大剖！ ラグビー世界
解

そもそもワールドカップとは？
もともとはサッカーの世界一選手権のことを指しました。そ
れに倣い、スポーツの国際大会を「○○（スポーツ名）ワー
ルドカップ」と呼び、団体競技では4年に一度開催されるこ
とが多いです。ラグビーワールドカップは、夏季オリンピッ
ク、FIFAワールドカップとともに、世界3大スポーツイベント
とされ、優勝トロフィーの「ウェブ・エリス・カップ」は1987年
の第一回大会から優勝国（地域）に贈られています。

試合日程
9月23日（月）19：15 ウェールズ vs ジョージア
9月28日（土）18：45 南アフリカ vs
10月 5日（土）19：30

日

本

vs

ナミビア
サモア

10月12日（土）13：45 ニュージーランド vs イタリア

①競技名は、英国ラグビー市にある名門私立
「ラグビー校」が由来。
この学校で、ある生徒がフットボールの試合中にルール
違反をしたことからラグビーの原型となるルールが生ま
れた、といわれています。このルール違反をしたとされ
る生徒が「ウェブ・エリス少年」で、優勝杯の名前の由来
にもなっています。

お店としての
準備 は？

外国人のお客さまが
来店されたときの準備を
しましょう 〈ピクトグラム一例〉

①クレジットカード決済の導入
外国ではクレジットカード決済が
主流です。ぜひ導入検討を！
②コミュニケーションツールを
入手する
英語が使えない方に強い味方！
会議所には「指さし会話集（飲
食店・小売店向け）」や「ピクトグ
ラム（トイレのマーク のよう
に、見たら何かがわかる絵のこ
と）」をご用意。無料で便利なも
のはどんどん使いましょう。

６つの Q &A

１ ラグビー関連のホームページを見る

ルールを知りたい、という方には（公財）日本ラグビー

公式HPは、ワールドカップの最新情報から各チームの情報まで、

フットボール協会の動画がオススメ。たった1分程度の、

画像・動画で分かり易く楽しめます。
（HP画像より）

シンプルで分かりすいアニメ動画です。
（HP画像より）

ラグビーは１チーム１５人、計３０人（１５人制）
で楕円のボールを奪い合いながら、パス、キッ
ク、走るなどのプレーで相手インゴールを目指
す（トライを取る）
「陣取り合戦」です。
「スクラ
ム」や「ラインアウト」など、個のプレーから組
体操のような協力プレーまであるのは、ラグ
↑ラインアウトのシーン。ボールキャッチのため、
ビーならではのルールです。
味方選手を持ち上げる

日本チームが世界から注目される理由は？
「スポーツ史上最大の番狂わせ」と呼ばれた出来事があるからです。前回大会で、世界最強チームの一角と
して知られる南アフリカから日本が逆転勝利を収めた試合から、一気に注目度が高まりました。決勝トーナメ
ントには進出できなかったものの3勝1敗という大健闘の結果を残したことから、今度のワールドカップでも、
日本が底知れない力を発揮し、悲願の決勝トーナメント進出が期待されています。

https://www.rugbyworldcup.com/

「クレジットカードが使えます」
と英語や中国語や仏語で言え
なくても大丈夫。

https://www.rugby-japan.jp/guide/

2 観客とのコミュニケーション

3 関連イベントに参加

国内はもちろん、世界3大スポーツイベントとして世界各国から観客

6月8日、9日の「愛知・豊田ラグビー

が豊田市へ集まります。もし外国人に会ったら「英語は苦手！」という

フェスタ2019」や「ラグビーワール

ウェアー

アー

ユー

フロム

方も、勇気を出して「Where are you from?」
（どこから来たの）と

ドカップ2019™100日前イベント

聞いてみては。また豊田市は、イタリア・ウェールズ・ナミビアの公式

（P.7で詳しく）」
「とよた産業フェス

キャンプ地となっているため、もしかしたら、どこかで選手と出会うこ

タ2019（会報８月号で紹介）」など、

とも…？

市内外でイベントがあります。

「4年に1度じゃない、一生に一度だ」という言葉の通り、豊田の歴史に残るビッグイベントです。この機
会を楽しもうという気持ちを持つことで、視野が180度変わります。この大会を前に、会場付近はワク
ワクするようなイベントや飾りの登場も予定されていますので、大会関連の最新情報が届き次第、会報
でお知らせします。本番まで刻々と変化するまちの様子を楽しみ、期待を膨らませていきましょう。

なぜ日本代表候補に
外国人選手が多いの？

どんなスポーツなの？

とよたcci.mail 2019／6月号

ファンになって楽しむには？

②ラグビーとサッカー、元は同じスポーツ！
当時、英国ではフットボールが人気でしたが、今と違い
ルールは無し。次第にそのルールが「手を使ってよい」
派と「手は使用しない」派とに分かれ、前者が「ラグ
ビー」、後者が「サッカー」として発展していきました。

ファン歴1年の職員に聞く

2

いよいよ目前に迫ったラグビーワールドカップ。５万人の外国人
観戦客の来豊が見込まれ、中心市街地に見たことのない風景が
広がる期待感もあります。今回、その概要からお店としての準備、
楽しみ方をご紹介します。

豆知識

総括

テレビで
見られる？

放送権を持つのはNHK、日本テレビ、
J SPORTSで、全48試合を生中継す
るのはJ SPORTSのみ。NHK、日本テ
レビでは日本戦を含む「注目の試合」を
生中継するとのことで、10月5日（土）
日本vsサモアの視聴が期待できる。

大会

特集

公式ルール上、条件を満たせば
日本国籍のない外国人選手でも
他の国の代表になることができ
ます。主将のリーチマイケル選手
や中島イシレリ選手のように日
本に帰化した選手、松島幸太朗
選手のような日本人のハーフ選
手など、外国人選手、と一口に
いってもさまざまです。五郎丸
選手の、｢彼らは母国の代表よ
り日本を選び日本のために戦っ
ている最高の仲間だ。国籍は違
うが日本を背負っている。｣とい
う言 葉が示 す 通り、外 国 人で
あっても日本を代表して戦って
いる、カッコいいラガーマンた
ちです。

