の活動報告です。舞台挨拶に参加した映画「ゾッキ」は、愛知県内の各所で撮影されており、物語の要所に登
場する「あるコンビニ」のシーンは豊田市で撮影されています。
このゴールデンウイークは、豊田市ゆかりの映画「ゾッキ」を、ぜひイオンシネマ豊田KiTARAでお楽しみください。

とよたPR大使オリジナルステッカー

とよたの魅力を伝えたい

とよたPR大使のオリジナルステッカーができました！これから、とよたPR大使とご一緒したみなさまへ、
記念としてお渡ししていきます。
とよたPR大使に出会ったら、ぜひこのステッカーをもらって、お気に入りの場所に貼ってくださいね。

とよた元気プロジェクト実行委員会事務局  TEL：0565ｰ32ｰ4595お問合せ

第8期とよたPR大使の筒井亜美さんと倉山沙葵さんが
活動した、豊田市のイベント・放送をご紹介します。

東京オリンピック
聖火リレーセレブレーション
豊田スタジアムにて開催。オープニングプログラムが始ま
り、松平わ太鼓やおいでん総踊りのパフォーマンス、豊田市
長やとよたPR大使によるトークセッションが行われました。
あいにくの雨で大変肌寒いなかでしたが、観覧者は雨具を
着用し、熱心にステージや聖火ランナーを見守りました。

4月6日

映画「ゾッキ」舞台挨拶
3月27日

番外編

明るく 楽しく

P R

“クルマのまち豊田市”だけじゃない“美味しい豊田市”をお届けします

WE LOVE とよたマルシェ
ものづくりが盛んな「まち」地域の７割が森林に囲まれた自然豊かな「環境都市」
そんな日本の縮図といえる豊田市ならではの、プレミアムな商品を取り揃えています。
WE   LOVE   とよたマルシェに今年度４店舗が加盟店として加わりました♬

２０２１年度
新規加盟店

を

ご紹介しま
す

●フフラベリーガーデン

ブルーベリーそのものを発酵させてでき
たお酢です。ブルーベリーの良さが引き立
つよう、てんさい糖のみを加え、添加物や
保存料を使用せずに作りました。お子さま
からご年配の方まで安心してお召し上が
りいただけます。水割り、お湯割り、炭酸
水と合わせてもさっぱりとします。大人の

方にはお酒割り、酸っぱいのは苦手という方には牛乳割りがオススメです。
さらに、あまり癖が強くないのでドレッシングや酢飯にもアレンジを楽しん
でいただけます。贈り物にはギフト箱（2本入）をご用意しています。

ブルーベリー飲む酢 ～身体によい飲み物を追求したお酢～

●名鉄トヨタホテル ラウンジ「ひまわり」

手土産や引き出物にぴったりの焼き菓子
セットです。様々な焼き菓子を少しずつ楽
しんでいただけるアソートで、４種の味の
パウンドケーキと、卵とバターをふんだん
に使用したフィナンシェが入っています。
豊田産の抹茶を贅沢に使用した抹茶のパ
ウンドケーキは、程よい苦みと甘さが絶妙

な仕上がり。全ての焼き菓子に濃厚で高品質な小原産の赤卵を使用して
います。豊田のおいしさがギュっと詰まった、贈る・味わう楽しさを感じてい
ただけるセットとなっています。

要予約の焼き菓子セット ～様々なシーンで活躍するホテルの焼き菓子～

●うなぎの三河

知る人ぞ知るうなぎの三河　裏メニュー「う
なぎめし」は一度食べたらヤミツキになる
炊き込みご飯です。昭和44年の創業時よ
り継ぎ足しされた秘伝のたれで、本格的な
うなぎめしをご家庭でお気軽に楽しんで
いただけるように作りました。
下山のお店まではなかなか足を運ぶこと

のできない方でもご自宅で名店の味を楽しめる一品です。

香ばしさがたまらない栄養満点の炊き込みご飯

●ストロベリーパークみふね

「特別なことはしない」からこそ際立つい
ちご本来のおいしさを楽しんでいただけ
ます。猿投農林高校の生徒さん考案のレ
シピで、後味すっきりの身体にやさしい仕
上がり。パンやヨーグルトはもちろん、紅
茶にひとさじ加えるといちごの香りと酸味
が感じられるのでオススメです。シンプル

でおしゃれな瓶は見た目も可愛らしく、プレゼントにも最適です。

シンプルさにこだわった自然派いちごジャム

ビジネスシーンをはじめ大切な方への手土産に
WE LOVE とよたマルシェの逸品を！

検 索ＷＥ ＬＯＶＥ とよたマルシェ

【住　　所】 豊田市羽布町鬼ノ平1ｰ16
【営業時間】 10：00～17：00
【定　休　日】 不定休
【　T　E　L　】 0565ｰ90ｰ3473

【住　　所】 豊田市乙部町清水戸41ｰ1
【営業時間】 9：00～16：00（夏期のみ営業）
【定　休　日】 水曜日
【　T　E　L　】 0565ｰ79ｰ4305

