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10月23日   崋山の郷土ふれあいまつり（崋山劇） 
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第9回田原市民まつり協賛　崋山の郷土ふれあいまつり 

 崋山劇  

富くじ抽選会 田原三山賞表彰式 ふれあい教室 

青年部子供向けビンゴゲーム 法人会企業マーク当てクイズ 餅投げ景品交換 

商工会支部パレードカー 

平成23年10月23日（日）はなのき広場及び文化ホールにて開催されました 
会員の皆様には、ご協力・ご支援を賜りまして厚くお礼申し上げます。当日の朝、大雨が降り
一時はどうなることかと思いましたが、開催時間には天候も持ち直し、終日にぎやかに無事終
了することができました。ありがとうございました。 

崋山劇とは… 
　田原中部小学校の学芸会で70年以上

続いてきた、渡辺崋山の少年時代を題材

にした歌唱劇です。現在は「立志」、「板

橋の別れ」の二編を上演しています。 

ご協力いただきました田原中部小学校の 
皆様ありがとうございました。 
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ふれあいテント村

七福神＆ちんどん屋＆大道芸

この他に各地区・支部、会員の方々にご出店いただき盛況なテント村となりました。

ご協力ありがとうございました。

女性部 

バザー 

青年部 

子供ゲーム 

法人会 

税金クイズ 

青申会 
税金クイズ 

金融協会 
子供向け 
ストラック 
アウトゲーム 

商工会 
アーチ 
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田原三山賞「春の田原市十景」入賞者 

三 山 賞 

特 別 賞 

崋山賞 

春
山
賞 

鳳
山
賞 

 鈴　木　伸乃香（若戸小学校　３年） 
 中　村　壮　志（神戸小学校　４年） 

入 賞 
伊藤優芙佳（若戸小学校　６年）　　坂田英次郎（田原中部小学校６年） 

林　　満天（神戸小学校　２年）　　八木　佐織（田原中学校　　３年） 

小久保茜里（伊良湖小学校３年）　　菊池　美空（田原南部小学校２年） 

木田野乃華（若戸小学校　６年）　　a橋　沙和（亀山小学校　　３年） 

岡田奈那美（福江小学校　５年）　　中村　祐実（清田小学校　　６年） 

江戸時代後期に田原藩家老「渡辺崋山」藩医
「鈴木春山」儒学者「伊藤鳳山」はともに田原
の三大山と謳われました。こうしたことから当商
工会は田原が名実ともに崋山の郷土であること、
又まちづくりの一環として田原三山賞を設け「田
原市十景絵画展」を行い崋山先生を顕彰してい
ます。この絵画展へは83点の応募があり、ま
ちづくりの視点を勘案し慎重な審査の結果、次
の方々が入賞されました。 

田　原　市　長　賞  
田 原 市 教育委員長賞  

渡　辺　雅　人  
（福江中学校3年） 

なべ わた まさ と 

樋　口　佳　那  
（中山小学校5年） 

か ひ ぐち な 

白　井　裕　貴  
（若戸小学校6年） 

い しら ゆう き 
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平成23年度　被表彰者のご紹介 

各表彰式において次の皆様が表彰されました。おめでとうございます。 

＝愛知県商工会連合会表彰事業＝　　平成23年9月30日　 
　◆連合会長表彰（役員功労者） 
　　　冨田　健治（冨田電器） 牧野　勝弘（牧野食品工業㈱） 
　　　山田　　裕（㈱欣龍） 伊奈　三夫（㈱ごみっこ） 
　　　柴田　　昇（柴田屋酒店） 
　◆連合会長表彰（青年部・女性部功労者） 
　　　大久保　篤（㈱山大鉄工所） 藤井　研充（藤井畳店） 
　　　柳田きくよ（柳田建設㈱） 
＝愛知県商工会連合会東三河支部表彰事業＝　平成23年10月13日　伊良湖シーパーク＆スパ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　◆愛知県知事表彰（優良従業員） 
　　　鈴木　規夫（丸源㈱） 
　◆東三河支部長表彰（優良従業員） 
　　　鈴木　雅貴（㈱田原観光情報サービスセンター） 
　　　玉井美喜子（赤羽根ヂーゼル） 
　◆東三河支部長表彰（優良事業所） 
　　　福　　住　　　タイヨー化学工業㈱　　 
　　　㈱藤　善　　　㈱丸吉さいとう建築 
＝商工会全国大会に係る表彰事業＝　平成23年11月24日　ＮＨＫホール 
　◆全国商工会連合会長表彰（役員功労者） 
　　　大羽　照夫（いりやま） 
＝田原交通安全功労者感謝状贈呈＝　平成23年9月22日　田原文化会館文化ホール　 
　◆田原警察署長・安全協会田原支部長感謝状 
　　　田原市商工会女性部 

