10

rR>`[q 9 ) pKB)8<4-6 7+ 7
m`-0,#7DPQO 1*23clif hIJ_

m`XMCFVC@s^Y EAuH
1*23!Nd  ?k\U!W

豊田商工会議所会報
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情熱ACTION 〜感謝と使命感を持って〜

\0565-87-5252

豊田商工会議所 青年部活動報告

第34回東海ブロック大会豊田大会

道〜ひとつになり進め！この先の未来のために〜

Sou-navi

■ 中小企業相談所（支所支援管理G） TEL ３２−4593
（会員支援G）
TEL ３２−4594
■ 事業推進部 （街・店・品づくりG）TEL ３２−４５９5
（事業管理G）
TEL ３２−４５69
■ 総務部
（総務G）
TEL ３２−4568

● 上郷支所 〒470−1218 豊田市上郷町5丁目3番地1 TEL 21−0019
● 高岡支所 〒473−0917 豊田市若林西町西山18番地 TEL 52−3047
● 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
● 松平支所 〒444−2216 豊田市九久平町簗場38番地5 TEL 58−0025

FAX 25−0195
FAX 51−1095
FAX 43−0190
FAX 86−1040

日本政策金融公庫の事業資金
インターネット申し込みのご案内

№823

今月の表紙

■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

P5の会員紹介より
合資会社野田味噌商店

豊田商工会議所

ぜひご協賛ください

まちなか回覧版 第９期とよたPR大使のご紹介・
WE LOVEとよたマルシェ加盟店舗のご紹介

東海ブロック大会
各部会の紹介
【総務部会 安藤部会長】
連合会 会長会議・会員総会、
大会登録キット等を担当
【広報部会 小島部会長】
大会記念誌・記録写真を担当
【式典部会 吉谷部会長】
記念式典を担当
【催事部会 水野部会長】
大会分科会を担当
【渉外部会 二木部会長】
キャラバン・大会警備・
駐車場を担当
【懇親会部会小寺部会長】
大会交流会・物産展を担当

WE LOVEとよた号事業協賛の
締め切りは10月8日（金）です！

会員事業所紹介 合資会社野田味噌商店・英自動車

豊田商工会議所青年部

大会PRのため、小型電気自動車Ha:moに乗り、令和３年
度日本商工会議所青年部吉川会長が待つ沼津を目指しま
した。道中各商工会議所青年部のご協力を得、Ha:moの
充電を依頼しながら無事に完走しました。

2021.

綴じ穴を開ける際は︑○を目印
としてご活用ください︒

Ha:mo充電旅 〜Road to 沼津〜

豊田大会ロゴ

特集

・TGRラリーチャレンジinとよた
・豊田市へ予算要望を提出しました

豊田商工会議所

２０２１年１１月１１日（木）
・１２日（金）スカイホール豊田にて、第３４回東海ブロック大会豊田大会を開催します。
今回はSDGsの要素を取り入れた企画を検討しています。また、コロナ禍での開催となるため、開催方法や
開催内容についてメンバー内で協議を重ねています。先行きの見えない今だからこそ、自企業の発展が地域
の明るい未来へつながることを信じ、豊田商工会議所青年部一丸となり、地域経済の発展に貢献できるよう
な大会を目指します。

■印 刷：トヨタエンタプライズ 共栄カンパニー
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会員紹介「合資会社野田味噌商店」

Pick up!
世界ラリー選手権（WRC）
は残念ながら2021年は中止となりました。来年の開催に期待しましょう！

2022度予算編成に向け

豊田市へ要望書を提出
会員の皆さまや部会、各支所から寄せられた意見を取りまとめた2022年度
予算編成に向けた要望書を9月2日に太田豊田市長に提出しました。

今年も会員事業所の皆さまからご協賛いただき、WE LOVE
とよた号が参戦します。当日の詳細については11月号で
ご案内します。
日 時
場

所

内

容

その他

11月7日
（日）
９
：15〜16：00
鞍ケ池公園周辺
ラリーカー90台によるタイムアタック・
ラリーカーの展示・飲食ブースなど
勘八広場から臨時のシャトルバスを運行

1. 新型コロナウイルス感染症に関わる要望
１）将来にわたるパンデミックへの対応
２）新型コロナウイルス感染症防止への取り組み強化
３) 事業者の新型コロナウイルス感染症対策に対する支援