【住　　所】 豊田市御船町東山畑34ｰ2
【営業時間】 いちご狩り 10：00～16：00（最終受付15：00まで）
　　　　　 マルシェ    16：00まで
【定　休　日】 月曜日・木曜日（祝日の場合は翌日が定休日となります）
【　T　E　L　】 0565ｰ47ｰ1830

【住　　所】 豊田市喜多町1ｰ140
【営業時間】 9：30～16：30
【定　休　日】 なし
【　T　E　L　】 0565ｰ35ｰ6611（ホテル代表）

本地新田区民会館でお花見 ストロベリーパークみふねにて

五平餅マイスターを取得！

絵柄は
全部で
3種類!

公式Instagramも更新中！
ぜひフォローしてくださいね。

とよたＰＲ大使公式 Instagram
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＼挑戦する皆さまを応援／
2021年度検定試験のおしらせ

簿記は世界共通の「ビジネス言語」。仕事のあらゆる分野に関わる最低限の知識です。経理担当者の方はもちろん、社会
人必須の内容です。今年度より日商簿記検定は①統一試験②ネット試験③出前試験の３つの方法にて皆さまのご都合に
合わせて受験いただけます。

右記の全国統一試験日に行います。
お申し込み・詳細は当所HPをご確認ください。

　補助率等
補助率：3/4　補助上限額：100万円

＼　必　見　／
小規模事業者持続化補助金

申請手続き

小規模事業者であること
【具体的には…】
●商業・サービス業（宿泊業・娯楽業を除く）
　⇒ 常時使用する従業員数　5名以下
●サービス業のうち、宿泊業・娯楽業
　⇒ 常時使用する従業員数　20名以下
●製造業その他
　⇒ 常時使用する従業員数　20名以下

補助対象経費
①機械装置等費　　　②広報費
③展示会等出展費（オンラインによる展示会等に限る）
④開発費　　　　　　⑤資料購入費
⑥雑役務費　　　　　⑦借料
⑧専門家謝金　　　　⑨設備処分費
⑩委託費　　　　　　⑪外注費
⑫感染防止対策費（※1）
※1　⑫感染症防止対策費は、補助金総額の1/4（最大25万円）が
上限。ただし、緊急事態宣言の再発令による特別措置を適用する
事業者（※2）は補助金総額の1/2（最大50万円）に上限引き上げ。
※2　緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業または不要不急の外
出・移動の自粛により、特に大きな影響を受けたことから、2021年
1月から同年3月までの期間のいずれかの月間事業収入が2019
年または2020年の同月と比較して30％以上減少した事業者。

対象者

【下記に当てはまるかご確認ください】
①令和元年度補正予算「小規模事業者持続化補
助金〈一般型〉」の事業実施者で、本補助金の受
付締切日の前10か月以内に採択された者
②令和2年度補正予算　小規模事業者持続化補助
金〈コロナ特別対応型〉に採択され、事業実施し
た（している）者

本補助金の申請は、電子申請（補助金申請システムJグ
ランツ）のみ申請可能。書面での郵送申請はできません
ので、ご注意ください。電子申請（Jグランツ）を利用する
には、事前にGビズIDの取得が必要です。IDの取得に
は3～4週間かかるため、早めの取得をおすすめします。

申請期限
第1回：2021年5月12日（水）　第2回：2021年７月7日（水）
第3回：2021年9月8日（水）　　第4回：2021年11月10日（水）
第5回：2022年1月12日（水）　第6回：2022年3月9日（水）
いずれも締切時間は17：00です。
日程は予定であり今後変更となる場合があります。

※下記の事業において採択を受け、補助事業を実
施した（している）者は、本補助金申請の対象外
となります

①補助対象経費の全額が対人接触機会の
減少に資する取り組みであること
②使用目的が本事業の遂行に必要なもの
と明確に特定できること
③原則、交付決定日以降に発生し、対象期
間中に支払いが完了したもの

　※今回は特例として2021年1月8日以降に
　発生した経費の遡りも可
④証拠資料等によって支払金額が確認で
きるもの
⑤申請する経費について、具体的かつ数量
等が明確になっていること

