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《今号の注目記事》
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■◇ いよいよ開催！
おいでん祭
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」が、5月23日(土)・24日(日)の
2日間、豊川市野球場などで開催されます。
今年も「市民〝おどら舞（まい）〟コンテスト」や物販、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。是非会場までお越しください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《会議所からのお知らせ》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 「プレミアム商品券」取扱店を募集
豊川商工会議所・市内4商工会会員に限定
http://www.toyokawa-cci.org/news/premium1.htm
豊川商工会議所、音羽、一宮、小坂井、御津町商工会は、地域における消費
喚起を目的に、20％のプレミアムが付いた「プレミアム商品券」を6月28日(日)
から発行します。
これに先立ち、商品券を取り扱う(利用できる)店舗を募集します。販売促進
ツールとして是非、ご登録ください。
今回発行するプレミアム商品券は、「地域消費喚起・多子支援」を目的に実
施するものです。
発行する商品券は、1セットが1万円で、1万2,000円（20％のプレミアム）の
買い物ができます。販売数は合計5万5,000セット(5億5,000万円分、商品券の
額面総額は6億6,000万円。ただし、5,000セット分は「多子世帯支援事業」用
(18歳未満の子供3人以上と同居している世帯用)として発行する為、一般販売
は行いません。）、プレミアム分にあたる1億6,000万円は国の補助金を利用し
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ています。
商品券取り扱い店への申し込み方法や、商品券発行に関しては、ホームペー
ジをご覧ください。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 中小企業庁「がんばる300社」に認定
ハクヨプロデュースシステムと平松食品
http://www.toyokawa-cci.org/news/ganbaru300.htm
㈱ハクヨプロデュースシステム（笠原盛泰社長、豊川商議所副会頭・市内千
歳通）並びに㈱平松食品（平松賢介社長、豊川商議所会員・市内御津町）が中
小企業庁の「がんばる中小企業・小規模事業者300社」に認定されました。
これは、革新的な製品開発、サービスの創造や地域貢献・地域経済の活性化
等、様々な分野で活躍している中小企業・小規模事業者の取組事例を認定する
もので、選定された事業者等の社会的認知度や労働者等のモチベーション等の
向上を図ることに加え、後進の育成も目的となっています。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 第57回商工業親善野球大会
参加チームを募集
http://www.toyokawa-cci.org/news/syoukougyousinzenyakyuutaikai.htm
毎年好評を得て開催している豊川商工会議所・豊川鉄工会主催の第57回豊川
商工業親善野球大会を次の通り開催します。是非ご参加ください！
【開催日時】6月13日（土）8時
（参加チーム多数の場合、準決・決勝は）6月20日（土）
【開催場所】豊川市野球場他
【参加料】
1チーム10,300円
【参加人員】1チーム20人以内。本会々員の従業員に限る。
合同チーム可（但し、選手の事業所印が必要）
【試合方法】①全日本軟式野球連盟規約に準ずる
②試合は、トーナメントによる7回戦
③コールドゲームは5回以降7点差
④日没、降雨の場合は5回終了をもって正試合
⑤ベンチは若番を一塁側。
【参加申込方法と締切】
本所に用意する所定申込書で5月22日（金）17時迄に参加料を
添えて本所内大会事務局（TEL 86－4101、近藤・野村・白須）
にお申込み下さい。
【組み合わせ】5月29日（金）18時30分から本所における主将会議にて決定。
欠席の場合は本大会を棄権したものとする。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 商店・商店街コンクール
商店・商店街貢献賞決定
http://www.toyokawa-cci.org/news/syoutensyoutenkai.htm
豊川市・豊川商工会議所・豊川市商店街連盟は、新規開業や店舗改装等、積
極的経営努力を行う商店、並びに商店街組合地域の環境整備に貢献している個
人、グループに対し表彰を行い、商業の振興発展を図ることを目的に、商店・
商店街コンクールを実施しています。
去る3月28日（土）審査会を開催し、５件を審査、各賞を決定しました。
今回は、中学生の視点で地元商店をプロデュースした市立東部中学校が豊川
市商店街連盟会長賞を受賞。表彰式は５月下旬に開催する商店街連盟の総会後
に開催します。
【審査結果】
★商店賞・新築または改装があった店舗等
◇優秀賞＝Ａinowa
Order Jewerly ＆ Gallery
（ジュエリー製造販売・門前町・佐藤勝亮代表）
