
とうしん地域活力研究所Region Vitality

T O N O  S H I N K I N  B A N K

　創業支援

　新事業展開(第二創業)支援

　事業承継支援

　M&A支援

　人材紹介業務

　認定支援機関業務

　海外展開支援

　経営コンサルティング

　地場産業活性化支援

　中心市街地活性化支援

　観光振興

　NPO支援

　地域経済動向調査

　人材育成・金融教育

　産学官連携

（講義棟・研修棟・芝生広場）

とうしん学びの丘“エール”
地域に開かれた人材育成の拠点

コンサルティング業務

地方創生・シンクタンク業務



◉施設のご利用について
•地域の人材育成あるいは美濃陶芸文化発展に寄与する目的にご利用

　いただけます。

•利用期間は、同一施設につき連続 5 日以内とします。

•利用時間には、準備及び原状回復のための時間を含みます。

※ご利用にあたっては、所定の「利用許可申請書」を右記の期間内にエール

　管理課へ提出してください。

◉ご利用の制限について

創 業 期
夢の実現を
サポートします
◉未来チャレンジ

◉創業支援制度　　　
　＆創業サポートローン

◉「とうしん創業塾」　

◉経営サポート
◉M&A…事業拡大戦略として
　～M&A資金調達「The次世代」～
◉新事業展開(第二創業)支援
◉人材紹介業務
　■後継者候補・即戦力人材の採用

　■経営コンサルタントの活用

　■プロフェッショナル人材のシェアリング

　■外国人材の活用

◉認定支援機関業務…事業計画策定支援等
◉海外展開支援…海外販路開拓、現地進出等

◉事業承継・M&A…自社株対策・後継者対策

　～「自社株評価」「企業価値評価」　　
　　　　　　　　　　算定サービス～

　～事業承継・M&A 応援ローン　　
　　　　　　　　　　「The次世代」～

中小企業の課題解決を通じた金融仲介機能強化に取り組んでいます。

コンサルティング業務

とうしん学びの丘“エール”ご利用について

以下に該当する場合はご利用いただけません。

① 営利目的、政治目的、宗教目的又はこれに類する目的で使用する
おそれがあるとき

② 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき

③ 施設又は施設の付属設備もしくは器具等を毀損又は滅失するおそ
れがあるとき

④ 利用者もしくは利用関係者が、反社会的勢力に該当するとき

⑤ その他、管理上の支障があるとき

利用しようとする日の属する月の3ヶ月前の月の初日
から利用日前3日まで

講 義 棟
利用しようとする日の属する月の3ヶ月前の月の初日
から利用日前15日まで

研 修 棟
芝生広場

成 長 期 成 熟 期



◉施設の利用料金について

可動椅子207席を含め300名程を収容できるホールです。舞台、控え

室、パントリーも備えています。大人数での講演会やイベントなどに

使用することができます。

■「セラミックバレーＭＩＮＯ」の普及・推進
■現状分析と将来ビジョン共有
■関係者等と連携したプロジェクト企画・実施

■観光戦略立案
■広域連携の推進
　（ツーリズム東美濃協議会）
■活性化イベントの企画・実施

■中高校生を対象とした職場体験の
　実施
■地域の新入社員等に対するマナー
　講座の実施
■佐藤一斎に学ぶ人材育成講座の開催

■「とうしん景況レポート」や「エリア
　内経済統計」の発行
■各種マーケティング調査の実施
■経済波及効果や将来人口推計等の
　受託業務の実施
■地域経済データの整備

