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大人になると1年があっという間に過
ぎるのはなぜ？
チコちゃんの答えは「人生にトキメキ
がなくなったから」。30年余の「平成」
時代。子供の頃の「昭和」よりもずっと
速いスピードで過ぎ去ったと感じるの
がその理由であるならば…「令和」は
思いっきりトキメクゾ！！
（チコちゃんに叱られっぱなしのY.O）

15日（水） 春の交通安全立哨活動
18日（土） STREET ＆ PARK MARKET 【桜城址公園】

19日（日） 2019年豊川・矢作川連合総合水防演習・広域連携防災訓練
20日（月）・21日（火） とよた小坂 食べ歩き 飲み歩き vol.13
27日（月） 通常議員総会
27日（月）ＩＴ導入補助金（第一次公募 開始予定）
～6月28日まで 豊田ものづくりブランド募集中

商工会議所他行事予定 月5知って
おきたい用語集

自社の「ブランド」を消費者に認知させ、市
場における自社（商品）のポジションを明
確化させる活動のこと。

例）
「豊田市といえば世界の〇〇〇」
「ビールといえば〇〇〇！」

－ 近年よく耳にする言葉の意味を知ろう －

ブランディングとは？2

※上記のような意識が市場に浸透していれば、多
額の広告費や販促費を投入して集客活動を行
わなくても顧客を獲得することが可能となる
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係
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り

newsnews

豊田市飲食業組合からのお知らせ

事業所人事担当者の方を対象に2020年3月新規学校卒業予定者を採用するための求人説明会を開催します。求人申込手続きや採用選考
などについてご案内します。
■日時　2019年5月23日（木）13:30～16:00　■場所　豊田市民文化会館（公共交通機関をご利用ください）
■内容　最近の雇用情勢、学卒概況、求人募集方法について　■対象　豊田職安管内（豊田市・みよし市）事業所
■お問合せ　豊田公共職業安定所 企業支援部門　TEL：0565ｰ31ｰ1400（31♯）

豊田商工会議所4階内に事務局を構え、現在約400店の組合
員さまを有する当組合（昭和23年設立）は、昨年10月に「豊田
市飲食業組合イベント外商部」という新たな組織を立ち上げま
した。
この事業部は、豊田市内での様々なイベント（産業フェスタ、
ガーデニングフェスタ）、商工会議所会員さまの事業所でのイ
ベント行事、レクリエーション、各地域での催事に屋台、出みせ
として飲食ブースを設置し、イベントの更なる盛り上げにご協
力いたします。企画、立案段階からご相談承ります。詳細については、下記「豊田市飲食業組合」までお気軽にお問い合せください。
■お問合せ　豊田市飲食業組合（豊田商工会議所4階）事務局　TEL：0565ｰ33ｰ5515　E-mail：toyota-inshoku@orchid.plala.or.jp 

人事担当者対象 新規学校卒業者採用のための求人説明会

■日時　２０１９年６月２１日（金）･２２日（土）　■場所　豊田市コンサートホールほか
■内容　講演、分科会（働き方改革や女性活躍、性の多様性など個人や企業、社会の選択と行動について考えます。）
■お問合せ・お申込み　とよた男女共参画センター　TEL：0565ｰ31ｰ7780

｢どう生きる？人生100年時代｣講演会・分科会のご案内
ー働き方改革、女性活躍、企業の選択とはー

豊田市内で生産・販売している和菓子やお茶をはじめ、選りすぐりの商
品を当所が運営するｗｅｂサイトで紹介しています。ぜひご帰省やお客さ
まへのお手土産等でご利用ください。ビジネスシーンでのご利用も増え
ています。また社内報等でご紹介していただける機会がございました
ら、本件担当までご一報ください。

２０１９年度 WE LOVE とよたマルシェ 加盟店紹介

第121回
豊田商工会議所
通常議員総会

お知らせ

お知らせ
当所窓口
ご利用の皆さまへ

2019年5月27日（月）14：00～15：00日　　時
場　　所 当所2階　多目的ホール
お問合せ 総務部 粟津・成瀬 TEL：0565ｰ32ｰ4568

お問合せ 総務部　TEL：0565ｰ32ｰ4567

お問合せ 総務部まちづくり振興 担当　TEL：0565ｰ32ｰ４５９５

役員・議員各位におかれましては、万障お繰り合わせの
上ご出席くださいますようお願い申し上げます。

5月19日（日）
緊急速報メールが鳴りますお知らせ

2019年豊川・矢作川連合総合水防演習・広域連携防災訓練の実施に伴い、5月
19日（日）10時ごろ、緊急速報メールが配信されます。このメールは、マナーモード
でも鳴動しますのでご注意ください。詳しくは今月号折込チラシをご覧ください。

7月1日より、当所内職員配置が変更となり、1階は中小企
業相談所職員が、3階は総務部職員が在席します。そのた
め、これまで1階で対応しておりました各種検定や会場貸出
等の総務部受付窓口が、3階事務所へ移動します。変更に
伴い、ご迷惑をおかけいたしますが、ご承知おきください。

