■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
豊川商工会議所
2015年3月15日号（vol.245）
ホームページ メールNEWS
http://www.toyokawa-cci.org/
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
◇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
★今号の注目記事★
… 企業向け補助金説明会など 開催
●会議所からのお知らせ
…
検定に挑戦しよう試験日程を決定
…
就活サイトOPEN
学生はNAVIに登録を！！
…
「人材育成のしくみ作り」豊橋・蒲郡・豊川でセミナー開く
…
会員企業が被災復興支援遊休機械を提供
大高精工㈱より工作機械3台
…
豊川職業能力開発専門学院
役立つ36講座を開催
…
… 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
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《今号の注目記事》
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■◇ 企業向け補助金説明会など
開催
http://www.toyokawa-cci.org/jyouhouteikyou/kou
syuukai.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
・2
7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
▽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）
補助金活用セミナー
▽と き 3月24日（火）14時00分～16時
▽ところ 豊川商工会議所 1階第1･2会議室
▽講 師 松井督卓氏（マツイ・マネジメント・オフィス代表、中小企業診断士）
▽受講料 無料
▽申込み・問合せ 豊川商工会議所（川村、近藤 TEL86-4101）
http://www.toyokawa-cci.org/jyouhouteikyou/katuyou.pdf
経営計画作成セミナー・個別相談会
▽と き セミナー：4月8日（水）、15日（水）、24日（金） いずれも13時30分～15時
個別相談会：5月12日（火）10時～16時
▽ところ 豊川商工会議所
▽講 師 松井督卓氏（マツイ・マネジメント・オフィス代表、中小企業診断士）
佐原啓泰氏（佐原経営支援パートナー代表、中小企業診断士）
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講み・ 合せ 豊川商工会議所（近藤 TEL86-4101）
http://www.toyokawa-cci.org/jyouhouteikyou/sakusei.pdf
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《会議所からのお知らせ》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 検定に挑戦しよう試験日程を決定
http://www.toyokawa-cci.org/news/kenteiH27.htm
豊川商工会議所は、平成27年度、日本商工会議所と共催で簿記および珠算・
暗算検定、東京商工会議所と共催で福祉住環境コーディネーター・環境社会
（ｅｃｏ検定）・ビジネスマネジャー検定（新設）を実施します。
平成27年度検定試験は下記アドレスのとおり。
→ http://www.toyokawa-cci.org/news/h27kentei.pdf
問合せ 豊川商工会議所（TEL 86-4101 佐藤・不二門）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 就活サイトOPEN
学生はNAVIに登録を！！
http://www.toyokawa-cci.org/new
s/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/ ）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 「人材育成のしくみ作り」豊橋・蒲郡・豊川でセミナー開く
http://www.toyokawa-cci.org/news/jinzaiseminor.htm
豊川商議所が担当する東三河広域経済連合会の産業と地域を支える人材育成
プロジェクトでは11月から２月にかけて豊橋、蒲郡、豊川の３ヵ所で体系的人
事教育プログラム導入セミナーを行いました。
セミナーでは、愛知教育大学名誉教授の竹内登規夫氏より「会社を成長させ
る人材育成の仕組み作り」と題して、社会に求められる人材像や階層別教育研
修の重要性についてご講演頂いた。
また、産業と地域を支える人材育成プロジェクト委員長で豊川商工会議所副
会
頭の小野喜明氏より「人事教育プログラムの活用と人事体系図」と題し、東
三河地域の人材育成の現状や問題点、広域での人材育成に関する取り組み状況
について説明し、
聴講者の方へ、モデルカリキュラムを活用した体系的な人材
育成の提案をおこないました。。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 会員企業が被災復興支援遊休機械を提供
大高精工㈱より工作機械3台
http://www.toyokawa-cci.org/news/hisaifukkou
sien.htm
日本商工会議所、東北６県商工会議所連合会、豊川商工会議所が実施してい
る「遊休機械無償マッチング支援プロジェクト」において、今回、㈱大高精工
（各種
切削工具、圧造工具の製造販売・修理（再研）加工・金属熱処理加工、
髙屋秀行社長、新城市有海字高田一番地の１０）より提供いただいた金属工作
機械等
３台の機械がマッチングし、２月４日（水）に被災事業者へ向け輸送さ
れました。
「遊休機械無償マッチング支援プロジェクト」とは、東日本大震災による津
波などで機械等を流出・損壊した事業者の復興支援を図るため、全国各地の事
業
者から遊休機械等を無償で提供いただき、被災事業者の要望とのマッチング
を行う事業。
「被災事業者は、仕事の依頼はあるが工作機械が無く仕事ができない状態が
続いていると聞く、被災事業者の仕事がしたいという思いに応えたい。」と提
供機械の輸送作業が行われる傍ら髙屋社長がコメントされました。
ジェクトは、提供機械登録用紙を商工会議所に提出いただき、マッチ
ン本プロ
グ、マッチング後の輸送等手続は東北６県商工会議所連合会にて行います。
▽受 料 無料
▽申込
問
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提供いただける機械等がございましたら積極的にお問合せください。
-------------------------------------------------------提供企業「㈱ナツメ」には感謝状が贈呈されました。
昨年８月に金属工作機械等７台をご提供いただいた㈱ナツメ（夏目雅康社長
豊橋市大
）には、東北６県商工会議所連合会の会長を務める仙台商工会議
所の鎌田会村町
頭から感謝状が贈られました。
▽問合せ＝豊川商議所（担当 村上、大高、佐藤 TEL86-4101）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 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/jin
zaikusei/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。
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
……………………………………………………………………………………………
■◇
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
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
策研究・研修機構のＨＰ → http://www.jil.go.jp/）
●「中小
企業需要創生法案」を閣議決定 中小企業者の受注の確保に
政府は10日の閣議で、「官公需についての
関する法律等の一部を改正する法律案（中小企業需要創生法案）」を決定
した。創業間
もない中小企業の官公需の受注促進や、消費者嗜好を捉えた
「ふ
るさと名物」の開発・販路開拓により、地域の需要創生を実現する。
http://www.
