
　市内のものづくり中小企業の方を対象に人材確保
支援事業「A3 Project（トリプルAプロジェクト）」を
開始いたしました。こちらは中小企業の視点に立ち、
採用計画の立案から、採用活動、採用後の定着支援
までをトータル的に行う事業です。
　採用担当者の方を対象に、採用活動の準備、面接、定着支援の
セミナーの実施、そして県内の大学生とのマッチング機会を提供
するセミナーもございますので、ぜひこちらの機会をご活用ください。

（C）Dario Acosta

◎初期費用・会費：無料
◎Ha:mo RIDEステーション
　豊田市内中心部に約20ヶ所
◎Ha:mo RIDE料金

お問合せ 総務企画部　加藤・弓場
ＴＥＬ：0565－32－4569
FAX：0565－32－1000

詳細及び申込方法については下記までご連絡ください

事業の特徴

豊田商工会議所からのお知らせ とよたcci.news

10月はCOMS初乗り料金無料
キャンペーン実施中

お問合せ
申込み

お問合せ
申込み

貴社の人材確保を応援します！
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　Ha:moとは、豊田市低炭素社会システム実証プロジェクトの1つで、
クルマと公共交通・徒歩を組み合わせた最適ルートを案内します。
　また、超小型電気自動車（COMS）・電動アシスト自転車（PAS）の
シェアリングサービスHa:mo RIDE（ハーモライド）も組み合わせる事に
より、人にも街にも社会にもやさしい移動の実現を目指します。

交通運輸業部会視察見学会

秋の全国交通安全運動
『国道２４８号 ３０００人大立哨』を実施！

イルミネーションストーリー2013
ご協賛募集

富士スピードウェイ・
トヨタ交通安全センター
モビリタ

視 察 先

５,０００円（昼食含む）参 加 費

４０名（先着順）定 　 員

平成25年11月29日（金）
8：００（出発）～１9：0０（着予定）

日 　 時

「人材確保支援事業」のお知らせ
ものづくり中小企業の皆さまへ

Ha:mo（ハーモ）会員募集中！

健康チェックコーナー「血管年齢測定」そ の 他

300名定 　 員
参加無料・駐車場無料・お申込不要備 　 考

豊田厚生病院2階 講堂場 　 所
①循環器疾患で入院しないために
　豊田厚生病院 循環器内科病棟部長　金子鎮二 氏

②冠動脈バイパス術の話
　豊田厚生病院 副院長兼循環器センター部長 兼
　心臓血管外科部長　川口　鎮 氏

内容・講師

平成25年10月26日（土）
開場12：30　講演13：00～15：00　閉場15：30

日　　時

ハートいきいき
クイズで学ぼう“心臓の病気”

テ　ー　マ

～生きる～テ　ー　マ

お問合せ 市民公開講座係　ＴＥＬ：0565－43－5000

後　　援 豊田市・豊田加茂医師会・JAあいち豊田

障害者雇用ネットワーク
推進セミナー

愛知県主催

豊田厚生病院 市民公開講座
第17回

無料参　加　費 ５０名定　　員

平成25年11月1日（金）　１3：3０～１6：2０日　　時
豊田商工会議所多目的ホール201・202場　　所
障害者雇用企業の事例発表
～作業工程の工夫、障害者雇用の効果等～
障害者の就職から定着への支援について
障害者の職業訓練について 等

内　　容

①自社の棚卸しから経営戦略の見直し、人事戦略の
　策定が２日間でできる！
②人財を逃さないための採用ノウハウを学べる！
③理工系含む県内の大学生とのマッチング機会あり！

【事業全般の詳細】 豊田市ものづくり産業振興課
深津・河合 TEL：０５６５－３４－６６４３
【セミナー詳細・申込】 株式会社トライアングル・トラスト
黒田・鵜飼 TEL：０５２－２２８－９５５８

愛知県産業労働部労政担当局就業促進課
高齢者・障害者雇用対策グループ
ＴＥＬ：０５２－９５４－６３６７（ダイヤルイン）
FAX：０５２－９５４－６９２7
E-mail：shugyo@pref.aichi.lg.jp

　愛知県では、障害者雇用に対する理解を深めていただくため、
事業主・人事労務担当者を対象に、セミナーを開催します。
　このセミナーは、身近な地域で企業と障害者の支援を行って
いる機関とネットワークを築いていただき、障害者雇用を進めて
いただくものです。ぜひご参加ください。

　挙母町交差点からトヨタ町南交差点まで総延長約４㎞に
渡り、横断幕やのぼりを活用して交通安全啓発を実施
しました。
　商工会議所関係者の皆さまには、正副会頭をはじめ、
約８０名の方にご参加いただきました。早朝にもかかわ
らず多くの方にご協力いただき、ありがとうございました。

建設業部会の皆さま 会員の皆さま
バスで行く 視察見学会

お問合せ 建設業部会担当（中小企業相談所）
ＴＥＬ：0565－32－4593

定 　 員 ４０名（先着順）

参　加　費 ４０，０００円（当日徴収）

視　察　先 〔７日〕足立美術館・宍道湖
〔８日〕出雲大社（参拝）・出雲歴史博物館・
　　　大根島
〔９日〕全国都市緑化とっとり
　　　フェア見学・鳥取砂丘

日 　 時 平成25年11月7日（木）～9日（土）

　都市緑化を推進する全国都市緑化フェア。今年は
「とっとりフェア」を見学します。

　参加者の皆さまに「走る・曲がる・止まる」の限界を安全に
体験していただきます。

ワーク・ライフ・バランス
推進セミナー

お問合せ 愛知県西三河県民事務所 産業労働課
豊田加茂産業労働・山村振興グループ
〒４７１－８５０３　豊田市元城町４－４５
ＴＥＬ：０５６５－３２－７４９８　FAX：０５６５－３２－６４７０

