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◇このメールは、豊川商工会議所へメールアドレスを教えていただいた方へ
送信しています。
◆このメールは「MSゴシック」などの等幅フォントで最適に表示されます。
読みにくい場合は、メールソフトの設定を変更してください。
◇登録アドレス変更、配信停止はメールにてお知らせ下さい。
→ info@toyokawa-cci.org
a@…………………………………………………………………………………………a
本年最後のメールNEWSになります。今年１年ご愛読ありがとうございました。
来年も、様々な情報を提供させていただきます。新年は、１月１５日号から再開
させていただきのでお楽しみ下さい。
★今号の注目記事★
… 女性のための生活習慣病・ガン検診 2月19日・23日・27日
●会議所からのお知らせ
…
政・財・官が一堂に
1月5日開催
… 新春懇談会
法人会市民講演会
2月14日
講師にアルピニストの野口健さん
1月9日から整理券配布 京都旅行や食事会楽しむ
…
共済大口加入者還元事業
…
全国ご当地うどんサミット
… 「豊川いなりうどん」が5位
とよかわ観光まちづくりフォーラム開催
今後のまちづくりについて意見交換
…
労働委員会【メールマガジン労働情報】抜粋
… 各種講習会のご案内
●行政・各種団体情報
…
愛知県・豊川市・蒲郡市の動き
…
… JANカード今月のイベント、こんにちはJCです、JAひまわり
催事カレンダー・ギャラリー情報
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《今号の注目記事》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 女性のための生活習慣病・ガン検診
2月19日・23日・27日
http://www.toyokawa-cci.org/news/jyoseikensin.htm
豊川商議所では、生活習慣病、ガンの早期発見と健康意識向上を目的に「女
性のための生活習慣病健診とガン検診」を2月19日(木)・23日(月)・27日(金)の
３日間、8時30分～15時の間、しらゆりクリニックで実施します。
（但し、検診対象者は会員事業所のみ）。
希望者は会議所から送付される申込書に記入し、1月16日までにお申込みを。
■生活習慣病健診（女性）
▽検診項目
①身体測定
②血液検査（ＧＯＴ・ＧＰＴ・ｒ-ＧＴＰ・中性脂肪・ＨＤＬ・ＬＤＬコ
レステロール・尿素窒素・尿酸・血糖・ヘモグロビンＡ１Ｃ
赤血球・血色素・ＬＤＨ・総たん白・ＡＬＰ・ＺＴＴ・ＴＴＴ
白血球・血小板・ヘマトクリット値）
③血圧
④心電図
⑤眼底検査
⑥胃部Ｘ線間接撮影
⑦尿検査
⑧医師診察
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▽検診料＝1人10,500円
▽その他＝受診者は前日21時以降、飲食物を摂らない空腹の状態で受診。
■ガン検診（受診料の一部を補助します）
▽乳ガン検査（マンモグラフィ）＝1人4,300円※一部、乳房超音波検査対応も有
▽子宮ガン検査（子宮頸部細胞診）＝1人4,300円
▽腹部超音波検査（胆のう・肝臓・腎臓・膵臓・脾臓のエコー検査）
※
※ 空腹状態で受診＝1人5,300円。
ガン検診のみの方は、午後からの受診です。
■受診料補助（しらゆり健診センター・商議所からの補助）
ガン検診について、受診料の２分の１を補助。また、上記ガン３検査を受診
された方は、7,400円を補助。（6,500円で受診できます。）
■お申込み・お問合せ
担当 不二門・白須 TEL 86-4101まで。
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《会議所からのお知らせ》
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■◇ 新春懇談会
政・財・官が一堂に 1月5日開催
http://www.toyokawa-cci.org/news/h27sinsyunkondankai.htm
豊川商議所と豊川市共催による「平成27年新春懇談会」」を1月5日(月)に開
催する。
毎年、商議所の会員事業所や地元政財界から約300人が一堂に会し、鏡開きを
行い、年頭のあいさつを交わしながら新年を祝う。
今年は実施方法を見直し、出席者名簿を省略し名札のみ用意するなど簡素化
を図ります。
★開催要領
▽と
き 豊川商議所
１月５日（月）16時～18時（受付は15時～）
▽ところ
２階ホール
▽会
費
3,000円
※お問合せ
豊川商工会議所 佐原、浅井、川添（TEL86-4101）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 法人会市民講演会
2月14日 講師にアルピニストの野口健さん
1月9日から整理券配布
http://www.toyokawa-cci.org/news/houjinkaisiminkouenkai.htm
（一社）東三河法人会豊川支部（木下良夫支部長）は、毎年恒例の市民講演会
を開催します。
本年度は、７大陸の最高峰を登り、テレビでも活躍中のアルピニスト野口健
さんをお招きして講演会を行います。入場には整理券が必要です。（豊川商工
会議所のみで配布）但し、未就学児入場不可。
▽と
き 豊川市文化会館中ホール
2月14日（土）13時30分開演
▽ところ
▽講
師 野口1月9日(金)9時から豊川商工会議所にて配布。1人2枚まで（無料）
健さん
▽整理券配布
▽問合せ 東三河法人会豊川支部
（豊川商工会議所内、担当・近藤 TEL86-4101）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 共済大口加入者還元事業