詳細はこちら

「新型 WE LOVE とよた号」出場事業に
ご協賛いただける事業所さまを募集しています
特典1

A協賛

34cm×34cm

特典2

４) 新型コロナウイルスの影響で客足が戻らない
飲食店への支援

2. 市内経済のさらなる基盤強化に向け
産業構造の変化への対応と強靭化

協賛事業者さまのPRに活用いただけます！
●店名・会社名ステッカーを競技車に掲示します

１）中小企業・小規模事業者に対する支援策の強化

●店舗・事業所に競技車の無料展示ができます
（輸送実費のみ有料）

3）モノづくりを支える人材育成の取り組み強化

競技車の内覧会にご招待します

2）
「新たな産業を創造する基盤の構築」
の具体的取り組みへの着手
4）豊田ものづくりブランド制度

豊田市負担金の弾力的運用

5）中小事業者のカーボンニュートラルの取り組み支援

今年度は新型ヤリスGR4で
参加します

3. 暮らしてよし・訪れてよしの魅力創出
１）中心市街地の賑わいの再生
2) 商業事業者誘致
３）市内観光拠点・宿泊施設利用者誘引のための支援

4. 安全・安心なまちの実現
B協賛

C協賛

32cm×32cm

7cm×18cm

１）SDGs未来都市の実現に向けた取り組みの推進
２）市内交通事故死者数ゼロに向けた取り組みの推進
３）防災機能強化

5. 建設関係
１）災害時の一時的避難場所となる身近な都市型公園の整備促進
2）緑地維持管理
協賛内容

競技車両に協賛事業所80社程度のステッカーを掲示

３）災害対応への予算措置

A）
34cm×34cm相当・
・
・
・金額：150,000円
B）
32cm×32cm相当・
・
・
・金額：120,000円

５）公共工事の予算確保

お申込み締切
お申込み・お問合せ

2

とよたcci.mail 2021／10月号

C）
７cm×18cm相当・
・
・
・
・
・金額：20,000円
（ロゴの大きさ等により縦横比が変更の可能性有）

４）地元企業の受注額拡大

10月8日
（金）
総務部 総務G 前田・早坂 TEL：０５65ｰ32ｰ4568

とよたcci.mail 2021／10月号
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広がる、
深まる

会員事業所紹介

とよたビジネスフェア 2022

〜サステナブルな未来をつくるために〜

出展企業・団体を募集します！
！
とよたビジネスフェアは、製造業を中心とする事業者の

新規会員

あなたの大切なクルマのかかりつけ医に

Q 創業されたきっかけを教えてください
A 自動車整備士として働いていたとき、整備した車の

はなぶさじどうしゃ

英自動車

Q 今後の目標を教えてください
A 創業して３か月。お客さまとの出会いに感謝し、お客さま

状態についてお客さまに直接お伝えする機会はありません

の大切な愛車を預けていただけることを嬉しく思っています。

でした。
「この状態なら、エンジンオイルを変えた方がい

車に関して「これってどうなの？」と思った時には、まずは英

い」など、整備士の目から見たプロの意見をお客さまに直

自動車に連絡してみようと思っていただけるようなお客さまの

接お伝えしたい。

愛車のかかりつけ医のような存在になりたいと思っています。

お客さまのカーライフに寄り添いたい。そんな想いで創業

商 談・P R の 場として毎 年 開 催しています。前 回 開 催 時

を決意しました。

（2021年3月）
には、新型コロナウイルス感染症対策を実施
し、約3,600名にご来場いただきました。今年度も感染症対
策を徹底し、
とよたビジネスフェアを開催します。

Q 事業内容を教えてください
A 国産車の車検や整備などを主に行っています。板金

出展の詳細につきましては、今月号折込チラシをご覧く
ださい。

塗装やタイヤ交換をはじめ、お客さまが車についてお困り
の際にはコンピューターシステム診断認定店として、幅広く

出展対象

〇ものづくり
（金属・機械関連・製紙・印刷・その他）

対応ができる環境を整えています。
「こんなこと頼めるかな？」と思うこともご相談ください。

〇環境・エネルギー関連 〇情報・IT関連
〇建築・住環境関連 〇健康・サービス関連
10月4日
（月）
〜12月20日
（月）

長い歴史と大切な想いを、
一杯のお味噌汁に

とよたビジネスフェア 2022 開催概要
テーマ
開催日時

サステナブルな未来をつくるために
2022年3月10日
（木）
・11日
（金）
10：00〜16：00

会場

スカイホール豊田
（豊田市八幡町1-20）

内容

自社技術・製品・サービス等の PR、セミナー

※愛知県が示すガイドラインに沿って感染症対策を実施します。

お問合せ

とよたビジネスフェア 担当 TEL：0565-32-4593

サービスでお客さまのビジネスに
適したソリューションをご提案する
株式会社トヨタエンタプライズの
社内カンパニーです。

4
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新 しい︑
共栄︒

「 共栄カンパニー 」は、幅広い

【住所】豊田市室町7ｰ17【営業時間】10:00〜17:00
【定休日】日曜日 【TEL】0565ｰ77ｰ2799

Instagram

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・小池 TEL：0565ｰ32ｰ4594

〇公共・大学関連 〇その他
（感染症対策関連含む）
募集期間

英自動車

とよたビジネスフェア 2022

“地域の皆さんの大切な大豆と塩をお預かりして、味噌を
仕込んでお返しする“そんな味噌の加工屋として始まった
野田味噌商店はのちに味噌製造業となり今年で創業93年。
先の大戦中、
海軍の岡崎飛行場の格納庫があった建物や、
大正時代の小学校の校舎を移築、
改装した味噌蔵を使用し、
400本以上の杉・桧でできた巨大な木桶でつくられた味噌は、
この地域の食文化を支えています。
昔は経験に頼るしかなかった仕込みの過程にコンピュー
ター制御を導入し、品質の安定化をすすめる一方、
あえて
生産過程では人工的な温度調節などを行わず“四季の移り
変わりのなかで時間をかけ、伝統的な木桶醸造で味噌を
育てる”という
「変えてはいけない根底」
を守り続けています。
古来から日本人が大切にしてきた味噌に関する食文化を
後世につなげるため、
25年前から市内小学生の校外学習など
で食育活動を行っています。
その活動が評価され、農林水