㈱アムズワンフー（北京飯店） 

豊橋ケーブルネットワーク㈱田原事務所 

事　業　所　名 事 業 主 名  地　　区（班　別） 業　　種 
童浦地区（牧野理事） 

萱町一区（松井理事） 

8～10月新規加入会員のご紹介 

水　谷　　　忍 

中　村　捷　二 

飲 食 業  

電気通信業 

（伊良湖シーパーク＆スパ） 
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5

安定した工業用水道をご利用下さい。
愛知県では、産業活動の発展と地盤沈下の防止のため、昭和36年から工業用水道の給水を開始し、現在では

33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m
3
の（ナゴヤドームの容積とほぼ同じ）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、昭和45年から蒲郡地区の事業所に給水を

開始し、その後、豊橋・田原地区、御津地区を給水対象に加え、平成23年4月現在では、蒲郡市を始め4市に立

地する54事業所と1日当たり約9万m
3
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m
3
の給水契約をし、輸送機器製造業を始め食品製造業、化学工業等、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頂いております。 

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/m
3
）の工業用水道を是非ご利用下さい。 

尚、愛知県の特定（産業別）最低賃金（7業種）については、現在、改正等のため調査審議中ですので、今後の

改正状況に注意して下さい。 

詳しくは、愛知労働局労働基準部賃金課（ＴＥＬ052－972－0257）、または、豊橋労働基準監督署にお

尋ね下さい。 

｢雇用促進計画｣をハローワークに提出し、1年間で5人以上（中小企業は2人以上）、かつ、10％以上従業員

数を増加させた事業主に対して従業員数の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます。 

この他に税額控除を受けるには一定の要件を満たす必要がありますので、詳細についてはハローワークへお

問い合わせ下さい。 

〈豊橋公共職業安定所　求人部門　TEL0532－52－7194〉 

雇用促進税制とは？ 

前年より従業員を一定以上増やす等の要件を満たした事業主が、法人税（または所得税）の

税額控除が受けられる制度です。 

　「愛知県最低賃金」は、10月7日から 
　　　　　　　　　　時間額　750円　に改正されました。 

ＴＥＬ 0532－61－2836 
ＦＡＸ 0532－61－5431 
E-Mail　higashimikawa-suido@pref.aichi.lg.jp

愛知県東三河水道事務所配水課　送水・配水グループ 問い合わせ先 

東三河工業用水道よりお知らせ 

愛知県最低賃金改正のお知らせ 

雇用促進税制がスタートしました 



6

広報委員の○○な話 

専門家派遣制度をご利用下さい 

無料で専門家を派遣します。 

最近テレビコマーシャルなどで、『低燃費タイヤ』という言葉を耳にす

ると思います。 

『低燃費タイヤ』とは、何のことでしょう。 

『低燃費タイヤ』は、タイヤが回転する時に地面との間で起こる摩擦（転

がり抵抗）を少なく（抵抗値を低く）してあるよく転がるタイヤのことを言

います。 

転がり抵抗が少なくよく転がるということは、同じ量の燃料でより多く

進むことができるようになるため、『低燃費タイヤ』と言われています。 

但し、この転がり抵抗が低くなると、タイヤの基本的な動作である「発進」「曲がる」「停止」に影響が出るこ

とになります。そこで、現在販売されている『低燃費タイヤ』は、こういった基本動作に影響がでないように、ゴ

