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《今号の注目記事》
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■◇ 第28回豊川手筒まつり
7月10日から観覧席券など販売
http://www.toyokawa-cci.org/tedutu/h27tedutuhanbai.htm
豊川の夏のフィナーレを華麗に飾る煙火の祭典・豊川市民まつり「第28回豊
川手筒まつり」が、８月22日（土）に豊川市野球場で開催されます。
豊川手筒まつり実行委員会では手筒煙火見物のベストポジションの桟敷席を
７月10日（金）から販売します。夏の夜空にはやっぱり煙火が似合います。
今年の豊川手筒まつりにご期待下さい。
★★観覧席券は商工会議所で販売★★
観覧席は手筒放揚所から30メートルの至近距離にあり、手筒煙火の大迫力を
五感で感じられるベストポジションです。
（ただし、打ち上げ花火の打ち場は自由広場（豊川市プール西側）になり、野
球場から距離があるため、席によっては打上げ花火がきれいに見えない場合が
あります）。
▽価格（手筒まつり運営協力費として頂きます）
①観覧席（いずれも税込み）
▽Ｓ席：16,000円
▽Ａ席：14,000円
▽Ｂ席：11,000円
（※観覧席の大きさは間口１・５間×奥行き１間）
②スタンド席（自由席）＝1枚1,600円
③芝生席（自由席）＝1枚1,100円
▽販売期間＝７月10日（金）から土・日・祝日を除く９時～17時30分まで。
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ただし、10日のみ８時30分から販売。
先着順にて販売、定数に達し次第締切り。
▽販売場所＝豊川商工会議所
※詳しい内容は、ホームページをご覧ください。
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《会議所からのお知らせ》
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■◇ 「大空から学んだリーダーシップと危機管理」
元日本航空機長グレートキャプテンの小林宏之氏が講演
http://www.toyokawa-cci.org/news/keizaidouyuukaikouenkai.htm
豊川経済同友会は、7月17日（金）、元日本航空機長グレートキャプテンの
小林宏之氏を講師に招き、「大空から学んだリーダーシップと危機管理」をテ
ーマに講演会を開催します。聴講は無料。是非ご聴講ください！
▽日
時所 平成27年7月17日（金）16時～17時30分
▽場
豊川商工会議所2階ホール
▽講
師
元日本航空機長
グレートキャプテン 川村）まで。
小林宏之氏
▽申込み
豊川商工会議所（TEL86‐4101／担当
……………………………………………………………………………………………
■◇ 善光寺、小布施町を視察
シティセールス推進事業
http://www.toyokawa-cci.org/news/zenkoujisisatu.htm
豊川商工会議所は、「豊川市シティセールス推進事業」の一環として、長野
商工会議所、並びに御開帳で賑わう善光寺、「修景」によるまちづくりに成功
した小布施町の視察を行いました。
推進事業の座長である笠原盛泰副会頭を団長に、会議所役員や豊川市関係者
等19名が参加しました。
長野商工会議所では、北村正博会頭らと懇談、善光寺の御開帳を契機にした
観光振興策の展開について説明を受けました。
善光寺は７年毎に御開帳を行っています。長野商工会議所は御開帳の「奉賛
会」の運営を担っており、善光寺に御開帳を請願し、日程の早期決定を要望。
日程の決定後は旅行代理店等に積極的にセールス活動を行い、海外を含め多く
の観光客を呼び込むことに成功し、大きな成果を挙げています。
今回の視察を参考に、豊川商工会議所は将来的に豊川閣（豊川稲荷）が御開
帳を行う際、地元の受入れ体制の充実や、御開帳を起爆剤にした観光客誘致に
向けた取り組みについて検討を行っていきます。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 平成27年度愛知県補助事業「広域連携・合併支援事業」
豊川インバウンド促進事業を展開
http://www.toyokawa-cci.org/news/inbound.htm
豊川商工会議所は、音羽、一宮、小坂井、御津町商工会と共催で、愛知県の
「広域連携・合併支援事業」の採択・補助助成を受け、平成27年度の愛知県
「観光元年」方針に沿い、豊川市において、地域の活性化を促す観光戦略とし
て、関係団体、関係機関と連携し、内外からの観光客を呼び込む具体策を研究
し、地元消費が増大されるよう、様々なインバウンド対策を行います。
★★主な事業は次の通り★★
①インバウンド促進のための各種セミナーの開催
・インバウンド最新動向セミナー
・成功事例についてのセミナーの開催
・訪日観光客獲得セミナー
・消費税免税カウンター設置に向けての勉強会
②中国語会話講座
③豊川市紹介サイトの構築及びパンフレットの作成
