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《今号の注目記事》
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■◇ 福利厚生に会議所共済
５・６月春のキャンペーンを実施します
http://www.toyokawa-cci.org/news/H27BWC.htm
豊川商工会議所は、会員事業所の福利厚生と経営者の皆さまの事業保障など
を目的とした各種共済制度の普及を図ることを目的に「春の福祉・共済キャン
ペーン」を６月末まで実施します。
期間中、商品のご紹介を兼ね、当商工会議所の福祉・共済制度推進員（アク
サ生命）が会員事業所をお伺いさせていただきます。
ぜひ、この機会に症の福祉・共済制度にご加入くださいますよう、ご案内申
し上げます。
問合わせ＝豊川商工会議所・村上（TEL 86-4101）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《会議所からのお知らせ》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 各種団体と会議所を結ぶ
小規模企業活性化委員
http://www.toyokawa-cci.org/news/syoukibokigyoukasseikaiin.htm
豊川商議所中小企業相談所では、会議所と事業主とのパイプ役として「小規
模企業活性化委員」を設置しています。
同委員は、商店街、業種別組合の方に各種施策のPRや経営相談の連絡調整を
お願いしています。
今回より、3師会（医師会・歯科医師会・薬剤師会）も加わり、会議所との
相互交流をより幅広く行う計画です。
経営についてのお悩みは、お気軽に小規模企業活性化委員にご相談を。委員
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から連絡を受けたあと、商工議所職員が対応させていただきます。
平成27年度小規模企業活性会員名簿
→ http://www.toyokawa-cci.org/news/syoukibokasseika.pdf
……………………………………………………………………………………………
■◇ 役立つ人材育成セミナーを開催
http://www.toyokawa-cci.org/news/academyh27.htm
東三河地区の商工会議所と商工会が広域連携を図るために組織した東三河広
域経済連合会では、「産業と地域を支える人材育成プロジェクト（担当
豊川
商工会議所小野喜明副会頭）」の一事業として経営幹部及び管理監督者向けの
人材育成セミナーを開催します。
また、どう連合会では平成２７年度１０講座を開催します。
→ http://www.toyokawa-cci.org/news/academy.pdf
◇問合せ先
豊川商工会議所
TEL
0533-86-4101
豊橋商工会議所
TEL
0532-53-7211
蒲郡商工会議所
TEL
0533-68-7171
田原市商工会 TEL 0531-22-6666
……………………………………………………………………………………………
■◇ 珠算優良制度14名を表彰
日本珠算連盟豊川支部
http://www.toyokawa-cci.org/news/syuzanyuuryouseito.htm
日本珠算連盟豊川支部（松下紀人支部長）は3月15日（日）、優良生徒表彰
式を豊川商工会議所で開き、本年度の日珠連珠算塾で特に優秀であった生徒14
名を表彰しました。
式には優良生徒全員が出席し、表彰状の授与が行われた後、支部長より「日
々の努力が大切。これからも、各珠算塾でしっかり取り組んでほしい」と激励。
引き続き、出席者の記念撮影が行われました。
★表彰者は次のとおり。
【竹下珠算教室】金原駿、平川颯大、曽田陽凪、鳥山明子、服部亜美、大竹優空
【平尾珠算塾】下起なつほ、伴野穂佳、河野晟也、岩田滉平
【ＡＣＳさかたそろばん】寺西柊真、木下尚哉
【花井珠算学会】淺沼真衣、黒川みづほ
……………………………………………………………………………………………
■◇ 子どもたちに「ものづくり」の楽しさを！
ボランティア指導員募集します。豊川少年少女発明クラブ
http://www.toyokawa-cci.org/jinzaikusei/hatumeicub.htm
豊川商工会議所機械金属工業部会が所管する豊川少年少女発明クラブでは、
子どもたちに「ものづくり」を教える指導員を募集しています。
当クラブは、毎月１回の「子どもものづくり教室」を柱とし、夏休み期間
に開催する「自由工作教室」や小中学生の工作を一堂に展示する「おもしろ
アイデア作品展」などを実施しています。
多くの子どもたちが参加し、科学的な興味、関心を追求するための運営を
行っていくには、多くの指導員の方が必要となります。
ご協力いただける方は、こちらからお申し込み下さい。
○ボランティアの内容
・「子どもものづくり教室」「自由工作教室」などの企画、運営
・教室での製作品の検討、図面作成、材料・道具の準備、教室当日の指導
、会場準備等
問合せは、豊川商工会議所・佐藤（TEL
86-4101）まで。
……………………………………………………………………………………………
■◇
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/）
●３月の街角景況感、前月比２．１ポイント上昇／景気ウォッチャー調査
内閣府は８日、タクシー運転手やコンビニ経営者らに街角の景況感を
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たずねた３月の景気ウォッチャー調査の結果を公表した。現状判断DIは、
前月比2.1ポイント上昇の52.2となり、４カ月連続の上昇となった。雇用
関連DIは、求人の増加がみられたこと等から上昇した。
http://www5.cao.go.jp/keizai3/2015/0408watcher/bassui.html