合資会社野田味噌商店（蔵元 桝塚味噌）
【住所】豊田市桝塚西町南山6
【営業時間】9：00〜17：00
【定休日】日曜日・祝日 【TEL】0565ｰ21ｰ0028
HP

合資会社 野田味噌商店
産省の「食と農林漁業の食育優良活動表彰」の「消費・安全
局長賞」
を受賞しました。
また、
グローバルな人口増加に対する
栄養源の確保の観点から大豆の代わりに「国産コオロギ」
と
米麹を使用した世界初の調味料「こおろぎ醤油」
を開発する
など培ってきた技術を活かした新規事業へも積極的に取り
組んでいます。
現在では「自画自賛」の意味で使われる
「手前味噌」
という
言葉。昔は一般家庭（手前）
で味噌を作る際、家庭によって
配合・環境・時間でそれぞれ味や個性が違い、
それを自慢
したことから生まれた
言葉とのこと。
作り手の想いや、蔵
の歴史を感じることの
できる野田味噌商店
が大切に育てた味噌
でつくる“ 味 噌 汁 ”を
ゆっくりと味わってみて
はいかがでしょうか。

四代目 野田 好成さん

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）
とよたcci.mail 2021／10月号
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まちなか回覧板

“クルマ”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

とよた元気プロジェクト

第9期とよたPR大使が決定！〜新とよたPR大使をご紹介〜
第 9 期とよた P R 大 使を務 めます

5月下旬より募集をした第9期とよたPR大使に3名が任命さ
れました。新とよたP R 大 使が元 気 いっぱいに豊 田の魅 力を
PRします！

お得意先へのお礼や、初めて訪問する企業への挨拶で印象を左右する手土産。
逸品揃いのWE LOVE とよたマルシェの商品を、様々なシーンでご利用ください。

●お菓子処 花月

●つたや製菓舗

お菓子でつなぐ、地元の思い出
コロナ禍でライフスタイルが

第９期とよたPR大使に選出し

変わっても楽しめる観光地や

ていただき、大変光栄に思い

美味しいグルメが豊田市には

ます 。応 援してくれ た 家 族 や

たくさんあります。豊田市の魅

友 人 、きっか け をくださった

力をより多くの 方 々に知って

全ての方に心から感謝してい

いただけるよう、精一杯PRし

ます 。活 動を通して 豊 田 市 の

ます。

豊田市のかつての地名「挙母」の名
前を使い、お土産を贈るとき、豊田
のことを知ってもらいたいという思
いを込めました。玉子を蒸してこし
た自家製の黄身餡が、やわらかな皮
に包まれ、ホッとする味です。

おお の

笹嶋 七海さん

大野 さくらさん

ころもの里

【住

しさを発信できることをとても
よたPR大使として、皆さまに

すず き

あい り

幸せのくらうん最中

9月9日の任命式では、3人の意気込みを表明しました。

第7期・第8期 お疲れ様でした

【 T E L 】0565ｰ28ｰ1490

●菓舗 近江屋
食べてみりん！4代目自慢の逸品

1ホール

どらやきの焼き皮であんこを包んだ
おいでん巻きは、砂糖は和三盆、小
豆は特大サイズの北海道産を使用。
生クリームを加えてふんわりとした
食感に仕上げました。卵も豊田産を
使用して、さらに美味しく地産地消
に努めています。

2,300円

１個

賞味期限：冷蔵で3日

つつ い

あ

とよたP R 大 使として 過ごした
2年間は、私にとって生涯忘れら
れ な い 宝 物 で す 。市 内 外 で の
活動を通して豊田というまちを
より一層誇りに思い、大好きに
なりました。皆さまからの暖かい
お言葉やご支援、誠にありがとう
ございました。
み

筒井 亜美さん

くら やま

さ

【住

所】豊田市御幸本町7ｰ211ｰ1

【 T E L 】0565ｰ29ｰ2480

今回紹介の4つの商品は、
のしとギフト包装が可能です！

150円

6個

1,100円

賞味期限：製造日から3日

シフォンケーキ 購入方法：

2年間ありがとうございました。
活動を通して、私自身も今まで
知らなかった豊田市の様々な魅力
を再発見でき、より一層豊田市
が好きになりました。これからも
豊田市の発展を陰ながら応援し
ています。

購入方法：

所】豊田市山之手4ｰ43

添加物を使用せず、全て手作りで
仕上げました。小原のたまごを使
い 、ふ わ ふ わ で 優し い 甘 さの シ
フォンケーキは、コーヒーや 紅 茶
との 相 性は抜 群 で す 。ちょっとし
たお手土産にもご利用ください。

届けていきたいです。

227円

賞味期限：製造日から夏季7日、
冬季10日

【住

やさしい甘さのシフォンケーキ

豊田市の魅力とともに笑顔を

鈴木 愛理さん

所】豊田市竹生町1ｰ2ｰ12

●City Cafe

嬉しく思っています。第9期と

１個

購入方法：

【 T E L 】0565ｰ32ｰ3517

た自慢の地元豊田市の素晴ら

トヨタ自動車の代表的な高級車「クラ
ウン」の形を模した最中です。最中
皮に当店自慢の粒餡･抹茶餡をタッ
プリ挟みました。桃餡「幸せのピンク
くらうん最中」も好評販売中です。

賞味期限：製造日から10日

よう努めます。

地 域とのつながりを大 切にし

豊田みやげといえば「幸せのくらうん最中」
！
一度は食べたい「幸せのくらうん最中」

1個 152円
箱入り10個 1,800円

魅力を多くの方に発信できる

ささ じま なな み

6

Vol.

