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■◇ 夢が実現
創業塾 受講者が開業
http://www.toyokawa-cci.org/news/sougyoujyukukaigyou.htm
豊川商工会議所主催の「創業塾とよかわ2014」を受講した、豊川市蔵子在住
の
鶴巻 勇 氏が、介護保険の住宅改修専門の「ケアリフォーム鶴巻」を開業
しました。
は、建築関係の仕事をされていた頃、修得した技術を活かし、お年寄
り鶴巻氏
や体が不自由な方も安心して暮らせるリフォーム業の開業を考えていました。
そんな時に、創業に必要な知識が学べる「創業塾」が開講されることを会議
所会報メ
セナで知り参加されました。
商工会議所が行う創業塾に
参加され、「創業の心構えや基礎知識を学ぶとと
もに、創業の厳しさも知った。開業に向けて、今、何をすべきか明確化し、前
に向かって踏み出す自信につながった」と受講の感想を述べられました。
会社のモットーとして「ご本人とご家族が、日々笑顔で安心して暮らしてい
けるリフォームを提供できるよう努力していきたい」と語りました。
連絡先、TEL 65-9138、メールアドレス c-r-tsuru@hi3.enjoy.ne.j
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《会議所からのお知らせ》
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■◇ 会員事業所の福利厚生をサポートします！豊川商工会議所生命共済制度
http://www.toyokawa-cci.org/news/tedutukyousai.htm
豊川商工会議所生命共済制度が会員事業所の福利厚生をサポートします！
「手筒共済」
キャンペーン 7月31日まで実施中
少ないご負担で、大きな保障を提供します。掛け金は1ヵ月わずか800円（年
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により変動します）是非この機会にご加入を！
★手筒共済のメリット
～役員および従業員の福利厚生制度にご活用いただけます～
① 保険期間は1年で自動更新、役員・従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。
② 病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を問わず24時間保障され
ます。
③ 医師による診査は不要です。（告知のみでお申込みいただけます。）
1年ごとに収支計算をおこなって剰余金が生じた場合には、配当金としてお返しいたします
。④
⑤ 豊川商工会議所独自の給付制度（見舞金・祝金）が付加されています。
お問豊川商工会議所
合せ
業務課 TEL 86-4101まで
〔引受保険会社〕アクサ生命保険株式会社
※手筒共済は豊川商工会議所が、アクサ生命保険株式会社と締結した福祉
団体定
期保険（入院給付金付災害割増特約・ガン死亡特約付）と当商工
会議所
独自の見舞金・祝金制度を会員の皆様にご利用いただくものです。
※記載の内容は手筒共済制度の制度内容の一部を記載したものです。ご加
入にあたってはパンフレット、重要事項説明書（契約概要・注意喚起情
報）を必ずご覧ください。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 第57回親善野球大会
オーエスジーが13連覇 全三河鉄工会親善野球大会
http://www.toyokawa-cci.org/news/h27yakyuutaikai.htm
第57回豊川商工業親善野球大会（豊川商工会議所・豊川鉄工会主催）は、10
チームが参加し、6月13日（土）と20日（土）に市野球場等で熱戦が繰り広げら
れました。
決勝はオーエスジー
㈱と㈱共栄社が対戦。オーエスジー㈱が13年連続14回目
の優勝
を
飾りました。
優勝のオーエスジー㈱は9月13日に豊田市で開かれる「全三河鉄工会親善野
球大会」に豊川鉄工会
代表として出場します。
【１オーエスジー
回戦】 ６‐１ 日本車輌製造
豊商 ５‐２ 穂の国青年会議所
デンソープレアス ９‐１ 東海理化Ｂ
共栄社 ５‐２ トピー工業
【２オーエスジー
回戦】 １‐１ 東海理化Ａ（時間切れによる抽選、オーエスジーが勝利）
岡田建設 ４‐０ デンソープレアス
【準豊商
決勝棄権
】によりオーエスジー勝利
岡田建設 ２‐２ （時間切れによる抽選、共栄社が勝利）
【決
勝】
オーエスジー
５‐１ 共栄社
……………………………………………………………………………………………
■◇ 商工会議所が行う講座が対象に！
受講料の3分の2を企業に補助
http://www.toyokawa-cci.org/news/mono
dukurijinzai.htm
人材育成おいて補助金が利用できます。
「
ものづくり中核人材育成事業」では、ものづくり中核人材の育成のため、指
定された講座受講す
る際に、受講料、旅費、宿泊費（消費税抜後額対象）の2/3
を補助する制度です。
商工会議所が行っている講習会でも、この補助金が活用できるものがあります。
是非ご活用下さい。詳しい利用方法などは浅井までお問合せ下さい。
▽補助率＝補助対象経費の３分の２以内
齢
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補助
限 50万す の 定講座
商工会議所が実
Ｓ 動・ 善の進善の
方講座（7月16日、23日）
ＴＷＩ講座ＪＭ（
方）（
9月1日～3日）
善アイ
アの視点
講座（
9月15日）
職場の
講座（10月15日、11月10日）
生産管 え 講座（10月21日）
問合せ
▽補助事業・申請書提出
（一T財）
製造科学技術センターものづくり人材育成事業部
E
L03-3500-4891
※指定講座について → 豊川商工会議所・浅井（洋） TEL86-4101
……………………………………………………………………………………………
■◇ 第28回豊川手筒まつり
観覧席券等販売中
http://www.toyokawa-cci.org/te
dutu/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
販売中。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＝土・日・祝日を除く９時～17時30分まで。
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。
……………………………………………………………………………………………
■◇
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/）
●６月の街角景況
感、前月比２．３ポイント低下／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店長らに街角の景況感をたず
ねた
６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2.3ポイント低下の51.0。雇用関連DIも低下。
http://www5.cao.go.jp/kei
zai3/2015/0708watcher/menu.html