推し選手は？
やはり地元チームの「トヨタ自動車
ヴェルブリッツ」から日本代表候補
に 選 出され た 、姫 野 和 樹 選 手 、
かい と
茂野海人選手、ヘンリージェイミー
選手でしょうか。6月8日の「愛知・
豊田ラグビーフェスタ2019（会場：
豊田スタジアム）」では、12時から
姫 野 選 手 のトークショー が あり
ます。ヴェルブリッツの試合も生で
観戦できますので、お時間のある
方はぜひ！参加無料です。
（詳細はイベント名で検索）

豊田開催の4試合で、強豪チームはどこ？

ラグビーにあまりなじみがないのですが…

ラグビー界最強、といわれるのはニュージーラ
ンド（10/12）です。前々回、前回と史上初の連
覇を達成し、今大会でも優勝候補です。同じく
優勝候補の南アフリカ共和国（9/28）は、過去
２大会で優勝、前回大会では3位入賞という紛
れもない実力国で、世界王座奪還を狙います。
その他、ラグビー熱狂国のウェールズ（9/23）
や迫力のパワープレーが見どころのジョージア
（9/23）など、日本が「番狂わせ」を起こしたよ
うに、どの国も侮れない実力を持っています。

体育で習わなかったためでしょうか。知識や実
際にプレーした経験がないから、魅力や楽しさ
が分からない、思い出がない、仲間がいない、と
いう人が多いです。今は、市内小学校でもラグ
ビーの楽しさを体験できる、全年齢・初心者向け
の「タグラグビー」の普及が進められています。
子供たちにルールを聞きながらラグビーを楽し
んだり、市内開催のラグビーイベントでも体験
したりできるので、一度参加してみては。今から
でも遅くはありません。

C
●JRFU

日本代表としてプレーする姫野選手

強豪チームを相手に 頑張れ日本！

ルールが簡単なので1回体験するとハマります
とよたcci.mail 2019／6月号
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ものづくり

製造業 の アイデア を製品 に！ 依頼試験 のご紹介
製品の品質管理や、新製品開発には、材料や製品の試験・測定は無くてはならないもの。
しかし自社内で試験施設や工程を確保するのは人材・設備・費用が大きな課題であり、中小企業にとっては大きなハードル
ともなります。アイデアを製品として形にできる試験施設「あいち産業科学技術総合センター 産業技術センター」の依頼
試験と試験の補助制度をご紹介。

会員事業所紹介
パーソナルストレッチ＆トレーニングサービス

S.HOPES（エスホープス）

Q 創業のきっかけは？
A

■あいち産業科学技術総合センター 産業技術センターとは？
製造業の盛んな本県で、自動車関連をはじめとする幅広い業界を対象に、工業技術分野の技術支援を行う愛知県の研究
施設です（所在地刈谷市）。産業界における技術ニーズに対応した研究開発、依頼試験および企業の方々への技術指導
等を行っています。

■依頼試験とは？
製品の品質管理、製品開発に役立てるため、各種の材料・製品の試験、分析、測定などを有料で行い、成績証書等を交付
しています。お困りの方へ向けて、専門知識のある職員が助言もしています。

学生時代にスポーツ科学を学んでい
ましたが、卒業後はサラリーマンとし
て別の道に進みました。それでもト
レーナーになる夢を捨てきれず、7年
間修業を積み、創業に至りました。

A
企業への出張も承りますので
従業員の健康づくりに
ご利用ください

「強くしなやかな身体づくり」をテーマにストレッチやトレーニングの
施術をしています。個々の目標や体調に合わせて施術メニューを
作っていきますので、一人ひとりに合った
サポートが可能です。ストレッチを継続的
に施術することで、どんなに硬い身体も
柔らかくなり、腰痛などの身体の不調改善
が期待できます。出張も承っていますの
で、お気軽にお問い合わせください。

化学材料室

金属材料室

●依頼試験（材料強度試験、耐候性試験、成分分析等）
●プラスチック、ゴム、
セラミックス等に関する技術相談・指導
●燃料電池をはじめとした次世代電池部品の開発･評価

●依頼試験（材料強度試験、実物強さ試験、
耐食性試験、組織試験等）
●鋳造技術、溶接技術、熱処理、めっき、
腐食に関する技術相談・指導

A

豊田市を中心にストレッチを普及させ、地域
うち だ なお き
の方が健康にイキイキと暮らせるお手伝い
代表の内田 直希さま
をしていくのと同時に、
トレーナーの仕事の 身体が硬い方や腰痛などの
不調に悩んでいる方、
面白さややりがいを伝えていきたいです。

ぜひご相談ください！
【住所】豊田市松ケ枝町3ｰ4ｰ1 シャンポールミヤ105
【営業時間】8：00〜20：00 【定休日】不定休 【TEL】090ｰ6584ｰ9425
【E-mail】s.hopes.stretch.toyota@gmail.com

ブログやってます！

豊田市 エスホープス

検 索

会報限定クーポン 「会報を見たよ！」で初回の方に限り
体験コース（1時間）5,000円を3,000円 に！

環境材料室

自 動 車・機 械 技 術 室

●依頼試験（抗菌性、包装材料、包装貨物、
木質系材料、家具、木製品に関する試験等）
●環境材料分野、包装技術、木材加工技術に関する
技術相談・指導

●依頼試験
（精密測定、電磁環境試験、冷熱衝撃試験等）
●ロボット、電気製品、切削加工、
機械計測に関する技術相談・指導

あいち産業科学技術総合センター 産業技術センター
あいち産業科学技術総合センター 産業技術センター

TEL：0566ｰ24ｰ1841

検 索

豊田市では、利用費の支援制度があります！
対

象

者

「髪をキレイにするために、頭皮からキレイにする」をモットーにし
ています。まずはスコープを使って頭皮の状態をお客さまと一緒に
チェックしていきます。頭皮全体を細かくチェックしますので、毛穴
の詰まり具合や地肌の乾燥なども見ることができます。状態に合わ
せて最適なシャンプーを使用し、カラー剤も肌に優しいものを使用
して健康な頭皮となるよう、こだわっています。

A

店名の「Lino」には結ぶ、輝くという意
味があります。Lino hairとお客さまと
の縁をしっかり結び、ご来店いただい
た方が輝くためのお手伝いをしていき
たいです。

