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《今号の注目記事》
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■◇ 「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、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。
地域消費喚起型・生活支援型プレミアム商品券
取扱店一覧
→ http://www.toyokawa-cci.org/news/premiumtoriatukaiten.htm
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《会議所からのお知らせ》
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■◇ 「共に学び共に楽しみ共に成長を」新たに13名が入会
青年部 定期総会開く
http://www.toyokawa-cci.org/news/hseinenbusoukai.htm
豊川商工会議所青年部（井指和昭会長）は、4月24日(金)18時半から、商工
会議所にて第78回定時総会を開き、平成26年度の事業報告・収支決算(案)を承
認しました。
新年度にあたり、井指会長はスローガンに「一期一会～すべて出会いから始
まる
共に学び 共に楽しみ 共に成長～」を掲げ、「事業の遂行にはメンバ
ーの協力無しではできません。お互いに声を掛け合い参加し、楽しみましょう。
青年部活動はボランティアです。苦労し、努力と協力で達成した時、自己研鑽
につながり、間違いなく自分のためになります。多くの経験が自分を大きくし
てくれます。共に行動し、共にわかちあい、一丸となって頑張っていきましょ
う。」とあいさつ。
続いて、平成27年度新入会員13名を紹介した。新入会員は次の通り。
阿部治（㈱ＡｉＨＯ）、伊與田裕也（豊川信用金庫いなり支店）、鵜飼守行
（ウカイ梱包運輸㈱）、太田優香（加山興業㈱）、岡田崇（㈱トラベル東海）
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木下相顕（㈱エムケイホーム）、熊谷貴志（㈱ハクヨプロデュースシステム）
小林速人（㈱食楽クラブ）、佐藤真純（陽だまり。）、藤本浩志（ふじ行政書
士事務所）、松井聖一（豊川信用金庫本店営業部）、森
栄治（㈲スワ薬局）
若林可楠子（㈲宮地商店）
……………………………………………………………………………………………
■◇ ひまわり農協と会議所が懇談
農商工連携推進などについて意見交換
http://www.toyokawa-cci.org/news/himawarinoukyoukondan.htm
豊川商工会議所は、5月18日(月)に「ひまわり農業協同組合（権田晃範組合
長）との懇談会」を開きました。
同組合との商業・工業・農業・観光が一体となったまちづくりの推進と相互
交流・理解・連携を目的に毎年開かれているものです。
当日は会議所は川合・小野・笠原の３副会頭、松下専務理事らが、ひまわり
農協からは、権田組合長、今泉専務理事、藤原常務理事、梅田常勤監事、竹内
参事、堀内総合企画部長、木藤営農部長、伴野総務部長が出席。
ＪＡひまわりと豊川商工会議所は、共同で純米吟醸酒・豊川いなり心願「叶」
を開発するなど、これまでも連携事業に積極的に取り組んでいます。懇談会で
は、今後の農商工連携や六次産業化等の推進に向けた課題などについて情報交
換を行いました。
☆☆ 4月1日より農商工連携プロジェクト始動
豊川商工会議所とひまわり農協は、平成27年4月より、農商工連携プロジェク
トを始動させました。
これは豊川市の地域活性化を目指して、地域資源を活用した農商工連携を推
進するためのプロジェクト。
農商工連携の成功事例などの研究からはじめて、意見交換や情報交換、研究
会活動、最終的に特産品やサービスの開発までを目標とします。
4月9日に、第1回目の会議を開催、構成メンバーによる意見交換を行い、近隣
での実績がある西尾商工会議所に訪問し、事例研究を行うことを決めました。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 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。
……………………………………………………………………………………………
■◇
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/）
●勤労者世帯の月平均実収入、前年に比べ３．２％減少／１４年家計調査年報
総務省が11日公表した「2014年家計調査年報（家計収支編）」によると、
勤労者世帯の実収入は、月平均46万8,367円で、前年に比べ、実質で3.2％
減少した。また消費支出は28万809円で、前年に比べ、実質3.1％の減少。
http://www.stat.go.jp/data/kakei/2014np/index.htm
●４月の鉱工業生産指数確報値、前月比１．２％上昇／経産省
http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/iip/result-1.html
●４～６月期の景況判断、いずれの企業規模も「下降」超／法人企業景気予測調査
http://www.mof.go.jp/pri/reference/bos/results/1c2701.htm
●企業の８４．２％で従業員の健康管理対策を実施／民間調査
http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p150603.html
●仕事への満足度、「ジョブ（職種）型」が最も高く／民間調査
http://www.mizuho-ir.co.jp/company/release/2015/hrm0610.html
●５月末の内々定率、前月比１６．０ポイントプラス／民間調査
http://saponet.mynavi.jp/enq_gakusei/naiteiritu/index.html