おいでん巻き 購入方法：

【住

所】豊田市若林東町棚田24

【 T E L 】0565ｰ52ｰ0108
購入方法：

電話注文

メール注文

ＷＥＬＯＶＥ とよたマルシェ

FAX注文
検 索

き

倉山 沙葵さん

まちなかインフォメーション
10月2日（土）より参合館にてまちなかの情報発信等を行う、

豊田参合館１Fに
エリマネサロンがオープン！

6
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アンドスペース

（一社）TCCMによるエリマネサロン「＆SPACE」開設します。
サロンにはレンタルスペース等も併設し、イベント等による中心
市街地のより一層の盛り上がりが期待されます。
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Sou-navi

元気な企業は取り組んでいる！ 始めませんか

健康経営

日本政策金融公庫（国民生活事業）の事業資金のお借入れをご検討中の方へ

「インターネット申し込み」のご案内

Vol.6
STEP 5

健康経営に向けた５つのステップについてご紹介します。

便利 なポ イント

今月号はSTEP2健康課題の把握と
必要な対策の検討についてご説明します。

ポイント1
ネットで完結！ 来店や郵送は不要になるため、手続きがスピーディー

健康課題の把握（健康診断・ストレスチェックの実施）

ポイント2

STEP 3
STEP 2
STEP 1
基本作り

健康課題の把握と
必要な対策の検討

健康経営の実践に
向けた環境整備

従業員の心と
体の健康づくりに
向けた取組

取組の評価・発進

はじめに

定期健康診断・ストレスチェック等の結果を用いて従業員の健康
課題を把握しましょう。

24時間365日いつでもOK

今回はSTEP2

健康増進・過重労働防止に向けた具体的な計画・目標設定

ポイント3

健康課題に応じた個別の取り組みについて、具体的な計画や目標を設定しましょう。
（※）

必要な書類（決算書等）はインターネット上で提出可能
入力途中の情報を一時保存し、手続きを中断・再開することも可能

社内外への発信

（※）
【参考】
データヘルス計画書
厚生労働省HP

設定した計画・目標をHPなどで社内外へ発信しましょう。

◆アクセス、操作方法に関する説明動画は右記のQRコードからご確認ください。

2021年3月に健康経営優良法人を取得された 当所会員企業

近藤商事土木（株）の取り組みをご紹介します！

HPからのアクセス方法
① 日本政策金融公庫 で検索
②HPトップの 24時間365日受付中インターネット申し込み（国民生活事業）はこちら をクリック

お申し込み
受付

説明動画

③ 国民生活事業（事業資金）のお申し込みはこちら をクリック

設立50周年を迎えて、健康経営の取り組みに力をより入れられ、
「健康経営優良法人」も3年連続で認定されて
いる近藤商事土木（株）。全国健康保険協会の「健康宣言優良事業所」の銀賞も2年連続で受賞されています。

Q1. 行われていますか

どのような取り組みを

流れ
①メールアドレスの登録

STEP 4

登録メールアドレス宛に届くURLにアクセス

②情報の入力

情報を入力

③書類を添付

書類を添付
（添付書類は必要書類提出画面にて確認できます）

④完了

データの受付完了メールが届く

⑤面談

資金の使いみちや、事業の状況、計画について具体的にヒアリングします。

※後日、日本政策金融公庫の担当者より、面談や今後の手続き等について案内があります。

※お借り入れ制度によって、インターネットでのお申し込みができない融資制度もあります。
商工会議所の推薦が必要な経営改善貸付
（通称マル経融資およびコロナマル経融資）
は従来どおり当所にてお申し込みが必要のためご注意ください。

「あいスタ」認証店舗に対する感染防止資機材配付について

健康診断・ストレスチェックの実施は
もちろんのこと、結果をもとに経営陣
が従業員に対しての健康面談や、健
康経営アドバイザーによる研修を実
施しています。健康面談や研修を行
うことで、検査結果を踏まえ、自主的
に再検査を受ける方も増え、健康に
関する意識も高まり、風邪を引く従業
員も少なくなりました。

健康経営
について

Q2. 特に力を入れられた取り組みはありますか
健康について意識を高めてもらおうと、社内表彰制度「健康賞」を創設し
ました。従業員は健康の保持・増進について1年間の目標を立てます。そ
の目標に対し、努力や結果などを経営陣と健康経営エキスパートアドバイ
ザーが総合的に評価し、
「健康賞」を決定しています。昨年、第6回の表
彰を受けたのは禁煙外来に通院せず禁煙を成功させた強い意志を持っ
た方です。また、禁煙を希望する方を支援するため、禁煙を達成した方に
は禁煙外来の通院費や薬代などを全額補助する取り組みも始めました。
大切な仲間である従業員の健康を維持する取り組みを今後も続けたいと
考えています。