【住所】豊田市大林町15ｰ6ｰ4 ナイトウビル1Ｆ
【営業時間】9：00〜20：00
【定休日】月・火 【TEL】0565ｰ39ｰ2250
会報限定クーポン

ジンギスカン白樺

ればより美味しく召し上がることができます。

れたのは豊田市清水町の「ジンギスカン白

「初めて食べたお客さんが、 こんなに美味

樺」の大将、髙砂さん。いまや北海道の代表的

しいとは思わなかった ! と言ってくれた時は本

な料理として広く知られるようになったジンギ

当に嬉しくなるね」と笑顔の大将。一度食べる

スカンですが、当店では北海道に行かなくても

とくせになる方が多く、
しばらくすると再び来店

同等、いやそれ以上に美味しいジンギスカン

される方が多いそう。あまり食べる機会のない

を味わうことができます。

ラム肉ですが、低カロリーで脂肪燃焼効果の

がった形をした鍋を使うのが一般的ですが、当

の方でも野菜も多く摂れるジンギスカンなら後

店では陶器の鍋を使用しているのが特徴で

ろめたさなく食べることができます。

す。大将は「鉄の鍋だと焦げやすくて煙も出や

今後はお店を増やし、多くの方に自慢のジン

すい。陶器の鍋だとぶ厚いお肉もじっくりと焦

ギスカンを食べてもらいたいと語ってくれま

がさずに焼くことができる。それが一番のこだ

した。アットホームな店内で、ビールマイスター

わりかな」と話してくれました。北海道から直送

の資格をもつ大将の生ビールを片手にみんな

補助対象事業に係る手数料等

の生のラム肉は臭みがなく、陶器の鍋によって

でジンギスカンの鍋を囲む。これからの季節に

旨味がじっくりと引き出され、特製のタレに付け

もってこいですね。

補 助 金 額

補助対象経費の1/2（一企業あたり上限30万円）

とよたcci.mail 2019／6月号

とよた産業ナビ

検 索

TEL：0565ｰ47ｰ1250

とっても柔らかい生ラム肉

高い栄養素が含まれているので、ダイエット中

補助対象経費

豊田市産業部ものづくり産業振興課 ものづくり創造拠点担当

やました おさむ

オーナーの山下 統さま
一人ひとりに最適な
日々のケアを
アドバイスします

「会報を見たよ！」で初回の方に限り技術メニュー 10％OFF

（１）あいち産業科学技術総合センターまたは名古屋市工業研究所が行う依頼試験
（２）あいち産業科学技術総合センターにおける高度計測分析機器の利用
補助対象事業
（３）あいち産業科学技術総合センターまたは公益財団法人科学技術交流財団
あいちシンクロトロン光センターにおけるビームラインの利用

申請・お問合せ
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市内製造業・建設業を営む中小企業 ＊みなし大企業を除く

A

一 度 食 べてみてほしい名 店

ジンギスカンといえば鉄製の中央が盛り上

■中小企業依頼試験事業補助金

マンツーマンで対応しています
髪や頭皮のどんな悩みもお話しください

Q 仕事内容は？

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

「へい、いらっしゃい！」と元気よく出迎えてく

依頼試験に関する手順や料金等のお問い合わせ

昔からファッションやヘアスタ
イルに興味があり、美容師を
目指しました。10年以上修業
し、自身が納得のいくサービ
スを提供できる店を開きたい
と思い、創業しました。

Q 今後の目標は？

Q 今後の目標は？

〈 依頼試験一覧〉

Lino hair（リノヘアー）

Q 創業のきっかけは？

Q 仕事内容は？
A

頭皮からキレイになれるヘアサロン

新規
創業

ジンギスカン白樺

企業関連
【住所】愛知県豊田市清水町5ｰ45ｰ1 【TEL】0565ｰ25ｰ3566
情報
【営業時間】17：00〜24：00（L.O.23：00） 【定休日】
月・第二火曜日

一人でも気軽に立ち寄れるカウンター席と
宴会用の座敷もあります

（文責 M・Y）
東名
高速道路

491
土橋小学校

豊田コロナ
聖心町
2丁目
聖心町
2丁目南

土橋町
1丁目
土橋公園
419
土橋駅 76

ジンギスカン白樺

外観
とよたcci.mail 2019／6月号
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今月の

今月の

pick up!
とよたの魅力を市内外へ向けて発信！

第7期とよたPR 大使募集
任

期

2019年8月9日（金）
〜2020年8月31日（月）

賞

金

応募締切
6月21日（金）
まで !

20万円

試合だけじゃない！RWCを楽しもう！
！
ラグビーワールドカップ2019™100日前イベント開催！

ラグビーワールドカップ2019 愛知・豊田開催支援委員会（会長：大村愛知県知事、会長代行：太田豊田市長）
は、本大会の節目となる100日前の機会を捉え、大会の認知度向上と開催機運の醸成を目的として、
ラグビーワールドカップ2019™100日前イベントを実施します。

ラグビーワールドカップ2019™100日前イベント

とよた元気プロジェクト実行委員会は豊田市の魅力を発信する「とよたPR大使」2名を募集します。
とよたの 顔 としてあなたが思う、 とよた の魅力を 第７期とよたPR大使 として発信しませんか？
たくさんのご応募を心よりお待ちしています。

