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・役員視察研修会に行って参りました！　　　　　　　　  　 
・ニューボイス特集号掲載希望者募集！　　　　　　　　　　 
・ＩＴなんでも相談会開催！ 　　　　　　　　　　　　　　 
・日本政策金融公庫セーフティネット貸付の拡充             　 
・東三河高等技術専門校職業訓練生募集！　　　　　　　　　 
・安定した工業用水道のご利用を　　　　　　　　　　　　 
・お店紹介コーナー 　　　　　　　　　　　　　　　　　 
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7月18日　田原の夜店あかばねロコステーションで開催いたしました。 
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青 年 部 コ ー ナ ー  

７月１１日　はなとき通り

ドラバス

７月４日　めっくんはうす

７月１８日　あかばねロコステーション

７月２５日　はなとき通り

　7月の第1～第4土曜日にめっくんはうす並

びにはなとき通りそして今回は赤羽根開催を第

3週7月18日として3月にオープンした道の駅

あかばねロコステーションで開催いたしました。

幸い4週とも梅雨にもかかわらず天候に恵まれ、

大盛況でした。特にあかばねロコステーション

と7月25日のはなとき通りでは初めての試み

として「どらバス」を展示したところ子供から

大人まで大変たくさんの方に写真や乗車をして

いただき喜んでいただきました。何よりも事故

も無く無事開催することが出来たことを本当に

よかったと思っております。 

 

　私たち青年部にとってこの夜店事業は、部員相互の団結力や意見交換の場であると共に 

地域や各種団体等との交流の場であることを認識させ部員にとって大変貴重な体験の場と位置づけ

ています。 

　今後もこの「田原の夜店」を楽しみに来てくれる方々のために、部員一同より一層力を合わせて

取り組んで行きたいと思います。 

　最後にこの夜店事業に多大なるご協賛・ご協力をいただきました皆様へ紙面をおかりして厚く御

礼申し上げます。 
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女 性 部 コ ー ナ ー  

商 業 部 会 コ ー ナ ー  

　県主催表浜海岸共同パトロールの一環であかば
ねロコステーション前海岸のゴミ拾いを行いました。
商工会女性部員19名の参加があり、大勢のサーフ
ァーを横目に空き缶、ペットボトル、ガラス、漁
網等を燃えるゴミ、燃えないゴミとに分別しなが
ら集めました。 

表浜海岸共同パトロールへ参加しました

講習会が開催されました 

日時／平成21年5月10日（日） 

場所／あかばねロコステーション前海岸 

　田原市のご協力を頂き、『たはらエコ・ガーデンシ
ティ構想』7プロジェクトの概要とその取り組み状況
等についてわかりやすく説明して頂きました。また、
市役所廃食用油燃料化装置、風力発電所並びに炭生館
を視察しました。 

日時／平成21年6月19日(金） 
場所／田原市役所南庁舎6階講堂、炭生館 
題名／－環境に配慮した街づくり－ 
　　　たはらエコ・ガーデンシティ構想について 
講師／田原市　市民環境部エコエネ推進室 
　　　　室長　渡邊　澄子　氏 

【期間】平成21年10月3日（土）～18日（日）の16日間 

【方法】1，000円お買い上げ毎に、富くじ抽選券1枚を進呈 

【抽選】平成21年10月25日（日）午前 

　　　　はなのき広場ステージ 

【当選】当選総数12，489本 

　　　賞品は全て参加店で利用可能なお買い物券です 

 

富くじ抽選券付き大売り出し　参加店募集中！

　さて、毎年恒例となっております田原市民まつり協賛大売り出しの時期が近づいてまいりました。つきまし

ては、下記の事業概要により参加店募集を開始しますので、地元商業者あげての元気な大売り出しとなります

ように、皆様のご参加をよろしくお願いします。 

　参加店募集締切は9月14日（月）です。 
富くじ抽選券は7，500円（500枚×15円）から100枚単位での販売となります。 
 
　参加のお申込み・お問い合せは、各地区富くじ委員又は田原市商工会本所（℡22-6666）まで 
お願い致します。 
 

＜参加店募集について＞   
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　本年5月15日に総代会が開催され、任期満了に伴う役員の改選があり新役員体制がスタートしま