本補助金は、小規模事業者が経営計画および事業計画を作成し、
感染拡大防止のための対人接触機会の減少と事業継続を両立させる
取り組みを支援するものです。

対象外になる要件があります。

補助対象となる経費は、
以下の5つを全て満たす
必要があります。

≪低感染リスク型ビジネス枠≫

検 索小規模事業者持続化補助金　低感染リスク型ビジネス枠本補助金についての詳細：
HP : http://www.low-risk-jizokuka.jp/

検定試験が
大きく変わります！

簿記検定試験

今年度より1～3級全てを、ネット試験方式で随時施行
することとなりました。
詳細は、HPをご確認ください

リテールマーケティング（販売士）検定
2021年度から東京商工会議所の検定試験（東商検定）は
IBT（インターネット経由での試験）に変わります！
※ビジネス実務法務・福祉住環境コーディネーター1級を除く
【対象となる検定】
カラーコーディネーター試験、環境社会（eco）試験、ビジネ
ス実務法務（2・3級）、福祉住環境コーディネーター（2・3級）

東商検定

①統一試験（右図参照）

ネット試験会場で、PCを使用し、随時施行します。
※申し込みを希望される方は簿記CBT/PBT試験申し込み
ページよりお申し込みください。

②ネット試験（2・3級のみ）

実施を希望する企業・学校等団体を対象に施行します。
（詳細が決まり次第お知らせします）

③出前試験

下記の日程で施行します。
珠算能力検定

1級　2,340円　2級　1，730円
3級　1，530円

事業管理G TEL：0565ｰ32ｰ4569

＼IBTの３つのポイント！／
受験時間が選べます

受験料

詳細は、HPをご確認ください
お問合せ

日本商工会議所
検定情報ダイヤル TEL：050ｰ5541ｰ8600

お問合せ

東京商工会議所 検定センター
TEL：03ｰ3989ｰ0777

詳細は、HPをご確認ください

お問合せ

平日や業務時間内でもOK
従業員にすすめやすくなります♬

即時採点
すぐ結果が分かります

自宅や会社で受験可能
移動時間もなく楽に♬
感染症対策にもなります222回 1～3級

級 施行日 申し込み期間 合格発表日
6/27（日） 5/10（月）～27（木）

４/２６（月）
～５/１４（金）

１級
８/６（金）

１級
７,８５０円
２級
４,７２０円
３級
２,８５０円

第１５８回

2級・３級

６/１３（日）
２・３級
７/２（金）

１０/５（火）
～１０/２２（金）

１級
１/７（金）

第１５9回 １１/２１（日）
２・３級

１２/１０（金）

１/１１（火）
～１/２８(金) ３/１８（金）第１60回 2022年

２/２７（日）

7/2（金）
223回 1～3級 10/24（日） 9/6（月）～9/24（金） 10/29（金）
224回 1～3級 2/13（日） 12/20（月）～1/13（木） 2/18（金）

簿
　
　
記

1級

３級
〜

検定
試験名 回数 施行日 申込

受付期間
合格
発表日 受験料
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ＴＥＬ︓080-6993-0847 
ＴＥＬ︓0565-34-2583 
E-mail:juna-0130@ezweb.ne.jp 
住所︓豊田市十塚町 5-29-1 
営業時間︓10︓00～20︓00 

　産業振興のための
　幹線道路整備促進
2010年１１月に豊田市幹線道路整
備促進協議会委員に就任。
豊田市および豊田市議会と連携し
て、国・県への主要幹線道路の整備
要望において産業活動面からの必
要性等の説明に努めた。

　地域の歴史・文化を活かした
　観光事業の発展
「徳川家康公４００年祭記念大会」組織を
2014年４月に立ち上げ、実行委員会委員
長に就任。2011年７月に徳川家康公にゆ
かりのある静岡、浜松、岡崎の３市３商工
会議所と交流連携事業を展開。豊田市松
平郷の歴史的価値を高め「徳川の原点」
として市内外に広く周知した。

　まちづくり事業への貢献
2010年１１月に豊田市中心市街地活性化協
議会会長に就任。中心市街地の活性化に関す
る事業の総合調整や推進、豊田市が策定する
基本計画の実効にむけた寄与などまちづくり
を総合的に推進する組織を運営し、行政、地
域経済界が三位一体となったまちづくりに努
めた。地方自治法施行70周年記念総務大臣
表彰を受賞。

　組織拡大・財政基盤強化
会員事業所のネットワークを活用し
た会員拡大の取り組みを主導、定着
化を図った。また、福利厚生の向上
と安定した経営を後押しする共済
制度の推進により財務体質の強化
を実現した。2020年３月に日本商工
会議所から「組織強化」および「財
政基盤強化」の表彰を受ける。

　中小企業の販路拡大
2014年４月に「豊田ものづくりブ
ランド」を創設し、豊田市と共同で
制度運用を開始。制度開始から６年
間で５０の技術・製品を認定。販路
拡大につながる様々な機会を提供
することで、市内中小企業・小規模
事業者の販路拡大、また豊田ブラ
ンドの知名度の向上を図った。