④旅行代理店、ホテル、飲食業、小売業者との情報交換会の開催
⑤「豊川インバウンド促進グループ」の立ち上げ
⑥インバウンド戦略の策定
……………………………………………………………………………………………
■◇ とよかわ創業・起業支援ネットワーク「創業塾とよかわ」受講者大募集
http://www.toyokawa-cci.org/news/sougyoujyuku2015.htm
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豊川商工会議所は、豊川市、音羽・一宮・小坂井・御津町商工会、日本政策
金融公庫、地元金融機関と連携し「とよかわ創業・起業支援ネットワーク」を
実施しています。
現在、創業の基本が学べる「創業セミナー」と少人数のゼミナール形式によ
る創業までのプログラムを組んだ短期集中研修「創業塾とよかわ２０１５」の
受講者を募集中！
当講座では、創業の基礎知識、実務、開業に伴うビジネスプラン作成などを
学ぶことができます。過去大勢の受講者が起業され、各業界で活躍しています。
★★創業セミナー★★
▽対
象
お店の開業や経営に興味のある方どなたでも参加できる。
▽日
程
９月12日（土）13時～16時
▽テーマ
「創業の心構え」、「創業者に求められるもの、創業事例紹介」等
※なお、当日は個別相談会も開設します。
▽会
場
豊川商工会議所
▽定
員
50人（申込み順）
▽受講料 無料
★★創業塾★★
▽対 象 ある方、どなたでも参加できる。
これからお店の開業を検討又は予定している方、経営に興味の
▽日 程とテーマ（いずれも10時～16時）
９月27日（日）＝創業の基礎知識、売上のつくり方
10月４日（日）＝ビジネスアイデア創出のポイント・ビジネス
プラン作成のポイント、作成演習
10月17日（土）＝ビジネスプラン発表、借入について金融機関
からのメッセージ
特別講演会
講師
ティーエス㈱代表取締役 筒井慎氏
これから、本格的に独立開業を目指す方におすすめ。
▽会
場
豊川商工会議所
▽定
員
30名（申込み順）
▽受講料 1人3,000円（３日間の講座料）
※詳細はホームページをご覧ください。
……………………………………………………………………………………………
■◇ アイデア作品展＆絵画展
小中学生の皆さんの作品を募集します
http://www.toyokawa-cci.org/news/h27ideakaiga.htm
豊川少年少女発明クラブ（商工会議所内）は10月２日（金）から４日（日）
まで「第19回おもしろアイデア作品展」を行います。これに先立ち、アイデア
に富んだ作品を募集します。
また、豊川商工会議所、女性会は、市内小学生を対象に「環境・ゴミ問題」
をテーマとする絵画作品を募集します。
※詳細は、ホームページをご覧ください。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 愛知県プレミアム付宿泊券・観光券の利用可能施設を募集します！
http://www.pref.aichi.jp/0000084368.html
県では、国の交付金を活用し、プレミアム付宿泊券・観光券を発行して観光
客の誘致と観光消費の拡大を図ります。
つきましては、7月1日（水）より、両券の利用可能施設を募集しますので、
県内の宿泊施設・観光施設・飲食店・土産物店の事業者の皆様におかれまして
は、ぜひご応募ください。
★★本件に関する問い合わせ先★★
あいち旅行券事務局 プレミアム付宿泊券・観光券セクション
（株式会社日本旅行名古屋支店内）
電メール
話 052-232-6753
FAX 052-232-6749
aichi_ryoko1@nta.co.jp
※詳細は、ホームページをご覧ください。
……………………………………………………………………………………………
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■◇
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/）
●一致指数、前月比２．１ポイント上昇／４月の景気動向指数改訂状況
内閣府は19日、４月の景気動向指数の速報からの改定状況を公表した。
景気の現状を示す「一致指数」は前月比2.1ポイント上昇の111.0(速報値
111.1)。景気の先行きを示す「先行指数」は106.4（速報値107.2）で、
前月に比べ1.2ポイント上昇した。
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/di/Revision.pdf
●１５年１月の総人口、前年同月に比べ２１万９,０００人減／総務省人口推計
http://www.stat.go.jp/data/jinsui/new.htm
（統計表）
http://www.stat.go.jp/data/jinsui/pdf/201506.pdf
●大手企業の賃上げ妥結結果、８，２３５円・２．５２％／経団連・最終集計
http://www.keidanren.or.jp/policy/2015/060.pdf
●女性からの相談が前年同月比２．８ポイント増加／連合・労働相談ダイヤル