経済産業省HP
経済産業省

健康経営の推進

「健康経営」
を
始める前に

検 索

あいち健康経営ネットHP
あいち健康経営ネット

検 索

HP

HP

愛知県では、飲食店に対する第三者認証制度「ニューあいちスタンダード」
（通称あいスタ）の新規認証店舗および
認証申請済み店舗に対し、新型コロナウイルス感染防止対策の徹底を図るため、感染防止対策に必要な資機材を
配布しています。配付資機材については、選択したプランによって異なります。また、配布には申請が必要です。
配付資機材
Aプラン

CO2センサー

Bプラン

パーティション（アクリル板）

Cプラン

非接触検温器

Dプラン 感染防止対策消耗品セット
Eプラン

8

足踏み式消毒スタンド
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対策資機材申し込み期間
申請方法

〜11月30日
（火）

●あいスタ認証未申請の方：Webにて申請または郵送にて申請
●あいスタ認証申請済みの方：
登録済みメールアドレス宛に届いたURL入りのメールから申請

あいスタ認証および感染防止資機材配付についての詳細は
あいスタ専用Webサイト https://newaista-ninsho.jp/
または、専用コールセンター TEL：052ｰ977ｰ3655にてご確認ください。

（受付時間 10：00〜17：00土曜日・日曜日・祝日含む）

とよたcci.mail 2021／10月号
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エスディージーズ

SDGs（持続可能な開発目標）とは

Vol.2

脱炭素 カーボンニュートラルとは

Vol.2

気候危機を回避するため、今から取り組む必要があります

SDGｓとは？

17の目標と169のターゲット
（具体的な取り組み）
で構成

された国際社会共通の目標です。

世界の平均気温は2017年時点で、工業化以前
（1850〜1900年）
と比べ、既に1℃上昇したことが示されています。このままの状況が

今月号より、テーマ別にご紹介をします。

「貧困をなくそう」

ターゲット１

続ければ、さらなる気温上昇をはじめ豪雨や猛暑のリスクが更に高
まることが予想されています。こうした状況は、全ての生き物の生存
基盤を揺るがす
「気候危機」
ともいわれています。原因となっている
のは、温室効果ガスです。私たちが毎日の経済活動・日常生活を通じ

世界の人口のなかで10人にひとりが貧困のなか暮らしており、難民・避難民の数も年々上昇して

て排出しています。将来の世代が安心して暮らせる環境をつくるた

います。また日本でも
「十分に食事をとれていない子ども」
や
「教育を十分に受けることのできない

め、私たちひとり一人が主体的に取り組みを行う必要があります。

子ども」
が多くいます。貧困は人命に直結する問題です。

ターゲット1「貧困をなくそう」
についての取り組みをご紹介します。

カーボンニュートラルへの取り組みを聞きました
豊田市をもっと楽しく、もっと住みよくしていきたい。そんな志を持った豊田商工会議所青年部のメンバーを中心に有志

トヨタ生活協同組合では、
「貧困問題対策」
に参画しています。
◆フードドライブ

「賞味期限までに食べきれそうにない」
など組合員の皆さまの家庭に眠っている余剰

食品をお持ちいただき、食料支援を必要としている人に豊田市社会福祉協議会を通

じて渡すフードドライブをメグリア本店にて2020年秋に開催。43名の方が参加し、
食品総量78kgの寄附をいただきました。2021年度も、10月に複数店舗での開催を
計画しています。

◆こども支援活動

こども学習教室とは、無償で学習ができる機会を行政が提供しボランティア
が宿題等を教えて勉強の習慣を身に付けてもらう取り組みです。
トヨタ生協

は、食事としてセントレの手作り総菜を提供しています。また行政が年に数
回開催している
「こども食堂」
では、こどもが簡単に作れるメニューを管理栄
養士が提案し、料理指導を実施しています。

が集まり、豊田市の地域電力会社として
「おいでんエネルギー
（株）
」
を創立。
「エネルギーで笑顔あふれる地域の未来を
創造する」
を理念に、電気の小売りを通してエネルギーの地産地消を目指しながら、環境と地域にやさしい電気を販売し
ています。カーボンニュートラルについて、代表取締役の松原さまにお話を伺いました。
昨年からよく耳にするカーボンニュートラルという
言葉。実際になにをしたらいいのか分からない方も多
くいらっしゃると思います。
私は、今起きている気候変動に対して、自分事とし
て危機感をもち、未来の子どもたちが生きる世界をよ
りよくするために取り組む活動を行いたいと思ってい
ます。現在私たちは、再
生可能エネルギーとし
て太陽光発電の普及に
力を入れています。
「太
陽光発電」
と聞くと、初
期投資など少し抵抗が

ある方も多いのではないでしょうか。おいでんエネル
ギー（株）では、山林を切り開いて開発するのではな
く、地域と共生できる再生可能エネルギーを増やし、
地域内で利用する経済循環をつくりだす取り組みを
行うため、一般家庭や事業所に太陽光パネルを無償
で設置しています。
未来を生きる子どもたち幸せであるように、地域の
ために今何かできることはないか。ＣＯ２削減につい
て真剣に考え、身近なことから取り組むことが、必要
ではないかと考えています。