　中小企業の人材育成に関する功績
「とよたイノベーションセンター」を、豊田工業高等
専門学校と豊田市と共同で豊田工業高等専門学校
地域共同テクノセンター内に開設。開設から2019年
度までの８年間に「製造技術者育成プログラム」基礎
講座６２６名、応用講座２８３名、「ものづくり一気通観
エンジニア養成プログラム」の企業技術者１１１名が
受講修了し、参加企業からも課題解決力の向上や設
計開発力の向上など高い評価を得た。

相談所より

本所
14：00～17：00IT相談

HP作成やソフトの操作方法（Word、Excel、 
PowerPoint、Access）、IT活用、PCトラブル
などITに関する様々な相談に応じます。

5月18日（火）日　時 3名定　員
秋山 剛氏、福田 明弘氏 （株式会社ＩＴイノベーション ＩＴコーディネーター）IT相談員
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・TEL・FAX

お問合せ

事業推進部 事業管理G  TEL：0565ｰ32ｰ4569  FAX：0565ｰ34ｰ1777

●本　　所 TEL：0565ｰ32ｰ4594
●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

相談日の前営業日午前中（自社株まわり相
談は7日前）までに左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。

お問合せ・お申込み
【受付時間】 8：30～17：30 

新型コロナウィルス感染症による影響を受ける市内の中小企業・小規模
事業者の皆さまからの経営相談や新たな各種補助金制度等を活用いた
だくため、当所では、中小企業診断士による個別相談会を開設しました。
各種補助金の申請手続き（小規模持続化補助金、再構築補助金・ものづ
くり補助金、ＩＴ補助金他）をはじめ経営革新計画等作成のお手伝い、その
他経営上で悩み・困りごとがございましたらお気軽にご相談ください。

202１年４月５日～2022年3月29日（火）までの
毎週 月曜日・火曜日　13：00～17：00（ただし祝日は除く）

設　日

豊田商工会議所会館 1階 102会　場
中小企業診断士 野中龍一氏、中小企業診断士 立岩義典氏相談員
事前予約（開設日の前日までに電話にてお申し込みください）申込方法
相談は全て無料その他

中小企業相談所  TEL：0565ｰ32ｰ4594お問合せ・お申込み

中小企業診断士による個別相談開設

相談所より

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。

本所第２水曜日13：30～16：00

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。

本所17日（月）13：30～17：00

本所18日（火） 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。

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。

本所第2火曜日 13：30～16：00

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。

本所平日 13：30～16：30

13：30～17：00

13：30～17：00

13：30～17：00

13：30～17：00

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。

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。

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
当面の間中止します

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。

豊田商工会議所では会員の皆さまにご利用いただける相談・労働保険・共済制度などを
ご用意しています。ぜひ気軽に、そしてお困りごとがあった際には
ご利用ください！

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
ぜひご利用ください

働き方改革無料相談本所18日（火）13：30～16：30
＜お問合せ・予約申込など＞愛知働き方改革支援センター

※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。0120-552-754

※開催は原則、お申し込み後2週間以内ご希望日に開催

要予約

受章おめでとうございます！
三宅会頭の功績と受賞へのコメントをご紹介します

・2007年１１月に常議員に就任　・2010年１１月に会頭に就任〈経歴・主な功績〉

当所 三宅会頭が春の旭日小綬章受章！

会頭 三宅 英臣

　市内消費喚起、地産地消で豊田の魅力を発信
「とよた元気プロジェクト」の一環としてとよたの魅力を
市内外に発信する「とよたPR大使」事業、豊田のおいしい
特産品を紹介・販売する「WE　LOVE　とよたマルシェ」事
業を立ち上げ、市内消費喚起、地産地消の推進に努めた。

　地域の歴史・文化を活かした観光事業の発展
「徳川家康公４００年祭記念大会」組織を2014年４月に立ち上げ、実行
委員会委員長に就任。2011年７月に徳川家康公にゆかりのある静岡、
浜松、岡崎の３市３商工会議所と交流連携事業を展開。豊田市松平郷
の歴史的価値を高め「徳川の原点」として市内外に広く周知した。

