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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
22日に豊川市野球場で盛大に開催
http://www.toyokawa-cci.org/t
edutu/h27tedutu_2.htm
豊川の夏のフィナーレを飾る「第28回豊川手筒まつり」は、
８月22日（土）
に豊川市野球場で開催します。豊川手筒まつりは、市
内各連区でそれぞれの神
社に奉納されている伝統の手筒煙火を一堂に集め、勇壮に放揚するもので、今
や全国に知れ渡っています。
また、ス
ターマイン、仕掛煙火、中国煙火などの煙火が打ち上げられます。
今年の
夏は豊川手筒まつりで締めくくり。どうぞご期待ください。
★オープニングは午後5時 市民おどりは今年が最後！
今年の手筒まつりには豊川、古宿、中条、三蔵子、千両、、八南、平尾、国
府、諏訪、三上、御油、一宮東部、一宮西部、小坂井の計14連区が参加。総勢
約650人の長老・青年等の協力を得て約400の手筒煙火を一堂に放揚します。
始時間を30分早め、午後５時から11団体約500名が参加
する今年は、まつりの開
市
民おどりがオープニングを飾ります。
なお、市民おどりは今年で最後です。おどりには当日参加もできますので、
ぜひ、踊りの輪に加わって一緒に踊りましょう
★★★ 観覧席券好評販売中 ★★★
手筒まつりの観覧席等（有料）を商工会議所で発売中です！
観覧席は定員10人。ご家族、友達と一緒に食事をしながらゆっくりと煙火
を楽しみませんか。
Ｓ席＝16,000円
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1411,,000
円
000
円
ス ンド
席（自由席・一人）＝1,600円
（自由席・一人）＝1,100円です。
お早めにお買い求めください。
問合せ先＝手筒まつり事務局（豊川商工会議所、TEL 000533-86-4101）
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《会議所からのお知らせ》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 「プレミアム商品券」有効期限は9月30日です
http://www.toyokawa-cci.org/news/premium4.htm
豊川商工会議所と音羽・一宮・小坂井・御津町商工会発行の「地域消費喚起
型・生活支援型プレミアム商品券」（以下、「本商品券」）は6月28日に販売し
即日完売しました。
★本商品券の有効期
間は平成27年9月30日（水）までです！！
★有効期限後は商品券
が利用できませんのでご注意ください。
問合せ先＝豊川商工会議所（TEL 0533-86-4101）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 「豊川インバウンド促進」事業
http://www.toyokawa-cci.org/n訪日外国人の受入対策を研究
ews/inbound2.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促進事業に着手しました。
★今
後、各種勉強会など開く予定です。
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
……………………………………………………………………………………………
■◇ 豊川稲荷門前の活性化を
昨年に引き続き「シティセールス事業」を実施
http://www.toyokawa-cci.org/n
ews/citysales_2.htm
推進事業」に取
り組豊川商工会議所は昨年に引き続き、「豊川市シティセールス
みます。
「Ｂ‐１」後のまちづくり振興策を研究する事業で、昨年は今後の課題、将
来像などについて検討、今年度は昨年の研究成果を踏まえ、「豊川稲荷門前の
活性化」を目
指した事業に取り組むことになっています。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 日本銀行・梅森名古屋支店長の講演会
9月30日開催・聴講無料
http://www.toyokawa-cci.org/news/nitigin.ht
m
豊川商工会議所は、日本銀行名古屋支店長の梅森
徹氏を迎え、経済講演会を
行います。聴講は無料。
ぜひご聴講くさい！
▽と き ９月３０日（水）１６時～１６時３０分
※お詫び 先日折り込みましたメセナ8月号には15時～16時30分との表記に
な
っておりますが、正しくは16時～17時30分となります。
お詫
びして訂正いたします。
▽ところ 豊川市民プラザ
Ａ席＝
Ｂ席＝
タ
芝生席
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テーマ
最近の金融経済情
勢と展望
聴講をご希望の方はお電
話またはメール
（ kawamura@toyokawa-cci.org ）でお申込みください。
▽問合せ 豊川商工会議所（担当・川村、TEL0533-86-4101）
……………………………………………………………………………………………
■◇ アイデア作品展＆絵画展
10月2日～4日まで
http://www.toyokawa-cci.org/i
bent/idea/ideasakubunkaiga.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。
また、豊川商工会議所、同女性会は、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。奮ってご応募を。
★募http://www.toyokawa-cci.org/i
集に関する詳細は、ホームページをご覧ください。
bent/idea/ideasakubunkaiga.htm
【アイデア作品展】
