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《今号の注目記事》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 「プレミアム商品券」6月28日に販売
http://www.toyokawa-cci.org/news/premium2.htm
豊川商工会議所、音羽、一宮、小坂井、御津町商工会は、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）に市内27ヵ所で販売します。販売初日であっても完売次第、終
了となります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《会議所からのお知らせ》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 皆さまの事業所にお伺いします
「顔の見える」会議所づくりを
全会員訪問6月から10月
http://www.toyokawa-cci.org/news/zenkaiinhoumon.htm
豊川商工会議所は、「開かれた商工会議所」の行動指針のもと、会員の声を
直接お聞きし、会員に喜ばれる事業を実施するため、職員担当制を導入すると
共に、会員訪問を実施します。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 豊川手筒まつり
まつり開催にご支援を 8月22日野球場で開催
http://www.toyokawa-cci.org/tedutu/h27tedutu.htm
第28回豊川手筒まつりは、8月22日（土）豊川市野球場で開催します。（た
だし、荒天の場合、23日に順延）。
手筒まつりは、各連区の神社に伝わる儀礼・技法にのっとり奉納されている
当地域伝統の「手筒煙火」約４００本を一堂に集めて披露する華麗な煙火の祭
典で、今年28回目。毎年、全国各地からたくさんの見物客が訪れています。
しかしながら、盛大に開催するためには、非常に多額の費用が必要です。
豊川市民まつり協議会・豊川手筒まつり実行委員会は、手筒まつり開催のた
めの協賛金と「幸せ奉賛ステージ」の申込みを受け付けます。是非、皆さまの
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温かいご支援・ご協力をお願いします。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 労働安全衛生法に基づく定期健康診断を実施
7月1日から検診車が巡回
http://www.toyokawa-cci.org/news/h27teikikenkousindan.htm
豊川商工会議所は、会員サービス事業として、「巡回定期健康診断」を実施
します。期間は７月１日（水）～８月４日（火）の土日祝除く計25日間。検診
委託先はしらゆりクリニック（大堀町）。
本健診は、労働安全衛生法に基づき、年一回の健診が義務づけられている項
目に従い、５人以の受診者を有する会員事業所に巡回し実施するものです。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 参加チームを募集
第23回 会員ボウリング大会 7月29日
http://www.toyokawa-cci.org/news/h27boling.htm
豊川商工会議所では、7月29日（水）に、コロナキャットボウルにて「第23回
会員ボウリング大会」を行います。ぜひご参加ください。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 遊休機械無償マッチング支援プロジェクト
㈱ＵＡＣＪ銅管より作業服など419着提供
感謝状届く
http://www.toyokawa-cci.org/news/yuukyuukikai2.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、㈱ＵＡＣＪ
銅管（当所常議員。銅及びその合金の鋳塊・管・棒等並びにチタン管の製造・
販売、池田洋社長、渋谷幸信取締役、大木町新道１００）より提供いただいた
作業服など２００着に対して、東北六県商工会議所連合会の会長を務める仙台
商工会議所の鎌田宏会頭から感謝状が贈られました。
……………………………………………………………………………………………
■◇
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/）
●「パワーハラスメント対策導入マニュアル」を作成／厚労省
厚生労働省は15日、企業の中でパワーハラスメント対策に取り組む際の
参考となる「パワーハラスメント対策導入マニュアル」を作成したと公表
した。マニュアルは無料でダウンロードできるほか、都道府県労働局や労
働基準監督署、労使団体など、全国で５万部を配布予定。また７月からは
本マニュアルを活用した「パワーハラスメント対策支援セミナー」を全国
約70カ所で開催する。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000084876.html
（パワーハラスメント対策導入マニュアル）
http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/download.html
●大卒者の就職率９６．７％、前年同期比２．３ポイント上昇
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000084862.html
（大学等新卒者への就職支援の状況について）
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000084865.html
●高校生の就職内定率は９８．８％、前年同期比０．６ポイント上昇
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000084863.html
●３月の現金給与総額、前年同月比横ばい／毎勤統計確報値
（15年３月確報）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/27/2703r/dl/pdf2703r.pdf
（統計表）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/27/2703r/2703r.html
（14年度分結果確報）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/26/26-2fr/dl/pdf26fr.pdf
（統計表）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/26/26-2fr/mk26fr.html
●勤労者世帯の実収入、前年同期比実質０．９％減／１～３月家計調査報告
http://www.stat.go.jp/data/kakei/sokuhou/shihanki/index.htm
（報道資料）
http://www.stat.go.jp/data/kakei/sokuhou/shihanki/pdf/gaiyou.pdf
●１～３月期のＧＤＰ実質成長率、年率２．４％増／１次速報値
http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/gaiyou/gaiyou_top.html
●消費者態度指数、５カ月ぶりに低下／４月消費動向調査
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/shouhi/2015/201504youten.html