この度 図らずも旭日小綬章の栄に浴し身に余る光栄に存じます。
この栄誉は、ともに豊田市経済の発展のためにご尽力いただいた商工会議所ならびに各方面の皆さまのお
かげと深く感謝しています。
2010年11月に会頭に就任し、翌年3月に東日本大震災が発災、当地域の自動車産業も大きな影響を受け
ました。商工会議所として会員事業所の状況掌握に努め、緊急経済対策を求める要望書を提出するなど地
域経済を支える市内中小企業の皆さまの声を伺うことからスタートしました。
以降、「行動する商工会議所」をスローガンに組織・財政基盤強化、中小・小規模事業者の販路拡大、人材
育成、産業振興、地域活性化に取り組ませていただきました。
その積み重ねの結果が、今回の栄えある受章につながったものと思っております。
現在私どもを取りまく経済環境は大変厳しいものがありますが、地域産業活性化に貢献できるよう微力ながら
誠心誠意尽くしてまいる所存でございます。

この度 図らずも旭日小綬章の栄に浴し身に余る光栄に存じます。
この栄誉は、ともに豊田市経済の発展のためにご尽力いただいた商工会議所ならびに各方面の皆さまのお
かげと深く感謝しています。
2010年11月に会頭に就任し、翌年3月に東日本大震災が発災、当地域の自動車産業も大きな影響を受け
ました。商工会議所として会員事業所の状況掌握に努め、緊急経済対策を求める要望書を提出するなど地
域経済を支える市内中小企業の皆さまの声を伺うことからスタートしました。
以降、「行動する商工会議所」をスローガンに組織・財政基盤強化、中小・小規模事業者の販路拡大、人材
育成、産業振興、地域活性化に取り組ませていただきました。
その積み重ねの結果が、今回の栄えある受章につながったものと思っております。
現在私どもを取りまく経済環境は大変厳しいものがありますが、地域産業活性化に貢献できるよう微力ながら
誠心誠意尽くしてまいる所存でございます。
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〒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

(水･祝)

こどもの日こどもの日のおもいで

親子で楽しくテーブルマナーを学び、
ケーキのデコレーションを行います。
ご家族で素敵な思いでづくりをどうぞ。

2021年６月１日現在、全国一斉に令和３年経済センサ
ス-活動調査が実施されます。この調査は、全ての産業
分野における事業所・企業の経済活動の状況を全国的・
地域別に明らかにすることを目的としています。調査票
は、2021年５月中下旬を目途に直接配布または、郵送
します。ご協力をお願いいたします。
■対象　全国全ての事業所および企業
■調査結果　各種行政施策や学術研究の基礎資料とし
ての利活用だけでなく、経営の参考資料として、事業者
の皆さまにも活用していただいています。
■お問合せ　コールセンター
　ＴＥＬ：0120ｰ430ｰ103 【5月6日（木）～９月３０日（木）】
調査員に関すること／豊田市総務部庶務課統計担当
TEL：0565ｰ34ｰ6986

令和３年経済センサス-活動調査に
ご協力ください

関係
各所

本事業は、高い意欲と希望をもった事業活動への取り組みに必要
な経費を補助することにより、「より質の高い商品・サービスの提
供」「店舗づくり」を支援し、魅力ある商業機能の維持・充実を図る
ことを目的としています。
■魅力あふれる店舗創出事業補助金
〇対象者：豊田市内で事業を営む中小企業者
〇補助対象事業・経費：次の経営課題への解決に向けた取り組み
　（１）店舗および商品の宣伝…広告料・手数料・委託料　　
　（２）業務の効率化…消耗品費・通信費・手数料・委託料
　※消耗品費、通信費は事業内容に則したソフトウェア等の購入または
　　使用にかかる費用に限る

〇補助率（限度額）：５０％ （３００，０００円）
■新ビジネスおうえん補助金
〇対象者：豊田市内で事業を営み、または営もうとする中小企業者
〇対象事業：クラウドファンディングサイトにより資金調達を行う
　次の事業
　（１）豊田市内で創業して行う事業
　（２）新しい事業分野への展開を行う事業
〇対象経費：購入型クラウドファンディングによる資金調達にかかる
　次の経費
　（１）クラウドファンディング事業者に支払う手数料
　（２）クラウドファンディングの募集媒体となるものの制作委託費
　（３）補助事業の宣伝媒体となるものの制作委託費
〇補助率（限度額）：５０％ （１５０，０００円）
※次に該当する事業は補助の対象となりませんのでご注意ください。
　・補助対象経費の合計額が１０万円に満たない事業
　・豊田市で別の補助金の交付決定を受けている事業
詳細は豊田市ＨＰをご確認ください
■お問合せ　豊田市産業部商業観光課
TEL：0565ｰ34ｰ6642
メール：shoukan@city.toyota.aichi.jp

個店魅力アップ事業補助金
関係
各所

豊田市では、周囲の人と自身の健康被害を防ぐため、
禁煙を希望する市民の方を対象に禁煙外来治療費の
一部を助成する事業を開始します。
■対象　満20歳以上の市民で、禁煙治療開始前の方　
■定員　交付決定者　先着130人（2021年度）
■事前登録期間 ～11月30日（火）
※交付決定者が130人に達した場合は、期限前に受付を
　終了する場合があります。
※本事業に関する内容は、豊田市HPをご確認ください。