meti.go.jp/press/2014/03/20150310001/20150310001.html
●１～３
月期の景
況判断、大企業は「上昇」超／法人企業景気予測調査
http://www.
mof.go.jp/pri/reference/bos/results/1c2604.htm
●『日
本の統計２０１５』を刊行／総務省
http://www.
stat.go.jp/data/nihon/index1.htm
●社（JI会全LP体のた
めに春闘機能の発揮を／連合の政策制度要求実現集会
T調査・解析部）
http://www.jil.go.jp/kokunai/
mm/roushi/20150313.html
<既報>今
春闘の動向
http://www.jil.go.jp/kokunai/topic
s/shunto/index.htm
●人材育成に
取り組む事業主向け支援策情報をＨＰに掲載／厚労省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/for_e
mployer/
●１０～１２
月期のＧＤＰ
実質成長率、年率プラス１．５％に下方修正／２次速報値公表
http://www.e
sri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/gaiyou/gaiyou_top.html
●一http://www.e
致指数、前月比
２．４ポイント上昇／１月景気動向指数（速報）
sri.cao.go.jp/jp/stat/di/di.html
●今
後３年間に雇用者を増やす見通しの企業が６割超／内閣府調査
http://www.e
sri.cao.go.jp/jp/stat/ank/menu_ank.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 3月17日（火）13時30分～15時
▽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
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講み・ 合せ 豊川商工会議所（川村 TEL86-4101）
補助金活用セミナー
▽と き 3月24日（火）14時00分～16時
▽ところ 豊川商工会議所 1階第1･2会議室
▽講 師 松井督卓氏（マツイ・マネジメント・オフィス代表、中小企業診断士）
▽受講料 無料
▽申込み・問合せ 豊川商工会議所（川村、近藤 TEL86-4101）
http://www.toyokawa-cci.org/jyouhouteikyou/katuyou.pdf
経営計画作成セミナー・個別相談会
▽と き セミナー：4月8日（水）、15日（水）、24日（金）
いずれも13時30分～15時
個別相談会：5月12日（火）10時～16時
▽ところ 豊川商工会議所
▽講 師 松井督卓氏（マツイ・マネジメント・オフィス代表、中小企業診断士）
佐原啓泰氏（佐原経営支援パートナー代表、中小企業診断士）
▽受講料 無料
▽申込み・問合せ 豊川商工会議所（川村 TEL86-4101）
http://www.toyokawa-cci.org/jyouhouteikyou/sakusei.pdf
新規青色申告者のための帳簿のつけ方教室
▽と き 4月22日（水）14時～16時
▽ところ 豊川商工会議所１階第１会議室
▽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 4月6日（月）～8日（水）2泊3日
◇
ところ 豊川商工会議所（宿泊・伊勢屋本店）
◇講
師 愛知教育大学 名誉教授 竹内登規夫氏
フード
ビジネス研究所 代表 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 4月21日（火）9時30分～16時30分 1日間6時間
◇
ところ 豊川商工会議所
◇講
プランニング 代表取締役 長野ゆき子氏
◇受講料師 ㈲幸
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
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《行政・各種団体情報》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 愛知県・豊川市・蒲郡市の動き
【愛知県】→
http://www.pref.aichi.jp/
・平→成26年
度愛知県広報コンクールの入賞作品を決定しました（広報とよかわ特選入賞）
http://www.pref.aichi.jp/00000
80873.html
・愛知県の勤労（
平成26年分年速報）
→ http://www.pref.aichi.jp/00000
79889.html
・愛知県の
海岸と河川の地震・津波対策等に関する計画について住民説明会を開催します
▽聴 無料
▽申込
問
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→ http://www.pref.aichi.jp/0000080466.html
【豊川市】→
http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・豊川
地域ポータルサイト「みてみン！」の閉鎖について
→sa.ht
httpmls://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/gyoseiunei/johokasuishi/tiikiportal/por
talhei
・6次
産業化講演会「身近なところからの6次産業化」の開催について
→
s://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/sangyo/nogyo/nogyoshinko/6jikouen.html
・平→成2http
7年度の市民小菜園利用者を募集しています
n.html https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/sangyo/nogyo/nogyoshinko/shiminsyousaie
【蒲郡市】→
http://www.city.ga
magori.lg.jp/
・ポーランド
ＴＯ
Ｇ
ＡＭＡＧＯＲＩ「オールショパン」を開催します
http://www.city.ga
magori.lg.jp/unit/bunspo/kokusai.html
・春→
から初
夏のみかわdeオンパク
→一人ひ
http://www.city.ga
magori.lg.jp/unit/kankoshoko/harusyoka-onpaku.html
・「
とりがイキイキと働き・暮らす実践術」ワーク・ライフ・マネジメントのすすめ
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/site/bunsposhusaikouza/ikiikikurasumanezimento.
ht
ml
……………………………………………………………………………………………
★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
★Ｊ
ＡＮカード 今月のイベント
http://www.toyokawa-cci.org/jan/jan.ht
m
★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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◆◆平次
予定 ◆◆
成2回7発行
年4月1日（
水）
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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。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行
者：豊川商工会議所
〒4428540 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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