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《今号の注目記事》
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■◇ 第27回豊川市民まつり「おいでん祭」開催！！
http://www.toyokawa-cci.org/oiden/oiden.htm
恒例の第27回豊川市民まつり「おいでん祭」は5月23日（土）・24日（日）
の2日間、豊川市野球場などで開催します。
今年も「市民〝おどら舞（まい）〟コンテスト」や物販や飲食テント、フリ
ーマーケット、愉快なキャラクターショーなど2日間、多彩なイベントを繰り
広げます。
現在、以下の催し物への参加者、出店者を募集しています。詳しくはホーム
ページをご覧いただき、お申し込みください。
・市民〝おどら舞（まい）〟コンテスト
・DANCE
FESTIVAL 2015 in Toyokawa
・フリーマーケット
・一般物販・グルメ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《会議所からのお知らせ》
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■◇ 企業向け補助金説明会
開催
http://www.toyokawa-cci.org/jyouhouteikyou/kousyuukai.htm
平成27年2月3日、地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策を盛り込んだ補
正予算が成立いたしました。これに伴い、経済産業省関連の、26年度補正予算
・27年度予算で実施される中小企業の皆様が活用いただける各種補助金
（「ものづくり・商業・サービス革新補助金」等）について説明会を開催いた
します。
▽と き 3月17日（火）13時30分～15時
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▽ところ
豊川商工会議所2階Ａホール
▽講
師
中部経済産業局
担当者
▽聴講無料
▽申込み・問合せ 豊川商工会議所（川村 TEL86-4101）
……………………………………………………………………………………………
■◇ まちづくりについて市議会・行政と意見の交換
http://www.toyokawa-cci.org/news/matidukurikondan.htm
★市議会との意見交換
2月2日、まちづくりに関して、市議会議員との意見交換会を開催しました。
当日は市議会から、今泉議長、美馬副議長、早川・中村・堀内・波多野委員長
、山口事務局長、田中事務局次長が出席。また会議所からは日比会頭、川合・
小野副会頭、土井・渋谷・度会委員長、松下専務理事が出席。
今泉議長は「豊川市のあるべき姿について意見を集約し、経済界と一緒に要
望活動を進めていきたい」と語りました。また日比会頭は「まちづくりについ
て市議会と自由闊達な意見交換をし、元気あふれる豊川市にしていきたい」と
あいさつしました。
その後、新東名開通後のインフラ整備、道の駅構想、将来の豊川市の観光、
2020年東京オリンピックへ向けての活動、豊川市陸上競技場の活用、豊川市民
まつりの課題などについて意見交換を図りました。
★まちづくり円卓会議
2月17日、山脇市長らと東三河広域連合発足に向けた将来の豊川市の課題に
ついて意見交換を行う「まちづくり円卓会議」を開催しました。
当日は山脇市長、竹本副市長、天野企画部長、鈴木産業部長、荘田建設部長
、日比会頭、川合・小野・笠原副会頭、松下専務理事が出席。
市長は「東三河広域連合で、豊川市の役割を認識し、豊川市を発信していき
たい、医師も農協も加入している商工会議所と手を取り合ってまちづくりを進
めていきたい」と述べました。
日比会頭は「経済界も行政と一緒にまちづくりを進める時代の要請を認識し
今後ともまちづくりの支援をしていきたい」とあいさつしました。
その後、スズキ豊川工場と日立豊川工場の撤退対策、市民まつりの運営、防
災総合保健センター合同庁舎の設置、医療連携などの意見交換を行いました。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 就活サイトOPEN
学生はNAVIに登録を！！
http://www.toyokawa-cci.org/news/syuukatusiteopen.htm
この春東三河で就職活動を始める学生のために、商議所（豊橋・豊川・蒲郡）
及び商工会（新城・田原）は、就活サイト「東三河学生就職NAVI」をOPEN。
学生の登録受付と共に採用予定企業の情報、合同企業説明会の開催等の情報
を発信しています。この春就活を始める大学、短大、専門学校生等、是非NAVI
にご登録を。（
http://www.higashimikawa-navi.jp/ ）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 産学官交流サロン21
会員を募集
http://www.toyokawa-cci.org/news/sangakukanh27.htm
豊川商工会議所「産学官交流サロン21」は、平成27年度事業の実施にあたり、
会員を募集しています。
例会では、各業界から様々な講師をお招きし、講演会を行い、終了後講師と
参加者で交流会を実施。
年会費15,000円で豊川商工会議所の会員であれば入会いただけます。
入会ご希望の方は豊川商工会議所（大高・川村
TEL86-4101）へ。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 豊川職業能力開発専門学院
役立つ36講座を開催
http://www.toyokawa-cci.org/jinzaikusei/gakuinh27.htm
豊川商工会議所は平成27年度に豊川職業能力開発専門学院の36講座開催しま
す。社員教育の場として、是非ご活用ください。
豊川商工会議所は、企業と従業員の長期的な視野に立った段階的かつ体系的
な職業能力のレベルアップを目指し、この地域の主要なOff-JTの場として充実
した講座を開催。平成27年度は、認定講座13、教養講座23の合計36講座を開催
します。
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詳しくはホームページをご覧下さい。
◇問合せ先
豊川商工会議所 TEL86-4101
……………………………………………………………………………………………
■◇ いなりんピック開催！！
とよかわまちおこしフェスタ2015
http://www.toyokawa-map.net/inarinpic2015.html
全国からご当地キャラが大集合して、大運動会を開催します。
題して「とよかわまちおこしフェスタ２０１５
いなりんピック！」
ご当地グルメや物産展や、皆様の投票で、豊川いなり寿司のNO,1が決定される
「第６回豊川いなり寿司フェスタ食べ比べ選手権２０１５」も同時開催！
是非会場までお越しください。
■日
■場 時：平成27年3月14日（土）10時～16時
所：豊川市総合体育館＆体育館前広場
入場無料。雨天決行です。
問い合わせ：豊川市観光協会 89-2206
……………………………………………………………………………………………
■◇
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/）
●個人企業の業況判断、２．３ポイント改善／個人企業経済調査・確報
総務省は20日、2014年10～12月期の「個人企業経済調査（動向編）」
確報結果を公表した。それによると、個人企業の業況判断DIはマイナス
63.0で、前期（７～９月期）と比べ2.3ポイント改善した。