秋

のスイーツ
・栗とシュコラ
のパフェ
\1,500
・アップルパイ
アイス添え
\800

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
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・カボチャの
チーズケーキ
\500

・モンブラン
\700

〒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
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TOYOTA cci News

相談所より

無料の専門相談
税務相談

19日
（火）13：30〜17：00

記帳方法・税額計算・消費税の仕組み等

信用保証相談

告知

要予約

催 ※開催は原則、お申し込み後2週間以内
ご希望日に開
行政書士相談
13：30〜17：00
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

第２水曜日 13：30〜16：00

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。

法律相談

豊田商工会議所事業のお知らせ & 報告

ぜひご利用ください

専門家の力を借りたいとき、サッと手配します

13：30〜16：30

商取引・債権回収・交通事故・契約等のトラブルの
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。

自社株に関する相談 第2火曜日 13：30〜16：00

販売促進相談

集客・売上アップのためPOP・DM・イベント等

名古屋中小企業投資育成株式会社の職員が応じ
ます。

働き方改革相談

発明特許相談
労務相談

0120-006-802

13：30〜17：00

賃金・社会保険・就業規則・時短対策等

※予約がなくても対応します。 ※予約優先

中小企業診断士による個別相談開設

設 日

経営相談や各種補助金の申請手続き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・困りごとがありましたらお気軽に
ご相談ください。

【受付時間】8：30〜17：30

13：30〜17：00

アイデア・デザイン・意匠登録・商標・
サービスマーク等

19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

お問合せ・お申込み

13：30〜17：00

会

場

相談員
申込方法

お問合せ

告知

I T 相談 14：00〜17：00

HP作成やソフトの操作方法・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。

IT相談員

10月11日（月）〜11月30日（火）
1口につき500円

お問合せ

報告

お申込み

たに がわ

やま と

谷川 大和

3名

こんにちは！９月に入所し
た谷川大和です。下の名
前の「大和」で覚えていた
だくことが多かったので、
多くの会員さまに覚えてい
ただけると嬉しいです。こ
れから自分が生まれ育った
豊田市の発展に貢献でき
るよう全力で頑張りますの
でよろしくお願いします。

10月1日（金）〜11月5日（金）
QRコードよりお申し込みください
（公社）あいち産業振興機構
TEL：052ｰ715ｰ3068

300個

告知

担当 吉原・寺田
HP

T+CAGOでWE LOVE とよた
応援飲食券が使用できます！

WE LOVE とよた応援飲食券がフードデリバリーサー
ビスの実証実験「T+CAGO」で、使用できるようになり
ました。※料理の利用にのみ使用可能
T＋CAGOは現在飲食店・食品小売店の参加店舗を募
集しています！興味のある事業主の皆さまはお気軽にお
問い合わせください。
豊栄交通（株）
TEL：070ｰ2484ｰ2076

お問合せ

珠算能力検定1級満点合格 おめでとうございます！

第221回

猿投珠算学院の 浅沼

千裕さん
YOU'I石川の 奈良﨑 蒼大さん

第222回

YOU'I石川の 鈴木

寛菜さん

かけ算・わり算・みとり算の各100点、3種目計300点中、240点以上獲得で合格とな
ります。1級満点合格は1回の検定でわずかな人数しか達成できない「段位を取るより
も難しい」関門とされ、達成者は日本商工会議所より表彰されます。

関係
各所

「職場のメンタルヘルス対策セミナー」の
受講者を募集します

最近の多様化、複雑化する社会と職場環境のなかで、メンタルヘルス不調者
を生み出さない体制作りについての内容です。
■日時 10月20日（水）13：30〜16：00 ■場所 当所2F
■参加費 無料 ■申し込み期限 〜10月13日（水）
■お申込み 申込用紙はQRコードよりダウンロード
■お問合せ 愛知県西三河県民事務所産業労働課
HP
TEL：0565ｰ32ｰ7498

関係
各所

知ろう！作ろう！
マイナンバーカード

市職員が訪問して、マイナンバーカードの概要や利用例の
説明と申請受付を行います。従業員向けや来店者向けなど、
ご要望に合わせて実施できますので、ぜひお申し込みくださ
い。詳細は、QRコードからHPをご確認ください。
■お問合せ
豊田市市民部市民課
マイナンバーカード交付窓口
TEL：0565ｰ34ｰ6773
HP

無料

第221回（2月14日）と第222回（6月27日）珠算能力検定で、3名の方が1級満点
合格を達成。

〜申請を希望する団体を募集します〜
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刈谷市産業振興センター「あいおいホール」

報告

新入職員のご紹介

9月1日より１名職員が入所しました。

関係
各所

12

所

イルミネーションストーリー実行委員会
TEL：0565ｰ33ｰ0002
※新型コロナウイルス感染症の影響により当事業は変更となる場合があります

事前予約
（前日までにお申し込みください）

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・相談内容
事業推進部 事業管理G FAX：0565ｰ34ｰ1777