京都旅行や食事会楽しむ
http://www.toyokawa-cci.org/news/kyousaioogutikangen.htm
豊川商工会議所は、各種福祉共済制度の大口加入者等を対象とする「還元事
業」として、日帰りバスツアーと食事会を行いました。日ごろの共済制度への
温かいご理解に対する感謝の気持ちを込め、今回、初めて企画しました。
10月31日(金)に京都へのツアーを開催し、18社35名が参加。秋の一般公開中
の京都御所や、京伝統の「鉄鉢料理」などを楽しんでいただきました。
また、11月21日(金)には平尾カントリークラブのレストランで「感謝の食事
会」を開催。10社20名を招待し、音楽の生演奏を交えながらの夕食を楽しんで
いただきました。
……………………………………………………………………………………………
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■◇ 「豊川いなりうどん」が5位
全国ご当地うどんサミット
http://www.toyokawa-cci.org/news/inari.htm
11月9日、ラグーナ蒲郡で「第4回全国ご当地うどんサミットin蒲郡」が開か
れました。当日雨天の中、過去最多の2万人が来場。23団体がグランプリ形式
で得票を争いました。
豊川からは「豊川いなりうどん」が参戦し、見事５位入賞を果たしました。
【グランプリ投票結果】
①金鯱カレーきしめん（名古屋市・1,079票）
②大阪肉かすうどん（枚方市・1,026票）
③豊橋カレーうどん（豊橋市・995票）
④近江牛うどん（東近江市・991票）
⑤豊川いなりうどん（豊川市・970票）
……………………………………………………………………………………………
■◇ とよかわ観光まちづくりフォーラム開催
今後のまちづくりについて意見交換
http://www.toyokawa-cci.org/news/kankouforum.htm
豊川市観光協会（日比嘉男会長）は11月9日(土)に豊川商工会議所で、昨年
の「Ｂ‐１グランプリ」を振り返り、今後のまちづくりに活かすための「とよ
かわ観光まちづくりフォーラム」（市・商工会議所共催）を行いました。
当日は約150人が参加。第1部は映像等のスライドショーを行い、長田ボラン
ティア等による感動のストーリーの発表を行いました。
第2部は「さあ！これからどうする！とよかわ」と題したパネルディスカッ
ションが行われ、「豊川いなり寿司で豊川市をもりあげ隊」の笠原盛泰隊長
（商工会議所副会頭）をコーディネーターに、竹本幸夫副市長をはじめとする
同大会の運営に携わったパネリストによる意見交換が行われました。
……………………………………………………………………………………………
■◇
労働委員会【メールマガジン労働情報】抜粋
（独立行政法人労働政策研究・研修機構が発信している情報を抜粋しています）
（独立行政法人労働政策研究・研修機構のＨＰ → http://www.jil.go.jp/）
●１０～１２月期の景況判断、大企業、中堅企業は「上昇」超／法人企業景気予測調査
内閣府と財務省は10日、第43回「法人企業景気予測調査」の結果を公表
した。企業に「貴社の景況判断」を聞いたところ、10～12月期は大企業、
中堅企業は「上昇」超、中小企業は「下降」超となっている。
http://www.mof.go.jp/pri/reference/bos/results/1c2603.htm
●消費者マインドを下方修正／１１月消費動向調査
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/shouhi/2014/201411youten.html
（統計表）
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/shouhi/2014/201411shouhi.html
●女性の役員・管理職登用に関する自主行動計画を掲載／経団連ウェブサイト
http://www.keidanren.or.jp/policy/woman/actionplan.html
●１６年３月卒業予定大学生、就職活動準備が早い傾向／アイデム調査
http://www.aidem.co.jp/company/topics/detail/20141203.html
●７～９月期のＧＤＰ実質成長率、年率マイナス１．９％／２次速報値公表
http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/gaiyou/gaiyou_top.html
●１１月の街角景況感、２カ月連続で低下／景気ウォッチャー調査
http://www5.cao.go.jp/keizai3/2014/1208watcher/menu.html
●「創業の実態に関する調査」結果を発表／東商
http://www.tokyo-cci.or.jp/page.jsp?id=41792
●定昇２．０％プラス、ベア５，５００円を統一要求に／私鉄総連の討議案
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/roushi/20141205.htm
●経団連、ベア容認へ／１５年春闘、２年連続
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/roushi-k/20141205.htm
●２８０社がミャンマー進出、民主化後の約４年間で５.４倍に／帝国データ
http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p141105.html