■お問合せ　
豊田市保健部総務課 健康づくり担当
ＴＥＬ：０５６５ｰ３４ｰ６７２３

豊田市禁煙治療費助成事業が
始まります

関係
各所

NEWSTOYOTA cci News
豊田商工会議所事業のお知らせ&報告

15年前から営業している種類豊富な創作料理とドリンク
が楽しめる一軒家のダイニングバー、「Casual　Italian　
Dining　BACCHUS　TOYOTA（カジュアル　イタリアン　ダ
イニング　バッカス　豊田）」は、コンテナで販売するテイクア
ウトの提供をはじめました。オードブルをはじめ、タパスや
スイーツ、ピザなど人気メニューを“お惣菜を購入する感覚
で”気軽にお持ち帰りいただけるようになりました。テイク
アウトをお店の外で始める計画をはじめたのは、コロナが
流行する前。お客さまにもっと気軽に立ち寄っていただき
当店の味を楽しんでもらえるような場所が作りたいと思
い、店内の営業は継続しつつお店の外でのテイクアウトを
始めることにしました。テイクアウト需要の高まりも追い風

となり現在はお仕事帰りの方をはじめ、多くの皆さまにご
利用いただいています。豊田市オリジナルデリバリー事業
「Ｔ＋CAGO」にも参加しており、気軽におうちでデリバ
リーをお楽しみいただけます。新しい生活様式が求められ
る現在ですが、お客さまにとっておきの“美味しい”をお届
けできるよう、まい進します。

春の交通安全立哨活動
4/7

商工会議所他 行事予定

JAあいち豊田本店前交差点にて春の交通安全立哨を開催。
ソーシャルディスタンスを保ち
つつの立哨活動となりました。
総勢64名の皆さまにご参
加いただきました。大切
な人の命を守るため、引
き続き安全運転を心掛
けましょう。

コロナに負けない

コンテナでテイクアウト始めました

小・中・高校生の「おもいで作り」をお手伝いしています！

豊田商工会議所
本所に懸垂幕を
設置しています

Casual Italian Dining BACCHUS TOYOTAお問合せ

ホテルトヨタキャッスルではコロナ禍で修学旅行へ行けな
い小・中・高の生徒さん向けの取り組みを始めました。TV
のニュースなどでコロナの影響で修学旅行が中止になる
学校が多いことを知り、修学旅行という特別な「おもいで」
の代わりに、普段の生活とは違うホテルという空間で楽し
い記念を作ることのできる企画、「おもいで作り」プランを
作成しました。１人1部屋の安心・安全な客室で宿泊がで
き、ソーシャルディスタンスを考慮した会場での本格フラ
ンスコース料理のテーブルマナー研修などホテルならで
はの特色を取り入れました。９月に開始して以来、５校に取
り入れていただき好評をいただいています。その他にも当

ホテルでは、新型コロナウイルス感染症拡大を防止すべ
く、宴会テーブルに設置できる100枚のアクリルパネルを
購入しました。ぜひ、社内研修や少
人数での会食でも当ホテルをご利
用いただけたら幸いです。

ホテルトヨタキャッスルお問合せ

豊田市喜多町2ｰ160 コモ・スクエアWEST住　所
0565ｰ31ｰ2211電　話

http://www.t-castle.co.jp/H　P

月曜日・第1日曜日定休日

営業時間

https://www.bacchus-mm.com/toyota/H　P
0565ｰ63ｰ5775電　話 豊田市西町5ｰ24住　所

会員事業所の新たな取り組みをご紹介します。

私たちの

あたらしい取り組みをご紹介しますあたらしい取り組みをご紹介します
Withコロナ・Afterコロナ時代を生きるコロナに

負けない！
コロナに
負けない！
vol.07

この補助金は、市内宿泊施設でテレワークを行うためのデイユースプラン料金（税抜）の２分の１を補助する制度です（上
限3,000円）。このたび、利用可能期間を2022年3月31日（木）まで延長することになりましたので、ぜひご活用くださ
い。詳細はＨＰをご確認ください。　■お問合せ　豊田市産業部商業観光課　ＴＥＬ：０５６５ｰ３４ｰ６642