▽問合せ 豊川商工会議所（担当・浅井、野村 TEL 0533-86-4101）
【環境・ゴミ
問題絵画】
▽問合せ先＝女性会事務局（佐原、耒本、TEL 0533-86-4101）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 愛知県産業立地キャラバンin三河
開催 ml
http://www.pref.aichi.jp/0000084514.ht
愛知県、愛知県産業立地
推進協議会、愛知・名古屋国際ビジネス・アクセス
・セン
ター（I-BAC）は、県内企業の皆様の事業展開をサポートするため、下
記のとおり「愛知県産業立地キャラバンIN三河」を刈谷市の愛知県技術開
発交
流センターで開催します。
当日は、産業立地施策説明会や県や市町村の職員が立地に関する各種相談に
応ず
流会を実施します。設備投資をお考えの方、事業環境についてご相談
のある交
る方、また、用地をお探しの方はどうぞお気軽にご参加ください。
開催概要
12 日
時 平成27年9月11日(金) 14:00～16:00（受付開始13：30）
場所
愛知県技術開発交流センター様2階 研修室1
34 対象
企業(製造業・物流業等)の皆
定員 70名無料
56 参加費
申込方法 申
込書により、8月26日(水)までに、愛知県産業労働部産業立地
通商
込みください。
（FAX課宛てファックスにてお申し
052-961-7693）
プログラム
第1部「立地優遇制
産業立地施策説明会（14:00～14:45）
度について」（愛知県産業労働部）
「愛知県の地震
リスクと対策について」（愛知県防災局）
第2部「産業技術セン
産業技術センタターについて」(あいち産業科学技術
ーの紹介・見学（14:45～15:30）総合センター)
「産業技術センターの見学」
第3部 交流会（15:30～16:00）
県や市町村の職員が、産業用地、優遇制度についての相談に応じます。
※個別相談を希望される場合は申込書に概要をご記入ください。
……………………………………………………………………………………………
■◇ クラウドファンディングの魅力と上手な活用事例
http://www.pref.aichi.jp/0000083595.html 開催
愛知県及び愛知県よろず支援拠点（実施機関：公益財団法人あいち産業振興
機構）では、クラウドファンディングの活用促進を図るため、県内中小企業等
を対象としたセミナー「クラウドファンディングの魅力と上手な活用事例」を
▽
▽
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開催いたします。
インターネットを活用した新しい資金調達方法として注目されているサクラウ
ドファンディングの魅力等について、クラウドファンディングの専用
イトを
運営す
る二者から紹介するほか、県内有望プロジェクトの発掘等を実施する愛
知県の「クラウドファンディング活用促進事業」について説明いたします。
日
時
（名古屋）8月19日（
水）午後1時30分から同4時まで
（豊 橋）8月20日（木）
午後3時から同5時30分まで
会場・定員
（名古屋）愛知県産業労働セン
ター（ウインクあいち）18階セミナールーム
定員100名
（名古屋市中村区名駅四丁目4番38号）
（豊 橋）ホテルアソシア豊橋5階ザ・ボールルーム
定員50名 町西宿:豊橋駅直結）
（豊橋市花田
内容・講師（予定）
【第
一部】「中小企業の資金調達におけるクラウドファンディングの役割」
（（名古屋）
神戸大学教授・家森信善氏、（豊橋）愛知学院大学教授・近藤万峰氏）
【第二
部】「愛知県クラウドファンディング活用促進事業について」
・愛知県
ミュージックセキュリ
ティーズ株式会社
（投資型及び
クラウドファンディング
サイト「セキュリテ」運営事業者）
【第三
部】「クラウドファンディングの活用事例等」
・株式会
ソーホー・ジャパン サイト「FAAVO（ファーボ）愛知」運営事業者）
（購入型社
クラウドファンディング
申セミ
込
ナーへの参加には、事前申込が必要です。支援機関の参加も歓迎いたします。
・
両日とも定員になり次第締め切りさせていただきます。
・登録証は
発行しませんので、直接、会場へお越しください
（定員超過の場合のみ、
ご連絡いたします）。
お
問い合わせ
愛知県
産業労働部 中小企業金融課 融資グループ
TEL 052-954-6333（ダイヤルイン）
Email: kinyu@pref.aichi.lg.jp
……………………………………………………………………………………………
■◇
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
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・研修機構が発
機構のＨＰ → http://www.jil.go.jp/）
●Ａランクで１９円、Ｂランクで１８円
、Ｃ・Ｄランクで１６円を答申
／２
０１５年度・地域別最低賃金の改定目安
厚生労働省の中央最低賃金審議会は30日、塩崎厚労相に対し、2015年
度の地域別最低賃金の改定目安について答申した。引上げ目安は、東京、
愛知、大阪など「Ａランク」が19円、埼玉、京都、広島など「Ｂランク」
が18円、北海道、石川、福岡など「Ｃランク」が16円、青森、沖縄など
「Ｄランク」
が16円。全国加重平均にすると18円（昨年度は16円）と４
年
連続の２桁で、最低賃金が時給で決まるようになった平成14年度以降、
最高とな
っている。（JILPT調査・解析部）
http://www.jil.go.jp/kok
unai/mm/gyousei/20150731.html
●景気は「緩
やかに回復」／全国財務局管内経済情勢報告
http://www.
mof.go.jp/about_mof/zaimu/kannai/201502/index.html
（大臣挨拶要旨）
mof.go.jp/about_mof/zaimu/kaigi/20150729.htm
●６http://www.