……………………………………………………………………………………………
■◇ 各種講習会のご案内
★豊川商工会議所
http://www.toyokawa-cci.org/jyouhouteikyou/kousyuukai.htm
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年末調整説明会
◇と
き師 12月15日（月）14時～
◇講
豊橋税務署 記帳指導推進官
◇受講料
無料
◇問合せ 経営支援グループ 浅井 TEL 86-4101
★豊川職業能力開発専門学院
http://www.toyokawa-cci.org/jinzaikusei/gakuin.htm
２月の講座
職長等教育研修会（製造業対象）
◇と
き師 平成27年2月5日（木）12日（木）9時30分～16時30分
2日間12時間
◇講
西郷労働安全コンサルタント事務所
代表
西郷省吾氏
◇受講料 1人15,427円・税抜き14,285円(非会員は18,513円・税抜き17,142円)
☆上記講座申込み・問い合わせ
豊川商工会議所［伊與田、浅井 TEL 86-4101］まで
ホームページからも申し込みできます。
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《行政・各種団体情報》
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■◇ 愛知県・豊川市・蒲郡市の動き
【愛知県】→
http://www.pref.aichi.jp/
・「優良な認定職業訓練事業所・団体」等を表彰します
→ http://www.pref.aichi.jp/0000077780.html
・「あいち次世代ロボットフェスタ」の参加者を募集します
→ http://www.pref.aichi.jp/0000078258.html
・海外赴任者セミナーの参加者を募集します！
→ http://www.pref.aichi.jp/0000078268.html
【豊川市】→
http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・桜ヶ丘ミュージアムリニューアルオープン
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisetsu/bunkakyoiku/sakuragaokamuseum/renewal
open.html
・豊川市初！プロジェクションマッピングを開催！
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/saijibunka/bunka/tenrankai/projection.html
・凧（たこ）作り受講者募集
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/saijibunka/bunka/bunkazai/mikawakokubukoen/moy
osimono/tako.html
【蒲郡市】→
http://www.city.gamagori.lg.jp/
・市長の選ぶ１０大ニュース
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/site/shicho/10dai-news.html
・第２９回はず夢ウォークのお知らせ
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kikaku/29hazu.html
・第３回にしがまビーチビューウォーキングを開催します
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kikaku/3nishigama.html
……………………………………………………………………………………………
★こんにちはJCです！
http://www.toyokawa-cci.org/jc/jc.htm
★JAひまわりインフォメーション
http://www.toyokawa-cci.org/ja/ja.htm
★ＪＡＮカード
今月のイベント
http://www.toyokawa-cci.org/jan/jan.htm
★催事カレンダー
http://www.toyokawa-cci.org/saijigyary/saiji.htm
★ギャラリー情報
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http://www.toyokawa-cci.org/saijigyary/gyarary.htm
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◆◆平成27年1月15日（木）
次回発行予定 ◆◆
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本メールの内容等に対してご意見ご要望がありましたら、
info@toyokawa-cci.org までお知らせ下さい。
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発行者：豊川商工会議所
〒442-8540
豊川市豊川町辺通4-4
TEL
0533-86-4101
FAX 0533-84-1808
ホームページ
http://www.toyokawa-cci.org/
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info@toyokawa-cci.org
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