した。このため役員改選時（3年毎）に行っています役員・総代研修会を7月10日（金）に商工会

館研修室において実施し48名の方が出席しました。 

　講師に愛知県商工会連合会　企画指導課長　水野誠治　氏、中小企業診断士　余合正司　氏、㈱ビジネ

スリンク　代表取締役　西川幸孝　氏の3名を迎え、それぞれ「商工会役員総代の役割」、「商工会事

業」、「これからの商工会に期待するもの」をテーマとし講演をしていただきました。 

工業部会コーナー 

役員・総代研修会を開催いたしました 

１級建築施工管理技士（学科）受験対策講習会 地元企業と学校関係者との意見交流会 

　平成21年5月3日(日)、4日(祝）、5日(祝）、

10日(日）、24日(日）、31日(日）の6日間に

わたり、1級建築施工管理技士（学科）受験対

策講習会が開催され6名の参加がありました。

この事業は業界の専門化が進んでいることに対

応するため知識と技術レベルを向上し、人材育

成を図るために行っています。 

　尚、9月に1級建築施工管理技士（実地）受

験対策講習会を、10月に2級土木施工管理技士

受験対策講習会を開催する予定をしています。 

　平成21年6月25日(木)、田原市商工会館2階

研修室において、新卒者採用予定企業15社と

学校関係者15校が円滑な求人求職活動ができ

るよう意見交換を行いました。 

　又、昨年と同じく講師にアシスト企画代表取

締役の安恒穣氏を迎え、「採用が厳しい今、企

業ができること、学校が行うこと」をテーマと

したミニ講演会も開催しました。 
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役員視察研修会に行って参りました！ 

ニューボイス特集号掲載希望者募集！ 

２０１０年ニューボイス特集号（東三河優良企業就職情報）

発行に係わる掲載希望者の募集

　当商工会では大学生(大学、短大、各種専門学校)新卒者の地元企業への就職と地域産業の人材確
保の促進をはかるため、新卒求職者と求人企業のパイプ役として、皆様の採用活動への支援事業
を行っております。 
　つきましては、以下の要領で「ニューボイス特集号（東三河優良企業就職情報）」掲載企業の
募集を致しますので、掲載ご希望の方は、9月25日(金)までに当商工会へ電話にてお申込み下さ
い。 
　尚、この事業は豊橋・豊川・蒲郡商工会議所・新城市・田原市商工会が共同で実施します。 

　今回の視察内容は、農商工連携事業で認定された『中島菜を活用したスイーツの開発・製造・販

売』について七尾商工会議所へお伺いし、連携体とサポート機関より説明を受け、意見交換をいた

しました。また、道の駅のとじま、氷見フィシャーマンズワーフを見学しました。 

1.　　　　　　平成23年3月卒業見込の大学生等（大学、短大、高専、各種専門学校） 

2.　　　　　　約200ページ（1社１P、21年実績168社） 

　　　　　　　Ａ4判 

3.　　　　　　平成22年1月1日（予定) 

4.　　　　　　6,000～7,000部を予定 

5.　　　　　　東三河出身の大学、短大、専門学校生、全国主要大学他 

6.　　　　　　55,000円（インターネットへの就職情報掲載代含む） 

対象学生 

体 裁  

 

発 行 日  

発行部数 

配 布 先  

掲 載 料  

発行概要 

７／１２〜１３　石川県七尾市へ役員視察研修に行ってきました。
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日程　第1回　平成21年　9月　28日（月） 
　　　第2回　平成21年11月　5日（木） 
　　　第3回　平成22年　2月　3日（水） 

時間　午前10時～午後4時 

※日程は参加される会員様の都合により変更する場合がございます。 

 
昨年度の事例・・・ホームページの作成、会計システムの構築、 
　　　　　　　　　ホームページマーケティングなど 

日本政策金融公庫セーフティ貸付の拡充 

セーフティネット貸付を拡充しました！

（1）経営環境変化資金・金融環境変化資金 

①最近の売上、利益率等が減少するなど業績が特に悪化している場合 

　　1.9％　【基準利率2.2％　－　0.3％】 

②雇用の維持・拡大を図る場合 

　　2.1％　【基準利率2.2％　－　0.1％】 

③上記①②のいずれの要件にも該当する場合 

　　1.8％　【基準利率2.2％　－（0.1％＋0.3％）】 

率は7月10日現在です。 

返済期間が5年を超える場合は異なる利率が適用されます。 

○セーフティネット貸付をご利用いただく場合の上乗せ利率 

　0.35％　←　0.65％ 

＊上記（1）③の要件に該当し、第三者保証人を不要とする融資をご利用いただく場合 

　2.15％　【1.8％＋0.35％】 

〒440－0806　豊橋市八町通2－15　　電話（0532）52－3191

豊橋支店　国民生活事業（こくきん） 
融資相談係　罍（モタイ） 

（2）第三者保証人等を不要とする融資 

ＩＴなんでも相談会開催！（無料） 

　情報処理技術の専門家を招いて業務システム・会計税務等の個別相談を行います。パソコンに関

わることならなんでもご相談下さい。専門家とマンツーマンでの相談になります。わかりやすく丁

寧に問題を解決していきたいと考えております。1回の相談で解決できない場合は2回・3回と参加

できます。 

　参加を希望される方は商工会（ＴＥＬ22-6666（代））までご一報ください　 
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問い合わせ先 