市内在住・在勤の皆様へ「テレワーク利用促進補助金」を延長します！
関係
各所

クルマのまち“豊田から”
交通事故０を目指し活動します

10日（月）～27日（木）

第222回珠算能力検定試験（申込期間）

～12日（水）

小規模事業者持続化補助金 低感染リスク型ビジネス枠

24日（月） 通常議員総会

～31日（月） 一時支援金（申請締切）

募集中 豊田ものづくりブランド募集中

5月

【店　　舗】 ランチ 11：30～14：30（水曜日～日曜日）   ディナー 17：00～22：00（火曜日～日曜日）
【コンテナ】 11：30～20：00（水曜日～日曜日）   15：00～20：00（火曜日）
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正解者のなかから3名さまに抽選で
【ＫｉＴＡＲＡで使える映画観賞券1名分】をプレゼント！
正解者のなかから3名さまに抽選で
【ＫｉＴＡＲＡで使える映画観賞券1名分】をプレゼント！

〒471ｰ8506
豊田市小坂本町1ｰ25
豊田商工会議所 総務部 宛
メール：somu@toyota.or.jp

ハガキ、またはメールに下記①～⑥を
明記の上ご応募ください。
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　⑥その他感想

●下のリストから漢字を選び、空いたマスを埋めてクロスワードを完成させましょう。
●ひとつの文字は１回しか使えません。
●最後に、Ａ～Ｃのマスに入る漢字でできる三字熟語を答えてください。

応募方法

応　募　先
※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 5月21日（金）到着分まで

理 尽 桜
十 田

八 徒
高

田 重 体
賞

A B C

4月号
の答

ご利用方法

豊田のオトクーポン！ ●他券との併用不可　●有効期限 2021年6月10日まで

豊田商工会議所会報 2021.5月号

共通クーポン

共通クーポン券を切り取り、利用される事業
所に直接ご提出ください。期間中何度でもご
利用いただけます（コピーも可）

ご利用上の注意
各クーポン券の内容が異なりますので、記載内容をよくご確認の上ご利用く
ださい。原則として、他のサービス券との併用はできません。サービス内容
の詳細につきましては、直接ご利用の事業所にお問い合わせください。

豊田商工会議所会員事業所、19事業所からのクーポンをお届けします。
ぜひご利用ください。（会員事業所（家族・従業員）利用可）

入場券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
　お求めいただく方がお得です

販  売
〈本所のみ〉
※要事前予約

豊田市温浴施設じゅわじゅわ
（ほっとかん内）

TEL：080ｰ6972ｰ9190

5 脱毛サロン Punana
高校生の方まで通常料金より
最大50％割引（完全予約制）

※他の割引との併用不可

TEL：0120ｰ890ｰ901  http://migax.net

2 車のコーティング MIGAX NB
コーティングに限りキャンペーン価格より
さらに１０％割引

TEL：0120ｰ85ｰ1907

17 有限会社 真栄コーポレーション
 ハウスクリーニング

１０％割引
 エアコンクリーニング

１０％割引 ※2台目以降
　さらに割引有

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

TEL：0565ｰ33ｰ7337　http://www.toyotahotels.co.jp

4 シティホテルアンティーズ

宿泊１０％割引
大人通常1,500円を

1,400円
岩風呂
入泉料

ホテル
金泉閣

1泊2食、昼食、
夕食の基本料金より

5％割引
TEL：0565ｰ45ｰ6111　https://www.sanageonsen.jp

3 猿投（さなげ）温泉

※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
　いませんTEL：0565ｰ42ｰ4266

1 かみいろ美人
カラーリングリタッチ料金
通常3,828円→3,278円（税込）

※１枚につき１室（３泊）まで

TEL：0565ｰ31ｰ2211

14 ホテルトヨタキャッスル

宿泊 ３０％割引

（2,200円 or 5,200円スマイルカードは除く）
TEL：0565ｰ58ｰ2900

8 トヨタセントラルゴルフ
50球追加プリペイドカード

新規ご購入時に

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

10 はんこ屋さん21豊田店

無料名刺・封筒の
初回データ作成代 

※基本料金より20％割引
※チェックイン時にご提示ください　※他の割引との併用不可

ＴＥＬ：0565ｰ29ｰ1811　https://www.plaza85.co.jp

12 プラザホテル豊田
げんき食堂WAKU家
飲食・テイクアウト 10％割引 メンズサウナプラザ

入泉 2,300円を 1,500円
プラザホテル
豊田 宿泊30％割引

※上限3,000円まで　※1枚につき4名さままで利用可

TEL：0565ｰ42ｰ5717

6 天ぷら 御食事処 まつ葉
飲食代１０％割引

シーズナルキッチン『ル・ボナール』
日本料理『御河』・鉄板『欅』・
中国料理『万陽華』

お食事１０％割引
※他の割引との併用不可　※1枚につき4名さままで利用可

ＴＥＬ：0565ｰ35ｰ6611 https://www.toyota-hotel.co.jp/

16 名鉄トヨタホテル

※１枚につき１室（３泊）まで

【予約先】 TEL：0565ｰ34ｰ5555　http://www.prestige-hotel.com

9 豊田プレステージホテル
宿泊代１０％割引 ※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
※ご予約時に「クーポン利用」と
　お伝えください