とうしん学びの丘“エール”ご利用について

地域経済の活性化と各種調査に取り組んでいます。

■ＮＰＯ法人設立・運営支援
■クラウドファンディング活用支援
■官民協働によるネットワーク構築

■行政や大学との連携
■商工会議所・商工会や支援機関等
　との連携
■信用金庫ネットワークを活用した
　広域連携

地方創生・シンクタンク業務

利用料金： ［平　日］ 1時間 1,000円

 ［土日祝］ 1時間 1,500円

冷暖房費： ［共　通］ 1時間 500円

講義棟：ホール

展示棟

全面人工芝の芝生広場は、小学生のサッカー大会や親と子のレクリエー

ションなどに使用することができる多目的な広場です。

利用料金：

［  9：00～12：00］

 4,000円

［13：00～17：00］

 5,000円

芝生広場

各部屋10～20名程の各種研修やセミナーに使用することができ

ます。3部屋を繋げると50名程を収容できます。

●ハナミズキ　　●サルスベリ

●シデコブシ　　［全3部屋］

利用料金： ［1部屋］ 1時間 500円
（冷暖房費込）

●入館無料

研修棟：多目的室

東濃信用金庫が昭和61年度から

行っている美濃陶芸作品永年保存

事業で購入した所蔵コレクション等、

現代美濃陶芸の作品を広く皆さまに

ご覧いただくことを目的としています。

地場産業活性化支援

人材育成・金融教育
■関係者と連携した合意形成促進
■活性化イベントの企画・実施
■多治見まちづくりファンドの活用

中心市街地活性化支援

地域経済動向調査

観 光 振 興

ＮＰＯ支援
産学官連携



アプリ
無料 東濃信用金庫

ダウンロードはこちらから

iOSの方 Androidの方

詳しくはホームページまたは窓口までお問合せください。

スマホで簡単・便利
残 高 照 会 入出金通知

とうしん学びの丘“エール”

とうしん地域活力研究所
〒507-0014  岐阜県多治見市虎渓山町4丁目13番地１

とうしん学びの丘“エール”内

〈 受付時間　平日 9：00 ～ 17：00 〉

電車での
アクセス

お車での
アクセス

名古屋駅→JR中央本線多治見駅下車（快速35分）→タクシー約10分
または東鉄バス（北口）小名田線「虎渓山」下車（徒歩5分）

駐車場：無料（150台）
多治見ICから約10分　「住吉町5」交差点より北へ約1.5km

★ イメージキャラクター
左（ピンク色）は“志野”、右（緑色）は
“織部”、東濃地区の地場産業である
美濃焼茶碗をイメージしています。

★ ロゴマーク
Ｒ…Region（地域）

Ｖ…Vitality（活力）

TEL 0572ｰ25ｰ2280

FAX （共通）　0572ｰ22ｰ1197

コンサルティング業務について

TEL 0572ｰ25ｰ1152
TEL 0572-28-3021【NPO関連】

地方創生・シンクタンク業務について

TEL 0572ｰ22ｰ1155【エール管理課】
とうしん学びの丘“エール”ご利用について

とうしん地域活力研究所のイメージキャラクター・ロゴマーク

［開館時間］
 ●とうしん学びの丘 “エール ”    9：00 ～ 17：00

 ●とうしん美濃陶芸美術館 10：00 ～ 17：00

［休館日］
 ●月曜日（月曜日が祝日の場合は翌平日）

 ●展示替期間・年末年始

※敷地内全面禁煙

とうしん学びの丘 “エール ”は、
当金庫と地域の「人材育成」と、
美濃陶芸文化の発信を目的とした研修施設です。

学ぶ姿
勢にエ

ール！

地域にエー
ル！

芝生広場〈人工芝グラウンド〉

とうしん美濃陶芸美術館研修棟

講義棟

正面駐車場

P

第二駐車場

第一駐車場

P

P

地元と共にあり､共に栄える

環境にやさしい用紙・インキを使用しています。

令和2年5月作成

土岐川
N

とうしん学びの丘“エール”
とうしん美濃陶芸美術館

至春日井 至土岐
至可児

至土岐

至中津川

JR中央本線

中央自動車道多治見IC

東濃信用金庫本店

至春日井

バロー文化ホール
カーマ21

修道院
永保寺

岐阜県東濃
西部総合庁舎

陶都中学校

多治
見駅

至名古屋

住吉町音羽町

住吉町5

虎渓山町2

十九田

248

19

Facebook Instagram

S N S やってます。

とうしん学びの丘 エール
Free Wi-Fi サービス