●２０１５
年の決定初任
給水準、全学歴で上昇／産労総研
http://www.e-sanro.net/jinji/j_research/j_research01/pr1507/
●１５
年上半期、希望・早期退職者募集実施の上場企業は１／８東社京商工リサーチ
●一http://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20150708_02.html
致指数、前月比１．８ポイント下降／
５月景気動向指数（速報）
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/
di/di.html
●景http://www.boj.or.jp/research/brp/rer/rer150706.htm/
気判断、８地域で据え置き／日銀地域経済報告
●「セクハラ・パワハラ・嫌がらせ」の相談が／女性のた
３割超
めの全国一斉労働相談
http://www.jtuc-rengo.or.jp/sou
dan/soudan_report/data/20150611-20150612.pdf
●障害のある従業員に対する理解・配慮を促すための研修等、実施は２２．８％
▽
上 額＝
円
▽
施 る国 指
① ５ 活
改
め
②
改
仕
③ 改
デ
習得
④
見 る化
⑤
理入門
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／民間調査
http://group.
dai-ichi-life.co.jp/dlri/pdf/ldi/2015/news1506_3.pdf
●大企業
製造業の業況判断ＤＩ、プラス１５に／日銀６月短観
http://www.boj.or.jp/statistics/tk/tankan06b.htm/
●現
在の景況感ＤＩ、前回から改善／日銀の生活意識調査（６月）
http://www.boj.or.jp/research/o_survey/ishiki1507.p
●５http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/iip/result-1.html
月の鉱工業生産指数、前月比２．２％低下／経産省 df
●賃http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/roushi/20150703.html
上げ率２．２０％で前年上回る／連合の２０１５春季生活闘争最終回答集計
●今年の大
学４年生の約９割が就職情報サイトに登録／連合調査
http://www.jtuc-rengo.or.jp/news/chousa/
data/20150702.pdf
●文系：ＪＴ
Ｂ、理系：トヨタ自動車が首位／大学生就職企業人気ランキング
http://www.mynavi.jp/news/2015/07/post_
9092.html
●ＡＢ
Ｃマート
書類送検 ２店舗で違法残業の疑い／東京労働局の特別対策班
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/kigyo/20150703a.html
▽ＡＢＣマート
http://www.abc-mart.co.jp/ir/p
df/houdou150702.pdf
●アシックス、
３５０人の退職募集／グループ全社員の６分の１相当
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/kigyo/20150703b.html
▽アシックス
http://corp.asics.com/jp/press/article/2015-07-01
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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/
・「干潟の生き
もの観察会in蒲郡」（三河湾環境再生プロジェクト）の参加者を募集します
→
http://www.pref.aichi.jp/000008
4411.html
・マイ
ナンバー制度（社会保障・税番号制度）
→ http://www.pref.aichi.jp/0000081088.html
・平成27年度
熱中症（疑い含む）による救急搬送者数について
→ http://www.pref.aichi.jp/0000082
940.html
【豊川市】→
http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・豊川市
住宅用太陽光発電システム設置費補助制度
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/kankyosumai/chikyuondankataisaku/taiyo
kohojo.html
・清塚信也
ピアノリサイタル 今大注目のピアニストが豊川へやって来る!
→
https://www.city.toyokawa.lg.jp/saijibunka/bunka/concert/shinyakiyo
zukapiano.h
tml・豊川市立八南小学校校舎増築等工事の様子
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/kosodate/shochugakko/hachinankouzi.html
【蒲郡市】→
http://www.city.gamagori.lg.jp/
・熱気
球教室in蒲郡まつりを開催します
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kankoshoko/netukikyuu.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-gh27.html
・人→事評価システム
構築業務に関するプロポーザル方式による事業者選考の実施について
http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/jinji/jinji-hyouka.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
★Ｊ
ＡＮ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
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http://www.toyokawa-cci.org/saijigyary/gyarary.htm
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◆◆平成27年8月3日（月）
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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発行者：豊川商工会議所
〒TE44L 2-85
40 豊川市豊川町辺通4-4
0533-864101 FAX 0533-84-1808
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