日 時

2019年6月22日（土）10：30〜18：00まで

場

ららぽーと名古屋みなとアクルス（名古屋市港区港明2ｰ3ｰ2）

所

ラグビーワールドカップ2019™アンバサダー

大畑 大介（元ラグビー日本代表）

①健康で明朗な方で満１８歳以上の豊田市内に
在住・在勤・在学の方（高校生不可）

ラグビーワールドカップ2019™
開催都市特別サポーター（愛知・豊田）

②PR活動に際し、勤務先などの理解が得られる方

や の

出演者

③モデルなどとして専属契約していない方

さと ぞの

矢野 きよ実
SKE48

ゆ き

里園 侑希
Sonar Pocket

応募方法

応募申込書に必要事項を記入し、写真１枚を添付し、
郵送または持参ください。

オリンピック出場経験者（予定）

選考方法

①書類審査：6月26日（水）以降、審査結果を通知
②面接審査：7月6日（土）豊田商工会議所

ラグビー芸人

お申込み
お問合せ

あさ お

〒471ｰ8506 豊田市小坂本町1ｰ25
TEL：0565ｰ32ｰ4595
活動
紹介

ギネス世界記録 ®
「 最 大 のラグビー
スクラム」達 成 の
瞬間を参加者の皆
さまと喜 ぶことが
できました。

関係各所を訪問
し、とよたの秋の
観光について紹
介しました。

ηνρϓูॄʄ
ʄ
お問い合わせ
ください

0565-80-3732

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

य़ক ॵ५ঝঅ॔ شঝ

CASTLE Beer 
Hall


容

わ

● チケット購入インフォメーション
● ラグビーアクティビティ
（ラグビー体験）
● ラグビーワールドカップ2019ポップアップミュージアム
（全チームのジャージーや過去大会の優勝メダル等の展示、チーム紹介、
アトラクションなど、大会の世界観を体感できる移動型展示）

中川家

豊田商工会議所 担当：森奥 TEL：0565ｰ32ｰ4595／FAX：0565ｰ34ｰ1777 E-mail：morioku@toyota.or.jp

ীభশ僊৵৾ে؟૮મ

ٮ⑰भओ৺दপয僊ٮ

名古屋グランパスは豊田市と協力して、
Ｊリーグの試合に来場される方対象の予約制駐車場の試験運用を実施して
います。土日に使われていない空きスペースを予約制駐車場として運用することで、まちなかから豊田スタジアムへ
の地域の活性化を目指し、また駐車場を探す車の渋滞や迷惑駐車を低減することを目的としています。WEBによる
駐車場予約サービスについてはakippaと協力をして実施。貸主さまも、空きスペースを予約制駐車場として収益化
することができます。土日に使われていない空きスペースがあり、ご興味のある方は一度ご連絡ください。

グランパス
試合開催時

駐車場貸して
いただけませんか？
お問合せ

（株）名古屋グランパスエイト TEL：0565ｰ79ｰ8880

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。
ベスト
プロダクツ

ものづくり
マーチャンダイジング
ロジスティックス

পয僊৵৾ে僊

詳しくは
今月号
折込チラシへ

名古屋グランパスでは、
７月から８月に新たなお祭りとして「鯱の大祭典」を開催
します。そのなかで、街の盛り上げの一環として、
「鯱の大祭典」
・
「ＢＥＡＭＳ」コラボの
オリジナルデザイン「名古屋グランパス鯱の大祭典応援ユニフォーム」を作成しました。
このユニフォームを職場で着用し、スポーツを通した地域の一体感や街の盛り上がりを伝え
ていきたいと考えていますので応援活動にご協力お願いします。

⑰عभౝ স ৫ಈآ

ৎ ী ୫सධाଣ
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無料

● 開会出場チーム（国や地域）の伝統芸能や文化パフォーマンス

内

鯱の大祭典応援ユニフォームを着用して、
グランパスを 応援しよう！

お申込み

詳細は申込書、豊田商工会議所ホームページまたは、Facebookをご覧ください。
お問合せ

覧

名古屋グランパス

（事務局：総務部まちづくり振興担当）

第6期とよたPR大使
富川 静香さん

観

侑希

（大村愛知県知事、太田豊田市長、
開催都市特別サポーター（愛知・豊田）出演予定）

浅尾 美和（元ビーチバレー日本代表）

とよた元気プロジェクト実行委員会

５期から引き続き、とよたPR大使として２年間活動
を行わせていただきました。
活動する中で、豊田市の豊かな自然や特産品、そし
て地域の方々の温かさに改めて気付かされ、ますま
す豊田市が大好きになりました。
普段の生活ではできない特別な体験が、とよたPR
大使では待っています。
「とよたが大好き」という皆さまのご応募心からお待
ちしています！

み

MC：里園

ラグビーワールドカップ2019™
開催都市特別サポーター
（愛知・豊田）

オープニングセレモニー

おお はた だい すけ

応募資格

pick up!

(サポート)

(プランニング
＆サプライ)

クロスメディア
デザイン

現場の
お困り事

ベスト
ファシリティ

(サポート)

ベスト
コミュニケーション

(マネジメント)

(プランニング)

オフィス
ファクトリー
(サポート)

ંતमઘ१ਂ؞৫ಈથॉओ৺॑उ൭ीःञखऽघ؛

http://www.toyota-kyoei.co.jp

䛈471-0027㻌豊田市喜多町㻞丁目㻝㻢㻜番地㻌コモ・スクエア㻌ウェスト
TEL:0565-31-2211 http://www.t-castle.co.jp
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相談ナビゲーション

相談ナビゲーション

Sou-navi

Sou-navi

資金繰りの相談は豊田商工会議所へ！
！

融資制度「マル経」のご案内

労働保険 の手続きは豊田商工会議所の

労働保険事務組合※にお任せ！

運転資金にお悩みの方
設備導入を検討している方必見！

※労働保険事務組合とは厚生労働大臣の
認可を受けた中小事業主等の団体です。

労働保険は、労働者（アルバイトやパートタイマーを含む）を1人
でも雇用したら強制適用となります。複雑な労働保険手続きを当
事務組合がしっかりサポートします。ご活用ください。

マル経とは、小規模事業者経営改善資金の略称で、無担保・無保証人の融資制度です。
下記の融資資格を満たしていると、申し込むことができます。

融資の条件

相談から借入まで 〜ご融資のながれ〜

2,000万円

融資限度額

● 設備資金 10年以内

②申込
（必要書類の提出）

1.21％（2019年4月1日現在）

融資利率

※固定金利ですが、金利情勢により、
利率は変更する場合があります。

①常時使用する従業員が20人以下。

③実訪調査

（商業・サービス業は5人以下）

②豊田商工会議所の地区内で1年以上、
同一事業を適法に営んでいること。
③豊田商工会議所の経営指導を
原則６ヶ月以上受けていること。
④所得税・県市民税その他の税の滞納がないこと。
⑤日本政策金融公庫の融資対象業種であること。
⑥豊田商工会議所の推薦が必要です。
不要