場

お問合せ

中小企業診断士 野中龍一氏、立岩義典氏

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）

2022年2月17日（木）13：00〜17：15

イルミネーションストーリー in とよた2021
個人協賛受付中

当所

員

時

お問合せ

協 賛 額

参 加 費

日

募集期間

総務部
よし ざこ
総務G 前田・吉迫

（ただし祝日は除く）
毎週 月曜日・火曜日 13：00〜17：00

定

発注企業と受注企業が一堂に会し、具体的な商談や情報交換を行う商談会を開催します。

協賛受付

関係
各所
10月19日
（火）

地域商談会（三河・知多会場）発注企業募集中！

限定

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。

日 時

告知

今年のテーマは「絆でつなぐ希望の光」。個人協賛を当所３F
で受け付けます。1口につき1 個イルミちゃんピンバッジ
2021ver.を進呈しています。

●中小企業相談所 TEL：0565ｰ32ｰ4594

本所

会費口座振替ならびに
納付のご案内

10月20日（水）に2021年度後期会費をお引き落
とししますので、前日までに指定口座へのご入金を
お願いします。
納付書でお支払いの会員さまは10月中旬に請求
書をお送りしますので、ご確認ください。

エコアクション21環境経営相談

18日
（月）13：30〜17：00

NEWS

障害者雇用をお考えの
企業の皆さまへ

愛知障害者職業能力開発校は、国が設置し、愛知県が
委託を受けて運営する障害者を対象とする職業訓練校
です。障害者雇用を検討される方はご連絡ください。
■お問合せ
愛知障害者職業能力開発校 担当 福田
TEL：0533ｰ93ｰ2102

モノづくり中小企業のデジタル技術
導入セミナー開催

製造業においてもIT活用の重要度が増しているなか、生産性向上のためのデジ
タル技術導入の重要性は理解しつつも、
「実際にどう推進していけばよいか分か
らない」といった方向けに、中小企業のデジタル技術導入に精通した i Smart
Technologies（株）兼 旭鉄工(株)都築敏氏を講師に迎えセミナーを開催します。
■日時 10月19日（火）
１4：００〜１6：００
■会場 ホテルトヨタキャッスル 2F 華の間西
■定員 ３０名（先着順・参加無料）
■主催 上郷鉄工会・愛知県労働局産業人材育成課・当所 上郷支所
■お申込み 上郷鉄工会事務局（当所 上郷支所）愛知・加納・原田
TEL：0565ｰ21ｰ0019

とよたcci.mail 2021／10月号
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日商簿記検定試験のご紹介

試 験 変 更 点について
統一試験

各受験方法のメリット
統一試験

●筆記用具での受験で日ごろの練習どおりにできる
●試験の日程が決まっているため学習スケジュールが立てやすい

●試験日の間際でも、受験申し込みが可能
ネット試験 ●試験後にその場で合否が分かる
●随時施行しているため受験機会が増える
お問合せ

事業推進部 事業管理G

当所HP
【試験日】11月21日（日）
【申込受付期間】10月5日（火）
〜10月22日（金）
【受験料】
1級 7,850円 2級 4,720円 3級 2,850円
お申し込み・詳細は当所HPをご確認ください

ネット試験

※申し込みを希望される方は簿記CBT/PBT試
お申し込み
験申し込みページよりお申し込みください。
ページ

会 場

ものづくり創造拠点SENTAN３Fセミナールーム

対 象

市内の中小製造業

参加料

無料

会 場
対 象

対 象

市内の中小製造業、建設業

TEL：0565ｰ80ｰ3731

定 員

11月19日（金）

ものづくり創造拠点SENTAN３Fセミナールーム

会 場

ものづくり創造拠点SENTAN2F

市内の中小企業

対 象

市内外の中小製造業

参加料
定 員

無料
8名

無料
10名

お申込み

ＱＲコードよりチラシをダウンロードし、必要事項を記載の上、下記問い合わせ先にご連絡ください。

お問合せ

とよたイノベーションセンター TEL：0565ｰ47ｰ1240 メール：ticinfo@toyota-innov.aichi.jp

会員制度と特定商工業者制度 について

商工会議所は法の定めるところにより、毎年地区内の商工業者の調査を行い、法定基準に照合して、特定商工業者を確認し、法定台
帳を整備しています。該当する方には、商工会議所法にもとづき、
「特定商工業者負担金（年額1,500円）」のご負担をお願いし
ています。※特定商工業者として、法定台帳に登録されただけでは会員ではありませんのでご注意ください。

会

員

特定商工業者に該当
かつ
商工会議所会員
特定商工業者

特定商工業者に
該当するかどうか
お問合せ

14

会費（4月・10月）
会費（4月・10月）
+
負担金（10月）
負担金（10月）

◆会員
自由意志によって加入。サービスを積極的に活用し、事業拡大を図るこ
とができます。

◆特定商工業者
商工会議所法により、ある一定以上（※）の企業は法定台帳への登録が
義務付けられています。会員・非会員問わず、商工会議所への負担金
（1,500円/年）の納入義務が課せられます。

毎年４月１日現在において、それまで引き続き6か月以上豊田商工会議所地区内に本社・支社・営業所・出張所・事務所・工場な
どを有する商工業者で、資本金または払込済み出資金が300万円以上または従業員の数が20名以上（商業・サー
ビス業は5名以上）のいずれかに該当する方