http://www.jtuc-rengo.or.jp/soudan/soudan_report/data/201505.pdf
●父親の子育て意欲は９年間増加の一途／民間調査
http://blog.benesse.ne.jp/bh/ja/news/m/2015/06/16/docs/20150616release_2.pdf
●４月の現金給与総額、前年同月比０．７％増加／毎勤統計確報値
（15年４月確報）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/27/2704r/dl/pdf2704r.pdf
（統計表）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/27/2704r/2704r.html
●死傷者数と死亡者数、前年同期を下回る／１５年１～５月労働災害発生状況
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei11/rousai-hassei/index.html
●１６年卒大学生、６月１日現在の内定率３５．１％／民間調査
http://www.disc.co.jp/pressrelease/detail/StudentMonitor201506-2927.htm
●１５年度新入社員の就職活動への満足度、９４．０％／産能大調査
http://www.sanno.ac.jp/research/fresh2015.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
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）
５Ｓ活動・改善の進め方講座
◇と
き
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
企業組合浜名湖えるだークラブ
◇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
7月14日（火） 13:30～17:30
1日間4時間
◇講
師
佐原経営支援パートナー
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
7月21日（火）9:30～16:30代表1日間6時間
◇講
師
ＳＡＫＡＫＩＢＡＲＡ
◇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/
・経営革新計画の申請窓口を増やし、中小企業の新たな取組を支援します
→ http://www.pref.aichi.jp/0000084513.html
・平成26年経済センサス－基礎調査・商業統計調査の速報結果が公表されました
→ http://www.pref.aichi.jp/0000083881.html
・第32回全国都市緑化あいちフェア
スタジオジブリとのタイアップ特別企画「ジブリの大博覧会」開催決定！
→ http://www.pref.aichi.jp/0000084387.html
【豊川市】→
http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・地産地消の推進活動として「とよかわ農業市」を開催します！
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/sangyo/nogyo/nogyoshinko/nougyouichi.ht
ml・平成27年国勢調査のお知らせ
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/tokei/kokuseityosa.html
・防災ボランティアコーディネーター養成講座について（募集）
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/anzenanshin/bosai/borantia.html
【蒲郡市】→
http://www.city.gamagori.lg.jp/
・愛知大学・蒲郡市民教養講座
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/bunspo/koza-aidai.html
・スポーツレクリエーションフェスティバル２０１５東三河地区大会のお知らせ
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/bunspo/sports-reku.html
・サル出没注意！
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/norin/saru.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15日（水）
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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