月の
完全失業率、３．４％／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）2015年４～６月期平均
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/4hanki/ft/index.htm
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●６http://www.
月の有効求m人倍率
１．１９倍、前月と同水準／一般職業紹介状況
hlw.go.jp/
stf/houdou/0000092521.html
●６http://www.
月の２人以s上世帯の
消費支出、前年同月比実質２．０％減／家計調査報告
tat.go.jp/
data/kakei/sokuhou/tsuki/index.htm
●６http://www.
月の全国消費者
物価
指数、前年同月比０．１％上昇／総務省
stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/index-z.htm
（
東京都区部2015年７月分（中旬速報値））
stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/index-t.htm
●平http://www.
均寿命、男性
８０．５０歳、女性８６．８３歳でともに過去最高
／２０１４年簡易生命表
http://www.
mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life14/index.html
（報道
発表資料）
http://www.
mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life14/dl/life14-14.pdf
（概況版）
http://www.
mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life14/dl/life14-15.pdf
●大企業の
夏季賞与、前年比２．８１％増の８９万２，１３８円／経団連
http://www.keパidワハラ・嫌
anren.or.jp/policy/2015/0
71.pdf
●「セクハラ・
がらせ」に関する相談約２割／連合「労働相談ダイヤル」
http://www.jtuc-r当engo.or.jp/
soudan/soudan_report/data/201506.pdf
●雇用保険の基本手
日額を変更／厚労省
http://www.mhlw.go.jp/
stf/houdou/0000091920.html
●景気基調判断は「緩
やかな回復基調」／７月の月例経済報告
http://www5.cao.go.jp/k
eizai3/getsurei/getsurei-index.html
（首相官邸ウェブ
サイト）
http://www.kant
ei.go.jp/jp/97_abe/actions/201507/21getsurei.html
●１５
年２月の
総人口、前年同月比１９万５，０００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/201507.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《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
2
6年商業統計調査（速報）【平成26年7月1日現在】について
→ 2http://www.pr
ef.aichi.jp/0000085271.html
・平成
6年経済センサス‐基礎調査（速報）【平成26年7月1日現在】について
→ http://www.pref.aichi.jp/0000085204.html
・
小規模事業経営支援事業費補助金に係る商工会及び商工会議所の事業計画の概要を公表しま
す → http://www.pref.aichi.jp/0000084554.html
【豊川市】→
http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・豊川海軍工廠被爆
70周年事業・豊川市平和祈念式典を開催します
→
http
s://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/heiwatoshisuishin/kousho70.html
・赤塚山公園「
夏休みのイベント」を開催します。
→
http
s://www.city.toyokawa.lg.jp/event/kodomo/akatsuka-event-2015.html
・平成
2http
7年度介護保険制度改正について
→
9.html s://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/fukushikaigo/kaigo/kaigokoreika2015061
【蒲郡市】→
http://www.city.gamagori.lg.jp/
・普通救命講習会
http://www.city.gamagori.lg.jp/site/shobo/
・が→
ま
ごおり創業塾２０１５ 受講生を募集します
→ http://www.city.ga
magori.lg.jp/unit/kankoshoko/gamagorisougyoujuku2015.html
・中部区
画整
理地内の保留地公売について（公開抽選）
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kukaku/horyuchi02.html
……………………………………………………………………………………………
★こんにちはJ
Cです！
http://www.toyokawa-cci.org/jc/jc.ht
m
★JA
ひまわりインフォメーション
http://www.toyokawa-cci.org/ja/ja.ht
m
-5-

★Ｊ
ＡＮカード 今月のイベント
http://www.toyokawa-cci.org/jan/jan.ht
m
★催事カレン
ダー
http://www.toyokawa-cci.org/
saijigyary/saiji.htm
★ギhttp://www.toyokawa-cci.org/
ャラリー情報
saijigyary/gyarary.htm
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◆◆平成
次回
行予定 火◆◆
27発年9月1日（
）
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内
ご意 ご
が

本メールの
容等に対してまでお知らせ下さい。
見 要望 ありましたら、
info@toyokawa-cci.org
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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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