東三河高等技術専門校職業訓練生募集！ 

安定した工業用水道のご利用を 

　愛知県では、産業活動の発展と地盤沈下の防止のため、現在38市町村を4つの事業に分け、木曽川・
矢作川・豊川の各水系のダムを水源とし、およそ370事業所に1日当たり約125万㎥の工業用水道を給
水しています。 
　当地域では、宇連ダムを水源とする東三河工業用水道事業により、平成21年4月現在蒲郡市を始め4
市に立地する55事業所と1日当たり約9万㎥の給水契約をしています。 
このうち豊橋・田原地区には34事業所と1日当たり約7万㎥の給水契約をし、多種多様の企業において
ボイラー用水、冷却水、洗浄用水などにご利用いただいております。 
　工業用水は水道水と異なり、ろ過や塩素処理を行っておらず、その分安価に受水できます。 
　安定した水量、水質、安い料金（32円／㎥）の工業用水道を是非ご利用下さい。 

各科とも30名 

職業を転換しようとする方等で、中学校卒業以上、またはこれと同等以上の学力を有する 

と認められる方。 

平成21年7月22日（水）～8月31日（月） 

入校願書は公共職業安定所及び本校にあります。 

平成21年9月7日（月）　面接試験 

平成21年10月1日（木）～平成22年3月12日（金）まで 

①受験料及び授業料は無料で、実習に必要な機械、工具、材料は本校で用意します。 

②雇用保険受給者の方で、公共職業安定所長の指示を受けた方は、訓練期間中雇用保険 

　（基本手当、通所手当）が支給されます。 

③訓練修了者は、修了証書及び所定の資格が取得できます。 

教科書、作業衣の経費として約20，000円が必要です。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

愛知県立東三河高等技術専門校 
平成21年10月入校 職業訓練生募集 
○募集科名 

 

 

○定　　員 

○応募資格 

 

○募集期間 

○応募方法 

○入校選考 

○訓練期間 

○特   典 

 

 

 

○経　　費 

・金属加工科・・・・・金属製品製造業等に必要な知識と技能を習得します。 

・木材工芸科・・・・・家具職人などに必要な知識と技能を習得します。 

・住宅デザイン科・・・住宅アドバイザー等に必要な知識と技能を習得します。 

 

東三河高等技術専門校 
 

 
〒440－0012　豊橋市東小鷹野二丁目9番地1 
愛知県東三河水道事務所配水課　送水・配水グループ 
ＴＥＬ：0532－61－2836（代） 
ＦＡＸ：0532－61－5431 
E-mail：higashimikawa-suido@pref.aichi. lg. jp 
ＵＲＬ：http://www.pref.aichi. jp/suido/

〒441－1231　豊川市一宮町上新切33－4 
TEL　0533－93－2018 
FAX　0533－93－4267



（←）ミルク大福・金魚 

『たかみ屋』 

『ｏｈａｃｏ』 

お店紹介コーナー  

“お店紹介コーナー”では、紹介して欲しいお店を募集しています。「新しくしたお店」、「あのお店はすばら
しいから皆様に知って欲しい」等自薦他薦は問いませんので、広報委員又は商工会までご連絡下さい。 
ご連絡頂いたお店（※商工会員に限る）を委員会にて検討の上、取材にお伺いし“商工会だより”に順次
掲載いたします。 

お店紹介 
コーナーの 
掲載募集 

この広報誌は、再生紙を使用しています。 

場　　所　田原市大久保町 
Ｔ Ｅ Ｌ　22－3761 
定 休 日　月曜日 
営業時間　午前7時30分～午後7時30分 

場　　所　田原市野田町 
Ｔ Ｅ Ｌ　25－0181 
 
定 休 日　日曜、第1・3月曜   
営業時間　午前8：00～午後6：00 

当店では、ミルク大福などの定番商品から、金魚など
季節を取り入れた商品を常時３０種類以上御用意して
お客様をお待ちしております。 
また、たまるカード２倍進呈企画として、お年忌の引き
物をセットでご購入頂くとポイント２倍！！ 
 
 
 
 
 
 
 

皆様ぜひお越し
ください。お待ちし
ております。 

甘党大好き！ミルク大福

海の見えるカフェスペースへようこそ！

５月にオープンしました

パンとカフェと雑貨のお店『ｏｈａｃｏ』は、今年５月野田町に
オープンしました。 
ひとつひとつ手作りのパンは、お持ち帰りももちろんできます
が、海の見えるカフェスペースでゆっくり召し上がっていただ
くのもオススメです。 
カフェメニューは、手作りパンで作った自慢のサンドイッチな
どの他にも、日替パス
タやケーキセットも人
気です。 
また雑貨コーナー
には全国の作家さん
による手作り雑貨が
ズラリと並んでいます。 
ぜひお気軽に遊び
に来てみてください。 

 

例 　５，０００円×３０人前＝１５万円   

　　なんと３０万円分のポイント進呈！！ 

ohaco★ 

★ 

TAKA工房 

秋葉神社 

２５９ 

２ 田原街道 

馬草口 

２５９ 

２８ 

たかみ屋 
南部小学校 

大久保南 

大久保 

農業高校 

田原バイパ
ス 

7



  