融資資格

保証人・担保

④審査
（審査会を開催）

商工会議所

⑥日本政策金融公庫の審査後、決定通知
⑦日本政策金融公庫と借入契約書の締結

申込者

1. 事務内容代行
⑤日本政策金融公庫へ推薦

● 運転資金 7年以内

返済期間

①相談

⑧融資実行

日本政策
金融公庫

⑨返済開始

①雇用保険、労災保険の保険料の申告手続き
②従業員の入社、退職時の届出等
③その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
注：印紙保険料に関する事務並びに労災保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働事務組合が行うことのできる事務から除かれています。

1 法人の役員、個人事業主及び家族従業員も労災保険に特別加入 できる
事務組合に
事務委託すると、
こんな

メリットも！

備
本人が署名・捺印すること

「市税に係る滞納はありません」明記の完納証明

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または納税がわかる通帳の写し
本人が署名・捺印すること

営業（実在）確認書類

法人税の領収書・所得税の事業所得に係る証明書等または取引先の請求書等

金融機関取引一覧表

最近3か月以内のもの

返済一覧表

借入がある場合

残高試算表

決算から６か月以上経過している場合

設備資金の場合

見積書の写し

見積先の印鑑があるもの

運転資金の場合

請求書の写し

資金使途のわかるもの

法人税の確定申告書

申告書・決算書共に直近２期分

商業登記簿謄本または履歴事項全部証明書

直近３か月以内のもの

所得税の確定申告書（写）

申告書・決算書の直近２か年分

法人の場合
個人の場合

※上記以外にも書類を求める場合があります。 ※融資実行までにお時間がかかる場合がございます。お時間に余裕を持ってお申し込みください。
※審査によってはご希望に添えない場合もございます。予めご了承ください。

お申込み
お問合せ

8

中小企業相談所 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

とよたcci.mail 2019／6月号

事務組合に委託していない場合は、一定額を超えないと分割納付ができません。

考

個人情報取扱同意書 ※実印

共通書類

2 保険料の額にかかわらず年3回の分納になります。

従業員と同じ仕事をしていて、
労災事故にあった場合に補償
される任意加入制度です。

しますので、事務の手間が省けます。

提出書類
市税の納税証明書 ※原本

制度を利用できます。

※包括加入等の要件があります。

3 労働保険料の申告、納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理

お申込みの際に必要なもの
借入推薦依頼書 ※実印

中小企業の
労務管理を
サポートします！

2. 対 象
①常時労働者数が、300人以下の事業所（卸売・サービス業は100人以下、金融・保険・不動産・小売業では50人以下）
②当所の会員（別途入会規約有）
③豊田市内に事業所を有し、事業実態があること

3. 委託手数料（年間）
業種と労働者数によって算出

※委託するには、委託手数料が毎年必要です。

お問合せ

詳しくは最寄りの
本所・各支所へ！

豊田商工会議所

●本
所 豊田市小坂本町1丁目25番地 TEL：0565−32ｰ4593
● 上郷支所 豊田市上郷町5丁目3番地1 TEL：0565−21−0019
● 高岡支所 豊田市若林西町西山18番地 TEL：0565−52−3047
● 猿投支所 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：0565−45−1212
● 松平支所 豊田市九久平町簗場38番地5 TEL：0565−58−0025

とよたcci.mail 2019／6月号
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相談所より
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

相談名・内容

税務相談

信用保証相談
法律相談

時間

場所

18日（火）

13：30〜17：00

本所

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。

毎週木曜

13：30〜15：00

本所

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。

第2水曜

13：30〜16：00

本所

第3月曜

13：30〜17：00

本所

第2火曜

13：30〜16：00

本所

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。

自社株まわり相談
行政書士相談

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。

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。

ご希望の日に開催 お気軽にご予約ください

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。

販売促進相談

発明特許相談

平日13：30〜17：00

日時

（エコアクションのみ〜16：30）
場 所 本所

労務相談

集客・売上アップのためPOP・
アイデア・デザイン・意匠登録・商標・ 賃金・社会保険・就業規則・
DM・イベントの相談に応じます。 サービスマーク等相談に応じます。 時短対策等相談に応じます。

《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）

2

1

A

3

4

IT相談
H P 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。

7

D

6

8
9

10

C

11
13

A

12

B
14

E

B

C

D

E

1.
2.
3.
4.
6.
8.
10 .
11 .

本所

日時

6/18（火）、
7/16（火）
14：00〜17：00

場所

本所

ご来店特典

受付で「会報を見た」とお伝えください。

IT
相談員

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

宿泊３０％割引券

共通クーポン
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

総務部 TEL：0565ｰ32ｰ4569

●□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
野党⇔？
乗合自動車って何のこと？
竹にも、指にもあります
車などを持ちあげる工具
〇〇〇〇の目を抜く
霧で有名な北海道の「〇〇〇〇湖」
日本語はカタカナ、ひらがな、と？
開演と共に上がる

１０％割引

お食事

※他の割引との併用不可
※1枚につき4名さままで

背中くびれリンパトリートメント
（40分）

ヨコのカギ
1.
3.
5.
7.
9.
11 .
12 .
13 .
14 .

応募方法
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。

正解者の中から15名さまに

『猿投温泉 日帰り入浴
をプレゼントします。
平日無料券』

先月号
の答

1

2

3

シ オ

キ ツ ツ キ
7

ロ ケ

ウ

E

オ ク

D 12

ア シ ブ ミ

A

B

14

C

チ ズ

D

E

ヒ ツ マ ブ シ

このクローバーを見つけたらラッキー
日本一の山
水の力を使って回す原動機
意気投合することを○○が合う
初期消火で使用する器具
蚕がつくる○○
ウルトラ○○、スーパー○○、スポーツ○○
読めないとＫＹって言われちゃう
その時々の値段