◇優良賞＝スバゲッ亭チャオ
豊川開運通店〈㈲長谷〉
（飲食・開運通・長谷正平社長）
◇優良賞＝豊橋信用金庫豊川支店
（金融・中央通・隈元慶慈支店長）
◇優良賞＝結美装
（和装小物販売・豊川栄町・高見尚子代表）
★商店街貢献賞・商店街組合に貢献のあった個人・グループ等
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◇豊川市商店街連盟会長賞＝豊川市立東部中学校（西豊町）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 会員25社のパンフを設置
正面玄関PRコーナー
http://www.toyokawa-cci.org/news/kaiinpanf.htm
豊川商工会議所の会館１階エントランスホールには、会員企業のPRコーナー
として、各社企業のパンフレット・チラシを設置しています。
設置事業所は以下のとおりです。ご来館の際は、ロビーでの御くつろぎと共
に、設置パンレットに是非目を向け、有益な情報をお持ち帰り下さい。
【設置事業所25社（50音順）】
㈱ＲＣハウジング、㈲愛知ビル管理、㈱ACQUIRE、いなよし社労士事務所、
加山興業㈱、ゴトウコンクリート㈱、㈲酒井美装、さくらぎ労務管理事務所
シンニチ工業㈱、末広ライフパートナーズ㈱、海幸丸（㈱チアフル）、
中央通り社会保険労務士事務所、中部電力㈱豊川営業所、テクノス㈱、
デジタルバンクジャパン㈱、豊川印刷㈱、豊川鋼機㈱、豊川コロナワールド、
豊川市シルバー人材センター、㈱トリイパン粉、㈱フェニックス、
ふじ行政書士事務所、㈱豊栄建設、宮地総合保険、
スポーツアロママッサージサロンアンフィ二（モリ島）
……………………………………………………………………………………………
■◇
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/）
●従業員のキャリア形成支援に取り組む企業を公募／厚労省
厚生労働省は、従業員の自律的なキャリア形成の支援に取り組む企業を
公募し、優れた事例を表彰する「キャリア支援企業表彰2015」を実施して
いる。募集対象は、「従業員に職業能力開発の機会を提供している」など
に取り組んでいる企業、法人で募集期間は５月14日から７月15日まで。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/20150512careerhyosho/
●職場体験実習（インターンシップ）を実施／厚労省
http://www.mhlw.go.jp/general/saiyo/internship.html
●非正規割合３７．７％に低下／労働力調査・詳細集計１～３月期平均（速報）
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/4hanki/dt/index.htm
●一致指数、前月比１．２ポイント下降／３月景気動向指数（速報）
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/di/di.html
●東証１部上場企業の夏ボーナス妥結水準、２年連続のプラス／労務行政
http://www.rosei.or.jp/research/pdf/000065429.pdf
●デンソー、朝型勤務を試験実施／７～９月の３カ月間、本社で
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/kigyo/20150513.html
▽デンソーWebサイト
http://www.denso.co.jp/ja/news/newsreleases/2015/150511-01.html
●こどもの数は１，６１７万人、３４年連続の減少／総務省
http://www.stat.go.jp/data/jinsui/topics/topi890.htm
●１４年の労災発生頻度は１．６６、前年度に比べ上昇／厚労省
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/saigai/14/index.html
●収入格差が拡大したとの認識、４割超／連合総研・勤労者短観
http://rengo-soken.or.jp/pdf/%231.pdf
●定着する「ゆとり」意識、理想の上司は「寛容型」／民間調査
http://www.murc.jp/publicity/press_release/press_150501
●３月の完全失業率３．４％、前月比０．１ポイント低下／労働力調査
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/index.htm
（労働力調査・基本集計
2014年度平均（速報））
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nendo/index.htm
●３月の有効求人倍率は１．１５倍、前月と同水準／一般職業紹介状況
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000083467.html
●現金給与総額、前年同月比０．１％増／３月毎勤統計
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/27/2703p/dl/pdf2703p.pdf
（統計表）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/27/2703p/2703p.html