※他の割引との併用不可
※1枚につき4名さままで利用可

ＴＥＬ：0565ｰ58ｰ3500　https://www.forestahills.jp

11 フォレスタヒルズ
食事１０％割引
【レストラン】 レストランフォンターナ・和処 花乃里

花束 アレンジメント
胡蝶蘭 観葉鉢 など

※他の割引との
　併用不可

13 flower note

ＴＥＬ：0565ｰ77ｰ7015 （月～金／10：00～19：00）
店舗詳細は 「フラワーノート」 で Web 検索を 

お花１０％割引

TEL：0565ｰ34ｰ2583　080ｰ6993ｰ0847

18 よもぎ蒸し専門店 ビバ・ピール
特別に よもぎむし30分 2,500円！
足マッサージも無料でサービス！

豊田美里店 TEL：0565ｰ89ｰ5883／豊田吉原店 TEL：0565ｰ51ｰ2340
http://www.katumasa.jp/index.html

19 やわらかとんかつ かつ雅
ウーロン茶・グラスビール・茶碗蒸し・
ソフトクリームのなかからおひとつ

（受付時間 9：00～17：00）

TEL：0565ｰ80ｰ3731

7 豊田カントリー俱楽部

入会金3,300円無料
お得にプレーできるグリーン友の会

※他の割引との併用不可
※クーポンを持参ください

15 ホテル松風（レストランwindy）

ＴＥＬ：0565ｰ28ｰ2797　http://hotelmatukaze.com/

※基本料金より宿泊１０％割引
（朝食バイキング・日替ランチ・仕出し）食事１０％割引

※1枚につき10名さままで利用可
※他の割引との併用不可
※クーポンをご提示ください

新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けて自企業や、会
の存続すら危ぶまれた当青年部は、「まずは会員が自企業をしっ
かり守り抜く事が最優先」と考え昨年度は活動しました。
この度、豊田市でコロナ禍における最前線の現場にて、昼夜を
問わず市民の生活を支える医療機関・福祉施設等の従事者の

３月２７日、東名高速道路　豊田上郷SAにて「豊田上郷スマートイ
ンターチェンジ」の開通式典が行われ、大村愛知県知事をはじめ国
会議員など多くの来賓が招待され、当所からは三宅会頭が出席し
ました。式典では「上郷サービスエリア」から「豊田上郷サービスエ
リア」へ名称変更の除幕式や鋏入れとくす玉開披、周辺企業の車
両による通り初めも同時に行われました。豊田市内８か所目となる
インターチェンジの開通により、輸送時間の短縮や物流コストの削
減、渋滞緩和などが期待されています。

方々に感謝と応援の気持ちを伝えたいと考え、豊田市が募集し
ている「ふるさと納税　新型コロナウイルス最前線応援寄付金」
を知り、少しでもご協力できたらと思い青年部会員有志４７名で
合計３０万円の寄付を行いました。

情熱ACTION
～感謝と使命感を持って～群 青 豊田商工会議所 青年部活動報告

４月５日に豊田商工会議所にて、第36回通常総会が行われました。昨年度はコロナ禍での活動
となりオンラインでの委員会開催や事業・活動の動画配信等、創意工夫を凝らした1年でした。
会長方針「情熱ACTION～感謝と使命感を持って～」をスローガンに、山本会長率いる2021年
度豊田商工会議所青年部の新しい活動が始まります。東海ブロック大会豊田大会を控え重要な
1年を成功に収めるため、青年部一丸となりまい進
します。
総会終了後、2020年度新入会員による「花見の宴
（新入会員紹介）」が開催。新入会員による自企業と
自己ＰＲの動画を公開しました。個性豊かな内容で
会場は大いに盛り上がりました。新たなメンバーが
新しい風を呼び、さらに勢いを増した豊田YEG今
後の活躍にご期待ください。

御 背 新 庫 号 碗 一 常 日
人 地 茶 盤 字 番 頭 海

プレゼント
※グループ人数の半数まで　※1人でご来店でもおひとつプレゼント
※注文時にクーポンをご提示ください

青年部会員有志４７名で合計３０万円の寄付を行いました
新型コロナウイルス最前線応援寄付金

＼ETC専用！全車種24時間利用可能／

高速道路の歴史と
完成までの道のりを
まとめた動画です。

市内のICを利用し
たとよたの魅力発信
の動画です。

▶　Youtube動画配信中！　◀

豊田上郷スマートインターチェンジ開通

不 貝
棚

分 門目
甲 手貴
畑 合
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