●設備投資意欲が改善し、景気は上昇基調へ／帝国データバンク
http://www.tdb.co.jp/report/pdf/201503_jp.pdf
●牛丼チェーン「すき家」、「職場環境改善に関する報告書」発表
http://www.sukiya.jp/news/2015/04/20150408.html
●労基法等の改正法律案を閣議決定
http://www.clb.go.jp/contents/diet_189/reason/189_law_069.html
▽事務局長談話／連合
http://www.jtuc-rengo.or.jp/news/danwa/2015/20150403_1428033828.html
▽事務局長談話／全労連
http://www.zenroren.gr.jp/jp/opinion/2015/opinion150403_01.html
▽代表幹事発言／経済同友会
http://www.doyukai.or.jp/chairmansmsg/comment/2015/150403a.html
●１４年年末賞与、前年比１．９％増／２月毎勤統計
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/27/2702p/dl/pdf2702p.pdf
（統計表）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/27/2702p/2702p.html
●景況感ＤＩが改善／日銀の生活意識調査
http://www.boj.or.jp/research/o_survey/ishiki1504.pdf
●中堅・中小の賃上げ１，９２２円／金属労協登録組合の集計
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/roushi/20150408a.html
●賃金改善分の獲得額平均は１，７１５円
／自動車総連加盟組合の回答状況（２０１５年４月３日現在）
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/roushi/20150408b.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
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
強い現場を作る管理・監督者講座
◇と
き 豊川商工会議所
5月8日（金）15日（金）9時30分～16時30分 2日間12時間
◇ところ
◇講
経営コンサルタント 小林雍正氏
◇受講料師 アスカ経営センター
1人21,000円（非会員は25,200円）
人事考課のポイント講座
◇と
き 豊川商工会議所
5月12日（火）13時30分～17時30分 1日間4時間
◇ところ
◇講
代表 冨田高子氏
◇受講料師 あかつき社労士事務所
1人7,000円（非会員は8,400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/
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・企業向けインターンシップ等受け入れ手引きを作成しました
→ http://www.pref.aichi.jp/0000082148.html
・平成27年度第1回東三河総合戦略本部会議を開催します
→ http://www.pref.aichi.jp/0000073050.html
・「航空機現場技能職基礎知識講座」の受講者を募集します
→ http://www.pref.aichi.jp/0000082136.html
【豊川市】→
http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・豊川市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/kankyosumai/chikyuondankataisaku/chiky
u-kuiki.html
・豊川市議会議員一般選挙について
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/senkyo/kanriiinkai/sigikaigiinsenkyo.ht
ml・豊川リレーマラソン2015参加者・ボランティア募集
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/press/marason2015.html
【蒲郡市】→
http://www.city.gamagori.lg.jp/
・蒲郡市
ワンコインがん検診・肝炎ウイルス検診
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/site/hokencenter/gankenshin.html
・第３１回はず夢ウォークを開催します
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kikaku/hazu.html
・【生命の海科学館】
平成27年度 定例講座参加者募集
→
http://www.city.gamagori.lg.jp/site/kagakukan/teirei.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
http://www.toyokawa-cci.org/saijigyary/gyarary.htm
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◆◆平成27年5月15日（金）
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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