●消費者態度指数、２カ月連続で前月を下回る／５月消費動向調査
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/shouhi/2015/201505youten.html
●５月の街角景況感、前月比０．３ポイント低下／景気ウォッチャー調査
http://www5.cao.go.jp/keizai3/2015/0608watcher/menu.html
●１～３月期のＧＤＰ実質成長率、年率３．９％／２次速報値
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http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/gaiyou/gaiyou_top.html
●一致指数、前月比１．９ポイント上昇／４月景気動向指数（速報）
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/di/di.html
●転職人気企業、６年ぶりにトヨタが１位／民間調査
http://www.inte.co.jp/library/survey/20150608.html
●６月１日時点での賃上げ回答平均は６，４８１円、２．２３％
／連合の２０１５春季生活闘争
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/roushi/20150605a.html
●中小企業の賃上げ４，６０１円、１．８３％アップ／経団連第１回集計
http://www.keidanren.or.jp/policy/2015/055.pdf
……………………………………………………………………………………………
■◇ 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
７月の講座
機械製図
図面の見方・読み方講座
◇と
き
7月6日、13日、27日（毎月）13:30～17:30
3日間12時間
◇講
師
大同大学大同高等学校
講師
中尾信彦氏
◇受講料 1人21,000円（非会員は25,200円）
ＴＷＩ講座ＪＩ（仕事の教え方）コース
◇と き 7月7日（火）～9日（木）
1日目
13:30～15:30
2・3日目
13:30～17:30 3日間10時間
◇定
員
10人（定員に達し次第締切）
◇講
◇受講料師 マツイ・マネジメント・オフィス
1人9,000円（非会員は10,800円） 代表 松井督卓氏
５Ｓ活動・改善の進め方講座
◇と
き 企業組合浜名湖えるだークラブ
7月16日、23日（毎木）9:30～16:30小枝英生氏
2日間12時間
◇講
師
◇受講料 1人18,000円（非会員は21,600円）
自社の決算書の読み方講座
◇と
き 佐原経営支援パートナー
7月14日（火） 13:30～17:30
1日間4時間
◇講
師
代表・中小企業診断士
佐原啓泰氏
◇受講料 1人4,000円（非会員は4,800円）
問題発見・解決スキルアップ講座
◇と
き ＳＡＫＡＫＩＢＡＲＡ
7月21日（火）9:30～16:30代表1日間6時間
◇講
師
◇受講料 1人8,000円（非会員は9,600円）榊原洋史氏
☆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》
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■◇ 愛知県・豊川市・蒲郡市の動き
【愛知県】→
http://www.pref.aichi.jp/
・平成27年度
愛知ブランド企業の募集について
→
http://www.pref.aichi.jp/0000083713.html
・「愛知県企業による首都圏合同企業説明会」の参加企業を募集します！
→ http://www.pref.aichi.jp/0000083691.html
・「愛知」の便利な情報が盛り沢山！「県政ガイドあいち2015」を発行します。
→ http://www.pref.aichi.jp/0000083582.html
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【豊川市】→
http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・豊川海軍工廠被爆70周年事業
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/heiwatoshisuishin/kousho70.html
・豊川市公共施設適正配置計画
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/gyoseiunei/manejiment/kanzaikeiyakuka.h
tml・エンパワーメント講座「夢を叶えるために頑張っている女性応援セミナー」開催のご案内
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/danjokyodosankaku/netyui/johoshucorner/
enpawamentkouza.html
【蒲郡市】→
http://www.city.gamagori.lg.jp/
・蒲郡トライアスロン大会交通規制
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/bunspo/triathlon-regulate.html
・認知症サポーター養成講座を開催します
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/choju/ninntisyousapota.html
・無料Ｗｉ-Ｆｉ「ＦＲＥＥＳＰＯＴ（フリースポット）」のご案内
→ 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7月1日（水）
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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