http://www.stat.go.jp/data/kojinke/kakuhou/4hanki/index.htm
●月額６，０００円の賃上げ、一時金４．３カ月を要求／ＪＰ労組中央委員会
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/roushi/20150225b.html
<既報>今春闘の動向
http://www.jil.go.jp/kokunai/topics/shunto/index.htm
●１月の完全失業率３．６％、前月比０．２ポイント上昇／労働力調査
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/index.htm
●１月の有効求人倍率１.１４倍、前月と同水準／一般職業紹介状況
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000075076.html
●勤労者世帯の消費支出、１０カ月連続実質減少／家計調査報告
http://www.stat.go.jp/data/kakei/sokuhou/tsuki/index.htm
●１月の全国消費者物価指数、前年比２．２％上昇／総務省
（１月の全国消費者物価指数）
http://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/index-z.htm
（東京都区部の15年２月中旬速報値）
http://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/index-t.htm
●１月の鉱工業生産指数、前月比４．０％上昇／経産省
http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/iip/result-1.html
●１月の求人広告掲載件数、前年同月比１３．２％増／全求協
http://www.zenkyukyo.or.jp/outline/research.php
●中小企業の半数が正社員の給与水準を引き上げ／日本政策金融公庫
http://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/tokubetu_150224.pdf
●正社員、企業の４割弱で人手不足感／帝国データ調査
http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p150205.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
企業向け補助金説明会
▽と
き 豊川商工会議所2階Ａホール
3月17日（火）13時30分～15時
▽ところ
▽講
師 中部経済産業局 担当者
▽聴講無料
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▽申込み・問合せ 豊川商工会議所（川村 TEL86-4101）
新規青色申告者のための帳簿のつけ方教室
▽と
き 豊川商工会議所１階第１会議室
4月22日（水）14時～16時
▽ところ
▽講
師 税理士
松井久治氏
▽申込先
豊川商工会議所・経営支援グループ（川村
TEL86-4101）
★豊川職業能力開発専門学院
http://www.toyokawa-cci.org/jinzaikusei/gakuin.htm
４月の講座
即戦力となる新入新講座
◇と
き 豊川商工会議所（宿泊・伊勢屋本店）
4月6日（月）～8日（水）2泊3日
◇ところ
◇講 師 愛知教育大学
名誉教授代表竹内登規夫氏
フードビジネス研究所
中山利和氏
愛知県弁護士会東三河支部
消費者委員会所属弁護士
奥田綾一氏
◇受講料 1人31,000円（非会員は37,200円）
コミュニケーションスキルアップ講座
◇と
き 豊川商工会議所
4月21日（火）9時30分～16時30分 1日間6時間
◇ところ
◇講
代表取締役 長野ゆき子氏
◇受講料師 ㈲幸プランニング
1人12,000円（非会員は14,400円）
☆上記講座申込み・問い合わせ 豊川商工会議所［浅井 TEL 86-4101］まで
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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/
・県内大学・短大生の就職内定率(1月末)は、対前年比5.2
ポイント上昇の82.4％
→
http://www.pref.aichi.jp/0000080668.html
・平成27年度「新あいち創造研究開発補助金」の公募及び説明会の開催について
→ http://www.pref.aichi.jp/0000080633.html
・「知の拠点あいち」重点研究プロジェクト公開セミナー2015の参加者を募集します！
→ http://www.pref.aichi.jp/0000079877.html
【豊川市】→
http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・赤塚山公園どウメ～祭りを開催します!!
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/kiratto/citysales/umematuri.html
・「大規模小売店舗立地法に基づく届出書」縦覧情報
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/sangyo/koyoshien/daikibokouritenjuran.h
tml・民俗資料館体験講座「ミニ鍾馗面をつくろう」を開催します
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/saijibunka/bunka/bunkazai/minzokushiryoshitsu/
minzokusiryoukan1.html
【蒲郡市】→
http://www.city.gamagori.lg.jp/
・創業支援セミナー参加者を募集します
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kankoshoko/sougyoushien.html
・蒲郡まつりイベント実施者募集！
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kankoshoko/gamamatsu-eventkoubo.html
・蒲郡市公共施設のあり方検討市民会議公募市民委員募集
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/zaimu/koukyosisetu.html
……………………………………………………………………………………………
★こんにちはJCです！
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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
http://www.toyokawa-cci.org/saijigyary/gyarary.htm
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◆◆平成27年3月16日（月）
次回発行予定 ◆◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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/
代表メール
info@toyokawa-cci.org
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