●３月の２人以上世帯の消費支出、前年同月比１０．６％減少／家計調査報告
http://www.stat.go.jp/data/kakei/sokuhou/tsuki/index.htm
●４割強が深夜勤務、３割が週２０時間以上就労／学生アルバイト全国調査
http://bktp.org/news/2790
●２０１４年９月度退職金・年金に関する実態調査／経団連・東京経協
http://www.keidanren.or.jp/policy/2015/042.pdf
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●「仕事よりもプライベート優先」が５割超／マイナビ新入社員意識調査
http://www.mynavi.jp/news/2015/04/post_8717.html
……………………………………………………………………………………………
■◇ 各種講習会のご案内
★豊川職業能力開発専門学院
http://www.toyokawa-cci.org/jinzaikusei/gakuin.htm
製造現場の品質管理講座
◇とき
6月2日、9日、16日、23日（毎火）9:30～16:30
4日間24時間
◇講師
のぞみ経営研究所
所長
中野昭男氏
◇受講料 1人26,000円（非会員は31,200円）
職長・安全衛生責任者教育研修会（建設業対象）
◇とき
6月3日、10日（毎水）9:30～17:30
2日間14時間
◇講師
西郷労働安全コンサルタント事務所
◇受講料 1人18,000円（非会員は21,600円） 代表 西郷省吾氏
ＩＳＯ９００１内部監査員養成講座
◇とき
6月4日、11日、18日（毎木）9:30～16:30
3日間18時間
◇講師
(特非)ＳＤＣ検証審査協会
副理事長
鈴木宣二氏
◇受講料 1人25,000円（非会員は30,000円）
はじめての輸出・輸入と取引方法講座
◇とき
6月17日（水）14:00～16:00
1日間2時間 林成徳氏
◇講師
デジタルバンクジャパン㈱
代表取締役
◇受講料 1人2,000円（非会員は2,400円）
各申込み
豊川商工会議所［浅井(達)、丸山 TEL86-4101］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/
・この道一筋「あいちの名工」を募集します
→ http://www.pref.aichi.jp/0000082490.html JAPAN」の出展者を募集します
・シンガポールで開催される日本食商談会「Oishii
→ http://www.pref.aichi.jp/0000082682.html
・東三河県庁のポータルサイト
| 穂っとネット東三河
→ http://www.higashimikawa.jp/
【豊川市】→
http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・市議会議員の会派別議員一覧、所属委員会一覧を掲載しました。
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/shigikai/giinshokai/kaihabetuitiran.html
・第2回キッズワークショップ「イーゼルでデッサン体験!」
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/saijibunka/bunka/workshop/i-zerudessan.html
・電気柵、防鳥網及び捕獲檻の購入費補助について
ml → https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/sangyo/nogyo/chojukujo/denkisakuhojo.ht
【蒲郡市】→
http://www.city.gamagori.lg.jp/
・蒲郡まつりカラオケ大会予選会出場者募集
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kankoshoko/gamamatu-karaoke.html
・地域密着型サービス事業者の募集（認知症対応型共同生活介護）
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/choju/mittyaku-bosyu-gh.html
・食コンシェルジュ（食の案内人）になろう！！
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/site/hokencenter/syokukonsyerujyu.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
-4-

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
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◆平成27年6月1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。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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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