5,000円

食事10％割引

宿泊10％割引

※他の割引との併用不可

※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

※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

1,200円
700円 10％割引

大人通常
1,500円を

メンズ
サウナ
プラザ

通常
2,300円を

プラザ
ホテル
豊田

宿
泊

オリジナルプリントショップ
アンジュクール

げんき
食堂
WAKU家

飲
食

オリジナルウェア各種・タオル・名刺など

※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

1泊2食、昼食、
夕食の基本料金より

小人通常
1,000円を

【予約先】ＴＥＬ：0565−45−6111
http://www.sanageonsen.jp

２０％ OFF

※無地アイテムなど
一部商品除く

ＴＥＬ：0565−76−7075

ＴＥＬ：090−1234−0703

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

プラザホテル豊田
ホテル金泉閣

プリント料金

※毎月先着10名さま限定（完全予約制）

有限会社 真栄コーポレーション
アイクリーナー

１０％OFF

ハウスクリーニング
ＴＥＬ：0120−85−1907

1,500円

10％割引

【予約先】ＴＥＬ：0565ｰ29ｰ1811
http://www.plaza85.co.jp

リニューアル！

トヨタセントラルゴルフ
プリペイドカード
新規ご購入時に

50球追加

〒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

ＴＥＬ：0565−58−2900

ご優待券・クーポンに関するお問合せ

脱毛サロン Punana

カラーリングリタッチ料金

子供脱毛（高校生まで）通常料金より

通常3,758円 →

3,218円

※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

５０％OFF（完全予約制）

最大

ＴＥＬ：080−6972−9190

天ぷら 御食事処 まつ葉

１０％割引

共通クーポン

飲食代

（月〜木 17:30〜22:00のみ利用可）
※上限3,000円まで※1枚につき4名さままで

【予約先】0565−42−5717

担当 弓場・小池

TEL：0565ｰ32ｰ4567

●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 2019年7月10日まで

6月21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。

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。

commentator

今月息子が１歳に。大きくなった息子を見て頑張
る日々。
会報の表紙のジンギスカン、美味しく頂きました。

10

とよたcci.mail 2019／6月号

わが子がまさに平成とともに成長し、30歳。懐か
しく思い返すことや辛く悲しい出来事もありまし
た。こうして歴史ができていくのだと感じました。
他にも「昭和の終わりにヘアサロンを開いて、
夫婦2人で平成を走ってきました」
「 愛・地球博が
1番の思い出」
など、たくさんお便りを頂きました。
このクロスワードも平成23年からスタートして
99回目。初回から今も会報への葉書を送ってくだ
さっている方がいます
（何人も！）
。
これからも、会報と猿投温泉をご愛顧ください
(̀･ω･´) ｼｬｷｰﾝ

窓口が1階から3階になるのは不便ですね。
ご迷惑をおかけします。3階には初めて入る、と
いう方もいらっしゃいますよね。
職員は極力階段使用を心掛けているのですが、
ヒップアップに太ももシェイプ、眠気ざましに
デトックス…効果は抜群です。
３階へのお越しの際は、階段・エレベーターお好
きな方をご利用ください。
僕もメタボ予防に登ろうかな。
窓口の変更についての詳細はP13をご覧ください

コピー可

豊田商工会議所会報 2019.6月号

知 って
い
おきた

用語集

− 近年よく耳にする言葉の意味を知ろう −

3

こぼればなし

10％割引

かみいろ美人

ＴＥＬ：0565−42−4266

（2,200円 or 5,200円スマイルカードは除く）

応 募 先

応募締切

7,020円 →

豊田プレステージホテル

10

11

ヒ ツ ジ

A

ラ

8

カ ケ ナ ガ シ

9

13

4

マ ツ チ

B 6

5

C

※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

フォレスタヒルズ

岩風呂
入泉料

shyna シエナ

FAX：0565ｰ32ｰ1000

600円で販売

通常700円を

猿投温泉金泉閣

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』

（受付時間 9：00〜17：00）

豊田市温浴施設じゅわじゅわ入場券

【予約先】ホテルトヨタキャッスル ＴＥＬ：0565−31−2211

対象店舗で使える！

総務部 0565−32−4569

お問合せ

本所・各支所にて

※１枚につき１室（３泊）まで

【予約先】0565-35-6611 http://toyota-hotel.co.jp

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

販 売

ホテルトヨタキャッスル宿泊優待

名鉄トヨタホテル

3名

定員

《お問合せ・お申込み》

タテのカギ

5

13：30〜16：30

割 引

ITに関するご相談はこちら！

ルール
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

クロスワードパズル

第3水曜

とよたcci 会員のうれしいご優待！

要予約

日にち

記帳方法・税額計算・消費税の仕組み等相談に応じます。

金融公庫相談

Present

コンプライアンスとは？

法令遵守に加え、企業が社会的責任を果た
し、事業を継続するために必要な基準や規
範を遵守すること。

コンプライアンス違反のケース例

●リコール隠し
●製造年月日や賞味期限の偽装
●助成金の不正受給
●粉飾決算などの不正会計 etc.

現在では、コンプライアンス保持は企業のリスク回避の
問題として、経営の最重要課題のひとつとなっている。

とよたcci.mail 2019／6月号
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関連団体より

最新情報をお届け！

5月17日
2019
年度

Toyotacci .news

豊田税務署管内青色申告会
通常総会開催

を代表して小嶋会長の挨拶からはじまり、事業報告、収支決算、事業計画書案、収支

事

予算案、役員選考の議事について熱心な審議が行われ、全審議滞りなく承認されま

5月8日の常議員会で承認された皆さまです。
業

所

名

町

名

第三商業

した。来賓を代表して岡税務署長、三宅会頭、玉置県税事務所長に祝辞をいただ
き、青色申告会のさらなる発展を祈念して通常総会は閉会しました。

新規会員さまのご紹介

お知らせ

当所2階ホールにて2019年度通常総会が開催されました。総勢71名が参加し、会

3議案について熱心な審議が行われました

青年部活動報告

2019年5月13日、豊田ＹＥＧメンバー総勢107名による会員交流会『チャンバラ合戦
〜皐月の変〜』が福岡創委員長の母校小清水小学校にて開催されました。各委員会の
結束を高め、みんな笑顔で楽しい交流事業になりました。