13：３０～15：00「ワーク・ライフ・バランスとメンタルヘルス」
講師：大同特殊鋼株式会社 統括産業医 斉藤政彦 氏

15：0０～16：30「改正高年齢者雇用安定法の施行とその後」
講師：特定社会保険労務士 馬場三紀子 氏

参　加　費 無料 定　　員 １００名（先着順）
場　　所 豊田産業文化センター４階 大会議室（豊田市小坂本町１－２５）
開　催　日 平成25年11月1日（金）

　誰もが健康で安心して働くことができる環境を整備していくため
にはどうしたらいいのでしょうか？
　今回は、メンタルヘルス対策・高年齢者の雇用促進などの人材
活用について考えます。
　ぜひ、この機会にご参加いただき、取り組みのきっかけにして
ください。

愛知県主催

※終了後、個別相談実施予定

【COMS】
初乗り料金 最初の10分200円

加算料金 〈走行時〉　　　　　1分ごとに20円
〈降車時※〉
　● 8：00～24：00 1分ごとに 2円
　●24：00～ 8：00 1分ごとに 1円

※買い物や帰宅などで、ステーション以外の場所で
　車両を離れる場合

【PAS】
初乗り料金 最初の30分無料
加算料金
最大料金

10分ごとに50円
1,000円
（貸出より24時間まで）

※実証実験の為、利用料は変更する
　ことがあります。
※普通自動車運転免許お持ちの方に
　限ります。

詳しくは 検 索トヨタハーモ

詳細及び申込方法については下記までご連絡ください お問合せ
申込み

日　　時 平成25年10月28日（月） １3：3０～１6：３０
場　　所 豊田商工会議所 204会議室

講　　師 弓矢 玲子氏（（株）アイビーエー研修担当講師）

受　講　料 2000円（当日持参）

定　　員 30名

主　　催 （公財）日本電信電話ユーザ協会　西三河地区協会
豊田市雇用対策協会　豊田商工会議所

共に働く外国人に対して、どのようなマナー研修を行っていますか？
民族・文化の違いを捉え、日本的なマナーの伝え方を伝授します。
皆さまの指導力、日常のコミュニケーション力向上にご活用ください。

外国人のための
ビジネスマナーセミナー

人事担当者必見！

（公財）日本電信電話ユーザ協会
西三河地区協会事務局
TEL：052－222－9086
http : //www.aichi.telecom-user.com

お問合せ まちづくり振興部　ＴＥＬ：0565－32－4595

豊田市中心市街地一帯
（駅東ロータリー、駅西ペデストリアンデッキ他）

開催場所

平成25年11月16日（土）～平成26年1月26日（日）
17：00～23：00

事業期間

豊田商工会議所 8月28日の常議員会で
承認された方 （々部会順・敬称略）新規会員さんのご紹介

ショップボックス豊田
（有）秀豊
（有）鮮魚のナイキ
（有）とろろ庵
居酒屋 嘉宴
カフェ．キャンドゥール
Chinese・Italian ジャックとまめの木
手打ち蕎麦くくり
ＢＥＡＴ
三河やきそば
愛知工業（株）
（株）イーエスイー
（有）イースト電工

（有）ＯＦＪ
（株）トヨタツーリストインターナショナル
メグリア藤岡センター店
（株）トヨタツーリストインターナショナル
メグリア本店センター店
石川 五郎
桶源住興（株）
甲村 敏幸
（株）こざわ建築工房
（有）瀬﨑塗装
（有）ホームドック．タイキ
ＵＲＳ
榊原税理士事務所

第一商業
第二商業
第三商業
第三商業
飲食業
飲食業
飲食業
飲食業
飲食業
飲食業

第一工業
第一工業
第一工業

第一工業

交通運輸業

交通運輸業
建設業
建設業
建設業
建設業
建設業
建設業
建設業

サービス業
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特定非営利活動法人 豊田ハンディキャブの会

豊田市倫理法人会グループ
豊田杉山歯科医院
Knowledge Partners 特許業務法人

パーマハウスＭｉｓａ
Body Lab カラダカクメイ 豊田支店

幹設計事務所
向島オフィス

サービス業
サービス業
サービス業

サービス業
サービス業

サービス業
サービス業
サービス業

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　
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イルミネーションストーリー実行委員
会では市民の皆様からのご協賛をお願いしています。
ご協賛一口ごとにオリジナルピンバッジを進呈します。（1口500円～）
協賛場所：豊田商工会議所  月～金  9：00～17：00（土・日曜日・祝日はお休み）

ピンバッジ協賛

「イルミネーションストーリーinとよた2013」に協賛
していただける企業を募集しております。
詳しくは http://www.toyota.or.jp/illumination2013/kyousan.html
をご確認ください。

企業協賛

老若男女すべての市民を対象にイルミネーション事業
を行うことで、中心市街地の活性化（集客・まちのにぎわい）を目指します。
概　要

マスコットキャラクター
「花トリピー」

講師・コンサルタント
安田氏
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