ムに添加する　材料を改良したりして、相反する課題を克服しています。 

一説では、普通タイヤから低燃費タイヤに変更すると、燃費が数パーセントも向上するとも言われています。

地球にも優しい、『低燃費タイヤ』を皆さんも試してみてはいかがでしょう。 

広報委員の○○な話 

（by T.M） 

小規模企業経営者が抱える経営・技術の課題をエキスパートが解決します。 
国・県の支援制度ですので安心してご利用頂けます。 

企業体力に乏しい小規模企業はどうしても技術面で遅れをきたしてしまいがちです。 

専門家派遣制度は技術対策等に悩んでおられる小規模企業の皆様に対して、技術と知識提供を支援する制度

です。すなわち、専門的技術や実践的技能について深い知識や技術を有する専門家を委嘱登録し、小規模企業の

皆さんのご要請に応じて派遣し適切な指導・助言を行う事業です。派遣される専門家も信頼できる人材ばかり

であり、安心してご利用いただけます。 

また、創業を予定している方もご利用いただけます。 

例えばこんな時にお手伝いします！ 

※１　１事業者につき１テーマ１日に限り、原則として無料です。 

※２　２回目以降は派遣に係る経費（専門家謝金及び旅費）の３分の１を事業者に負担していただきます。 

※３　１事業者に対する専門家の派遣日数は、年間３日以内です。 

■経営ビジョンをつくりたい 
■マーケティング戦略をつくりたい 
■ＩＴを導入した経営をおこないたい 
■社員の教育訓練を指導してほしい 
■店舗を改装したい 
■商品デザインを見直したい 
■事業の転換・多角化をおこないたい 

■新規開業についてアドバイスが欲しい 
■生産管理・品質管理を推進したい 
■工場設備の導入・レイアウトを改善したい 
■新技術の導入をすすめたい 
■省力化、省エネルギー対策を検討したい 
■特許・実用新案・商標をとりたい 

知っていますか？　低燃費タイヤ 

問い合せ先　田原市商工会 
 ＴＥＬ0531-22-6666迄 



（個室のシャンプースペース） 

（ふわふわ蟹玉） 

『北京飯店』 

『美容室　Ｍ』 

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　田原市浦町上ノ原7-1 
Ｔ Ｅ Ｌ　23-7677 
定 休 日　年中無休 
営業時間　11:30～14:30 
　　　　　17:30～深夜0:00

場　　所　田原市田原町築出20-1 
Ｔ Ｅ Ｌ　36-5545 
受付時間　9:00～19:00（予約優先制） 
定 休 日　毎週月曜日＆第1火曜日＆第3日曜日 
Ｈ　　Ｐ　hairsalon-m.com

こだわり食材　本格中華の店

あなたと髪にやさしい美容室

田原で美容室をＯＰＥＮすると決めてから、地元の方か

ら色 な々意見を集めました。

すると意外にも多くの方々

が豊橋のサロンに通って

いるという現状を知ること

に･･･「豊橋の有名サロン

で培った技術と接客

で、地元“田原”を盛

り上げられるようにが

んばります！」地元初

導入のカラーやトリー

トメント、多数用意し

ております。是非一

度ご来店下さい。 

 

今年の4月浦町上ノ原に開業しました。 

中華と言えば“餃子”トコトンこだわり、ミンチ肉は使わず

遠州黒豚肉を使用し、うま味を逃さないためすべての食材

を手切りし丁寧に包みこんでいます。 

勿論　他の料理も王府グループの周総料理長のもと、

人気の麻婆豆腐をはじめ北京飯店ならではのオリジナル

料理を沢山用意し

ております。 

また、周総料理長

得意の宴会料理は

50名様まで可能な

宴会場で堪能でき

ます。 

ワンフー 

サ
ー
ク
ル
Ｋ 

精文館 パオ 

文化会館 

セブンイレブン 

童浦小学校 

北京飯店 

交番 

パオ 

丸栄 

交番 文化会館 

セントラルコート 

美容室Ｍ 美容室Ｍ 
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