業

21

津島商工会議所女性会創立40周年記念式典

津島商工会議所女性会創立40周年記念式典に
出席しました。愛知県内から総勢約1,220名以上の
女性会会員が集まり、会としての団結の強さを実感
しました。記念講演会では、津島市観光大使であり
講談界初のプロとして認定された水谷ミミ氏の講演・
講談を聴講しました。また、記念コンサートとして
津島市に縁のある「ゴスペラーズ」の黒沢薫氏の
コンサートを聴き、大変有意義な周年事業への参加
となりました。

所

名

町

名

カットスタジオＦＵＪ
Ｉ

御幸本町
本 地 町

かずや

足 助 町

川北電気工業（株）豊田営業所

小坂本町

lino hair

大 林 町

近藤 たか子

西 岡 町

NICCS

名古屋市

ヨギテック

生 駒 町

Sign post

東 山 町

森コンクリート

尾張旭市

（株）アスティスタッフ

みよし市

（株）宮嶋電気

高 原 町

（株）
ココネローズ

今

犬 山 市

（株）宮原精工

曙

町

交通運輸業
みよし市

ASATO電機

曙

Garege Gen

若林西町

今泉組

花 園 町

高 岡 町

太田 勝

大 島 町

住友電気工業（株）豊田事業所

曙

町

（株）ディライト建設

岩 倉 町

（株）シー・エム・ワイ

アン・
ドゥ社労士事務所

町

エムアールエス

町

島 崎 町

ご入会
ありがとうございました

篠 原 町

サービス業
広久手町

当所窓口ご利用の皆さまへ 大切なお知らせ

7月1日より、当所内職員配置が変更となります。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。
今後、1階は記帳・融資相談等の経営指導に係る窓口、3階はその他窓口（各種検定試験・会場貸出・貿易証明・駐車券販売など）と
なります。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。

3階 その他窓口

各種問合わせ先

1階 経営相談窓口

１階へのFAXは TEL：0565ｰ32ｰ1000

◆記帳・融資・労働保険など、経営全般に関すること
中小企業相談所
TEL：0565ｰ32ｰ4593
◆創業に関すること
創業サポートセンター 担当：宇野
TEL：0565ｰ32ｰ4593
◆エコアクション21（環境配慮への取り組み）に関すること（旧3階フロア）
エコアクション21 地域事務局とよた TEL：0565ｰ32ｰ4660
◆豊田ものづくりブランド・とよたビジネスフェア・青年部に関すること
中小企業相談所（ものづくり振興担当）TEL：0565ｰ32ｰ4594
お問合せ窓口がわからないとき

代表番号 ＴＥＬ：0565ｰ32ｰ4567

雇用形態「直接雇用」

外食

宿泊ホテル

農業

外国人技能実習生制度

◆検定試験・会場貸出・共済に関すること（旧1階フロア）
総務部（収益事業担当）
TEL：0565ｰ32ｰ4569
◆会員情報・人事財務・貿易証明・
とよた産業フェスタに関すること
総務部
TEL：0565ｰ32ｰ4568
◆まちづくり・とよた元気プロジェクトに関すること
総務部（まちづくり担当）
TEL：0565ｰ32ｰ4595
◆駐車券・商店街に関すること
豊田市商業協同組合
TEL：0565ｰ32ｰ0039
◆人材確保支援・人材育成定着支援に関すること
豊田市雇用対策協会
TEL：0565ｰ34ｰ1999

RCJ8.7.+22257200D?V8.343+07+56/.
自動車部品製造は除外

介護

3階へのFAXは TEL：0565ｰ34ｰ1777

ǗඔǑڝȜǨýȰɪĘɳӋЌςী

４月より在留資格「特定技能」スタート！！
建設
派遣有

漁 業 派遣有

益々充実！！

・技能実習 1 号、２号 (３年間 ) 終了後 3 号 (2 年間 ) へ
・技能実習２号、３号終了後特定技能へ

とよたcci.mail 2019／6月号

業

クライミングジム ぴなくる２ 豊田

ȰɪĘɳӋЌ
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事

東 山 町

お知らせ

女性会活動報告

名

中 田 町

建設業

寺田会長

町

Fｰworks

（株）モトレ みよし営業所

交流委員会
福岡委員長

名

間山建築

ガットー設備

優勝は広報委員会
牧野委員長（写真左）

所

河 合 町

名古屋特殊鋼（株）

群 青 Power of Smile

事

（敬称略・部会順）

彩園こだま

第一工業

5

news

技能実習を行うなら「企業単独型」が おすすめ

・一番の利点は入国管理庁、技能実習新機構等に直接指導を受けれる。
・海外研修協力機構 (JITCO) の賛助会員になり申請書類作成の指導等
新機構、入管庁への申請取次も可能である。
・海外 ( 現地 ) に工場、営業拠点、合併会社、関係会社がある事
海外工場の強化も目的の一つとする。
ーお知らせ ー

C O 最終的には 15 社以内で行います。すでに４社ほど問合せがあります。
JIT 修
監 外国人技能実習
特定技能

の

勉強会参加企業様を 募集中 です。
とよたcci.mail 2019／6月号
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news

お知らせ

news

とよた
産業フェスタ2019
出展者大募集！

ランチマーケットと産業PRストリートへの出展
者を募集します。
今年のテーマは「エンジョイ ラグビー ―感動を
そしてその先へ―」。いよいよ開催間近となっ
たRWCに向け、当イベントを通じて一緒に豊田
を盛り上げましょう。
2019年8月24日（土）
・25日（日）
開 催 日
10：00〜16：00
会

場

応募締切

豊田スタジアム
2019年6月28日（金）必着

詳しくは
折込みへ

お知らせ

豊田ものづくりブランド

2019年度募集受付中

5

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）

7

活動報告

とよた元気プロジェクト
第１回実行委員会

2018年度事業報告・収支決算報告、2019年度事業計画・収支
予算の承認を受けました。
本年度も「WE LOVE とよた」を合言葉に、とよたPR大使事業
をはじめ、地産地消・市内消費拡大、市内外へ向けての魅力発信
を積極的に行ってまいります。

締切迫る！

協賛金

15

活動報告

あいち豊田農協本店前交差点にて実施。正副会頭、
会員事業所の皆さま方をはじめ66名にご参加いた
だきました。昨今、痛ましい交通事故が相次いでいま
す。当市では交通事故史に残る「猿投ダンプ事故」が
発生し約50年経過しましたが、この惨禍を忘れず、
交通事故を１件でも減らすため、一人ひとりが思いや
り意識を高め、安全行動に努めていきましょう。