（統計表）
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http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/shouhi/2015/201504shouhi.html
●２０１６年卒採用の「内定出し」
開始時期は「６月」が最多／民間調査
http://www.disc.co.jp/pressrelease/detail/16SaiyoReport201505-2886.htm
●総人口、前年に比べ２１万２，０００人減少／総務省推計
http://www.stat.go.jp/data/jinsui/new.htm
●一致指数、前月差１．５ポイント低下／３月の景気動向指数改訂状況
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/di/di.html
●３月の鉱工業生産指数確報値、前月比０．８％低下／経産省
http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/iip/result-1.html
●４月度のアルバイト・パート平均時給は９６１円、１．５％増／民間調査
http://www.recruitjobs.co.jp/info/pr20150520_278.html
●個人企業の業況判断、２．４ポイント悪化／１～３月期・確報
http://www.stat.go.jp/data/kojinke/kakuhou/4hanki/index.htm
（2014年度結果）
http://www.stat.go.jp/data/kojinke/sokuhou/nendo/index.htm
●４月の建設労働需給、全国の８職種で０．５％不足／国交省
http://www.mlit.go.jp/common/001090540.pdf
●定年制を有する企業の割合は９９．７％／人事院調査
http://www.jinji.go.jp/kisya/1505/syokuin26point.pdf
●４月の求人広告掲載件数、前年同月比２３．２％増／全求協
http://www.zenkyukyo.or.jp/outline/research.php
……………………………………………………………………………………………
■◇ 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
６月の講座
製造現場の品質管理講座
品質管理の見方・考え方からＱＣ７つ道具や新ＱＣ７つ道具について、座学
だけでなく演習を交えて学びます。
◇とき 6月2日（火）9日（火）16日（火）23日（火）9時30分～16時30分
4日間24時間
◇ところ
豊川商工会議所 所長 中野昭男氏
◇講師
のぞみ経営研究所
◇受講料
◇申込み 1人2万6,000円（非会員は3万1,200円）
豊川商工会議所［浅井達・丸山℡86・4101］まで。
職長・安全衛生責任者教育研修会（建設業対象）
建設業の方を対象とした労働安全衛生法六十条の規定による安全衛生教育を行
います。
◇とき
6月3日（水）10日（水）9時30分～17時30分
2日間14時間
◇ところ
豊川商工会議所
◇講師
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1万8,000円（非会員は2万1,600円）
◇申込み 豊川商工会議所［浅井達・丸山℡86・4101］まで。
ＩＳＯ９００１内部監査員養成講座
自社内におけるＩＳＯ監査員となるための基本事項を勉強し、その実践の仕方
について実習を通して学びます。修了者には認定書を発行。
◇とき
6月4日（木）11日（木）18日（木）
9時30分～16時30分 3日間18時間
◇ところ
豊川商工会議所
◇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2万5,000円（非会員は3万円）
◇申込み 豊川商工会議所［浅井(達)・丸山℡86・4101］まで。
はじめての輸出・輸入と取引方法講座
外国との取引において注意すべき点や外国との売買における代表的な取引方法
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を学びます。
◇とき
6月17日（水）14時00分～16時00分
1日間2時間
◇ところ
豊川商工会議所
◇講師
デジタルバンクジャパン㈱
代表取締役 林成徳氏
◇受講料
1人2,000円（非会員は2,400円）
◇申込み 豊川商工会議所［浅井(達)、丸山℡86・4101］まで。
☆上記講座申込み・問い合わせ 豊川商工会議所［浅井達・丸山 TEL 86-4101］まで
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《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/
・航空機現場技能職実技研修等実施業務の委託事業者を募集します
→ http://www.pref.aichi.jp/0000083085.html
・平成27年度
介護保険指定事業者講習会の開催について
→
http://www.pref.aichi.jp/0000083376.html
・愛知県安全なまちづくり推進協議会の開催について
→ http://www.pref.aichi.jp/0000083343.html
【豊川市】→
http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・赤塚山公園「花しょうぶまつり」
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/event/kanko/hanashobumatsuri.html
・豊川市総合教育会議について
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/kosodate/kyouikuiinkai/sougoukyouikukaigi.html
・収納嘱託員の登録募集
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/boshu/shunoboshu.html
【蒲郡市】→
http://www.city.gamagori.lg.jp/
・子育て世帯臨時特例給付金
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kosodate/kyufukinkosodate.html
・外国人相談窓口
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/shimin/foreignersupport.html
・職員募集中（平成28年4月採用）
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/jinji/future150525.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6月15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/
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代表メール
info@toyokawa-cci.org
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