お知らせ

RWCをビジネスチャンスに！
ラグビーワールドカップ2019TM
外国人観戦客に関する説明会開催

日　時 2019年5月31日（金）10：00～ 場　所 当所２階
内　容 大会の概要/外国人観戦客の特性 など

内　容 総務部まちづくり振興担当　TEL：0565ｰ32ｰ4595

説明者
（公財）ラグビーワールドカップ2019組織委員会
開催都市業務局長 足達 雅英　事務総長代理待遇 Mick Wright
事務総長特別補佐 三谷 秀史

RWC開催に伴い多くの外国人観戦客の来訪が予想されています。この絶好
のビジネスチャンスを逃さないよう、ぜひご参加ください。

お知らせ
とよたプレミアム付商品券

印刷業者募集お知らせ
豊田ものづくりブランド
2019年度募集受付中

豊田市を代表する優れた技術・製品を認
定する本制度。今年度より認定範囲を拡
大し、製造業の生産性向上に寄与する情
報通信事業者も対象になりました。認定特
典として、県内・関東展示会への共同出展
等販路拡大を支援します。貴社へ直接お
伺いしてご説明もいたしますので、下記へ
ご連絡ください。

メッセナゴヤ2019、テクニカルショウヨコハマ
2020等への共同出展、認定技術・製品パンフ
レット作成による広報支援など（予定）

～2019年6月28日（金）募集期間

国の補助金を活用し、当市では「とよたプレミアム付商品券」を
発行します。当券の発行にあたり、印刷業者の募集を行います。

2019年5月7日（火）～5月10日（金）申込期間

本所３階窓口にて直接または電話申込方法

総務部 商品券担当
ＴＥＬ：０５６５ｰ３２ｰ４５９５

お問合せ

５月２３日（木）１０：００～ 当所 本所
※申込期間内に受付を行った事業所が参加対象となります。

入札
説明会

①豊田商工会議所または６商工会の会員であること
②入札説明会へ参加できること

参加資格

①商品券企画・印刷 約３０万冊（１枚５００円 １０枚綴）
②商品券取扱店周知用ポスター約９千枚
③商品券取扱店一覧チラシ約６万枚
④その他付帯業務
※①～④は、見込みであり変更する場合があります。

業務概要

認定特典

お問合せ

中小企業相談所　担当 愛知
TEL：0565ｰ32ｰ4594
豊田市ものづくり産業振興課
TEL：0565ｰ47ｰ1250

お知らせ

名古屋公演 平日ご招待券（ペア券）プレゼント！
5月7日～6月10日の平日で使用できるご招待券を、抽選で10組20名にお贈りします！

お知らせ

世界が感動したスーパーミラクルイリュージョン

2019年3月23日（土）～6月10日（月）（休演日時はホームページ等でご確認ください）日　　時

場　　所 名古屋市白川公園特設会場（地下鉄伏見駅より徒歩6分）

ご招待券
応募要項

公演詳細 公式ホームページをご覧ください。

注意事項

応募締切 5月14日（火）必着

検 索木下大サーカス

ハガキまたはメールに　①住所②事業所名③氏名④電話番号⑤当会報への意見・感想（気に
入っている記事や、改善してほしいところなど）をご記入いただき、「サーカス希望」とご明記し
たうえで、豊田商工会議所へお送りください。（送付先はP.10のクロスワードコーナーに記載）

お１人様ペア券一組のご応募といたします。複数回ご応募いただいた場合は無
効とします。当所で抽選後、発送をもって当選発表にかえさせていただきます。

◆２０１９年度加盟店

●森のパン屋（美里町）　　　こだわりの手作りパンは、「やさしさ」が伝わる逸品ばかり。JAや愛知牧場でも販売しています。
●足助まいど商店（足助町）　明治中期に建造された蔵で足助ならではの商品を販売しています。

新規

【継続加盟店一覧（順不同）】
店舗名・所在地 店舗名・所在地 店舗名・所在地 店舗名・所在地

好評につき
今月号でも
プレゼント！

記念講演：青野 慶久氏
サイボウズ（株）代表取締役

高香園 吉原町
大橋園芸 鴛鴨町
内藤精肉店 伊保町
こいけやクリエイト 平戸橋町
松華堂 宮上町
シティーカフェ 御幸本町
お茶の松南園 永覚新町
deli&cafe Dolce Vita 朝日町

JAあいち豊田産直プラザ 西 町
いわたのはちみつ 木瀬町
浦野酒造 四郷町
徳本まんじゅう 中垣内町
福寿園 和会町
蔵元 桝塚味噌 桝塚西町
つたや製菓舗 山之手
ふるさと本舗 九久平町

三好屋顕英 神池町
菓匠 川村屋 喜多町
ブルーベリーのこみち 野入町
スズマン本舗 足助町
菓舗 近江屋 若林東町
碧園 お茶の純平 吉原町
井口製菓舗 四郷町
豊田両口屋 堤 町

花月 竹生町
練り物専門かねまさ 亀首町
猿投温泉 加納町
カノン珈琲 広久手町
日月もなか總本舗 川村屋 足助町
猪鹿工房 山恵 新盛町
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