豊田商工会議所
本所・支所にて販売中
お問合せ

「ものづくりミライ塾」第５期生募集！
！
ものづくりミライ塾は、塾生が 社会に役立つ 今までにない 大きなテーマを掲げ、共同で企画から完成まで一連の新製品開発を経験し、企
業の中核となるものづくり人材を育成するプロジェクトです。
■対象 社会人経験が３年以上ある豊田市在住または在勤の若者（20〜39歳まで） ■活動日 2019年9月から原則2年間、毎週水曜日、
18：00〜21：00 ■定員 20人（選考委員会にて選考） ■申込み 6月1日（土）
〜7月31日（水）
までにFAXかEメールでものづくり産業振
興課（FAX：0565ｰ47ｰ1252、monozukuri-sozo@city.toyota.aichi.jp）
「ものづくりミライ塾 受講申込書」はホームページ
（https://toyota-sentan.jp）からダウンロード可

豊田市では、
「はたらく人がイキイキ輝く事業所」を募集しています。
■内容 ワーク・ライフ・バランスの推進をはじめ、誰もが働きやすく、働きがいのある職場づくりの取組を積極的に進めている優
良事業所を表彰します。 ■受賞特典 特に優れた事業所には右のシンボルマークを交付するとともに、市就労支援室や各種
イベント等で学生や求職者向けにPRするほか、受賞事業所の取組は事例集に掲載し紹介します。
■募集期間 2019年６月３日（月）
〜７月３１日（水） ■お問合せ・お申込み ものづくり産業振興課 TEL：0565ｰ34ｰ6774

豊田市はたらく人が
イキイキ輝く
事業所

上司を支援し部下をまとめながら組織で成果をだせる、リーダーの育成の講座です。課題解決の方法論を学ぶ座学とグループワーク、体感ゲーム
等を交えた受講者同士による参加方式の講座内容です。上司として部下を持つ方、リーダー育成指導に関心のある方等、ぜひご参加ください。
■申込先・お問合せ とよたイノベーションセンター TEL：0565ｰ47ｰ1240 ■募集期間 〜６月１４日（金）

交通安全は一人ひとりの心がけから。
ＡＩＣＨＩ脱ワースト！

"を

人事担当者様に朗報！

である弊社担当者が
ご説明させて
いただきます！

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。

外国人人材紹介で１５年以上のキャリア！
この15年間で延べ120社に約30,000人の紹介実績！

（派）23ｰ301429

とよたcci.mail 2019／6月号

第121回 通常議員総会

とよたイノベーションセンター『組織力を高めるリーダーシップ養成講座』受講者募集中！

特定技能ビザで"新しい外国人人材
登録支援機関
ご検討されている

14

ー 地域企業皆で防災意識を高めました ー

役員・議員の皆さまのご出席を賜り、2018年度の事業報告および収支決算について審議を行い、原案通り可決・承認されました。本年度
も「行動する豊田商工会議所」をスローガンに、諸事業を通じて会員事業所・地域の皆さまから信頼される会議所づくりにまい進します。

500円

豊田商工会議所総務部
まちづくり振興担当
TEL：0565ｰ32ｰ4595

27

活動報告

春の交通安全
立哨活動

矢作川での水防訓練

豊田市白浜公園で、三河地域最大規模の水防演習である「2019年豊川・矢作川
連合総合水防演習・広域連携防災訓練」が開催され、市内の13社150名が参加。
矢作川で大規模な水災害が発生した場合を想定し、大規模災害の被害を最小限に
とどめられるよう、即席で効果的なチームを構成し、演習を行いました。
東海豪雨から約20年経ちましたが、演習を通じて改めて防災意識を持ち、万一の
時にも慌てず地域・企業が一丸となるための貴重な経験ができました。

関係各所より

WE LOVEとよた
ピンバッジ好評販売中

5
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5

5

第３５回豊田市中心市街地
活性化協議会 全体会

2018年度事業報告・収支決算報告、2019年度事業計画・収支予算の承認および一
般社団法人TCCMの活動報告を行いました。ラグビーワールドカップ開催当日の施
策など今年度のまちなかについて意見交換をしました。今後もさらなる賑わいの拡充
に向けて関係各所と連携し、積極的に諸事業に取り組んでまいります。

募集期間 〜2019年6月28日
（金）
認定特典

18

活動報告

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。

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

とよた産業フェスタ実行委員会
お問合せ 事務局（当所総務部内） 前田・成瀬
TEL：0565ｰ32ｰ4568

5

FAX.0565ｰ32ｰ8880

商工会議所 他 ご案 内

6

月

1日（土）・2日（日） MUSEUM MARKET（豊田市美術館リニューアルオープン）
9日（日） 第152回簿記検定

12日（水） 平成30年度第2次補正予算「小規模事業者持続化補助金」申請 締切
12日（水） ＩＴ導入補助金A類型 申請 締切
15日（土） STREET＆PARK MARKET
【桜城址公園】
16日（日） 第46回カラーコーディネーター検定

21日（金） とよたＰＲ大使募集 締切
23日（日） 第216回珠算能力検定
28日（金） ＩＴ導入補助金Ｂ類型 申請 締切
28日（金） 豊田ものづくりブランド 申請 締切
30日（日） 第45回ビジネス実務法務検定
30日（日） とよた産業フェスタ出展者募集 締切

編 者散文

Editor's prose

今月の会報事業所紹介でお邪魔させていた
だいたS.HOPESさんにて、
ストレッチを少し体
験させていただいた。
あちこちの筋肉を伸ば
される度に思わず「イタタタ！」
と悲鳴が。
自分
でもびっくりするほど身体が硬く、全身が縮こま
っているのがよく分かる。普段の運動不足を
痛感させられたが、
ストレッチが終わるとすっき
りと良い気持ちに。
これを機に毎日柔軟と運
動をして心身ともに爽やかな気持ちで過ごし
ていこうと心に誓った。
（からだと一緒にあたまも柔らかくしたいM.K）

とよたcci.mail 2019／6月号
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