総務部総務G TEL：0565ｰ32ｰ4568

とよたcci.mail 2021／10月号

1泊2食、昼食、
夕食の基本料金より

5％割引

https://www.sanageonsen.jp

１０％割引

8 トヨタセントラルゴルフ

（受付時間 9：00〜17：00）
※他の割引との併用不可
※クーポンを持参ください

※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

プリペイドカード
新規ご購入時に

50球追加

（2,200円 or 5,200円スマイルカードは除く）

TEL：0565ｰ58ｰ2900

10 はんこ屋さん21豊田店
名刺・封筒の
初回データ作成代

無料

TEL：0565ｰ32ｰ3253

https://hankoyasan21.net

12 プラザホテル豊田

※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

ＴＥＬ：0565ｰ58ｰ3500

http://www.toyotahotels.co.jp

TEL：0565ｰ42ｰ5717

11 フォレスタヒルズ

１０％割引

TEL：0565ｰ33ｰ7337

１０％割引

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

食事

１０％割引

宿泊

※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

※上限3,000円まで ※1枚につき4名さままで利用可

9 豊田プレステージホテル
※１枚につき１室（３泊）
まで

※他の割引との併用不可

TEL：0120ｰ890ｰ901 http://migax.net

飲食代

無料

宿泊代

１０％割引

さらに

6 天ぷら 御食事処 まつ葉

7 豊田カントリー俱楽部

入会金3,300円

参加料

コーティングに限りキャンペーン価格より

4 シティホテルアンティーズ

お得にプレーできるグリーン友の会

10月7日（木）14：00〜16：00

日 時

豊田商工会議 所

TEL：0565ｰ45ｰ6111

ものづくり創造拠点SENTAN３Fセミナールーム

教育現場で使用されているブロックを活用した簡単なプログラミン
グを I oTで体験します。

無料

1,400円

ホテル
金泉閣

日 時

次期後継者が見当たらない企業・他社の経営ノウハウと自社事業との
相乗効果を狙って成長を考えている企業の皆さま必見です。
参加料

大人通常1,500円を

会 場

誰でも簡単！ IoTを即実践！ＩoＴ体験講座 受講者募集案内

10月22日（金）14：00〜16：00

TEL：0565ｰ42ｰ4266

TEL：080ｰ6972ｰ9190

スモールM&A（第三者事業承継）セミナー

日 時

3,278

通常3,828円→

最大50％割引（完全予約制）

事業承継の段階に応じたステップや後継者の生の声をお伝えします。

10月19日（火）13：30〜16：00

カラーリングリタッチ料金

岩風呂
入泉料

●他券との併用不可 ●有効期限 2021年11月10日まで

2 車のコーティング MIGAX NB
※新規の方のみ
※全体染め、ロング料金は
プラス1,000円〜
円（税込）※特殊カラーはやって
いません

高校生の方まで通常料金より

後継者支援セミナー 受講者募集案内

日 時

1 かみいろ美人

豊田商工会議所会報 2021.10月号

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。

ご利用上の注意

5 脱毛サロン Punana

とよたイノベーションセンターからのご案内
問題解決・品質管理の実践的な活用法が身につく講座です。

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）

3 猿投（さなげ）温泉

ネット試験会場でPCを使用し
随時施行します。

TEL：0565ｰ32ｰ4569

問題解決力を身に付ける
QC7つ道具 実施講座のご案内

豊田のオトクーポン！
ご利用方法

〈第159回 簿記検定試験〉
日商HP

共通クーポン

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）

日程・お申込み

2021年度からの変更点
●試験時間 2級120分 → 90分 3級120分 → 60分
●出題問題数 3級5問以内 → 3問以内
●答案用紙のほか試験問題と計算用紙は全て回収

クーポンコーナー

受験機会が増え
チャレンジしやすく
なりました

https://www.forestahills.jp

13 flower note

１０％割引

花束 アレンジメント
胡蝶蘭 観葉鉢 など お花

10％割引
宿泊 30％割引

げんき食堂WAKU家
飲食・テイクアウト
プラザホテル
豊田

ＴＥＬ：0565ｰ29ｰ1811

メンズサウナプラザ
入泉 2,300円を

https://www.plaza85.co.jp

14 ホテルトヨタキャッスル
※他の割引との
併用不可

店舗詳細は「フラワーノート」で Web 検索を

宿泊

３０％割引

※１枚につき１室（３泊）
まで

ＴＥＬ：0565ｰ77ｰ7015（月〜金／10：00〜19：00）

TEL：0565ｰ31ｰ2211

15 ホテル松風（レストランwindy）
※1枚につき10名さままで利用可
宿泊１
０％割引 ※基本料金より ※他の割引との併用不可
※クーポンをご提示ください
食事１
０％割引（朝食バイキング・日替ランチ・仕出し）

16 名鉄トヨタホテル

ＴＥＬ：0565ｰ28ｰ2797

http://hotelmatukaze.com/

17 有限会社 真栄コーポレーション
ハウスクリーニング エアコンクリーニング

１０％割引 １０％割引

1,500円

※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

※2台目以降
さらに割引有

TEL：0120ｰ85ｰ1907

19 やわらかとんかつ かつ雅

プレゼント

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

※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

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

１０％割引

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

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！
TEL：0565ｰ34ｰ2583

販 売

〈本所のみ〉
※要事前予約

080ｰ6993ｰ0847

豊田市温浴施設じゅわじゅわ

（ほっとかん内）

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

とよたcci.mail 2021／10月号
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