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《今号の注目記事》
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■◇ 会員大会開催
元宝塚・純名里沙さんコンサート開催
http://www.toyokawa-cci.org/kouryuu/h27kaiintaikai.htm
豊川商工会議所は、11月14日（土）13時から豊川市文化会館において「第26
回会員大会」を開催します。会員大会は、会員相互のふれあいの場として毎年
行っており、式典では、恒例の事業となっている優良従業員の表彰式を行いま
す。
続いて、元・宝塚歌劇団の花組トップ娘役の純名里沙さんによるコンサート
を開催します。コンサートの入場券は9月24日（木）から豊川商工会議所で販
売開始（自由席整理券も同日同時刻）。入場料は、Ｓ席と自由席で異なります。
Ｓ席は座席指定限定540席。
自由席豊川商工会議所会員は1席2,000円（一般・非会員は1席4,000円）
豊川商工会議所会員は無料（ただし、入場整理券が必要、1人2枚まで）
（一般・非会員は、前売りが1席3,000円、当日販売は1席4,000円）
お問合せは、豊川商工会議所（担当
村上、丸山、TEL 86-4101）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《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
-1-

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）
……………………………………………………………………………………………
■◇ おもしろアイデア作品展／環境ゴミ問題作文・絵画展
10月2日から4日まで
商工会議所で展示
http://www.toyokawa-cci.org/ibent/idea/h27ideasakubunkaiga.htm
豊川少年少女発明クラブ（事務局＝豊川商工会議所）は、10月2日（金）から
4日（日）まで豊川商工会議所ホールで「第19回おもしろアイデア作品展」を開
催します。入場無料。子供の個性や得意の才能を伸ばし、発明や創意性の啓発
を目的に、夢やアイデアに富む児童・生徒の作品を紹介します。
また豊川商工会議所女性会主催の「小学生（環境・ゴミ問題）絵画コンクー
ル」も同時開催します。
ご応募いただいた「おもしろアイデア作品」と「環境・ゴミ問題の絵画」は
全作品を展示します。
また、豊川市少年少女発明クラブの「ものづくり教室で制作した「未来のロ
ボット」や「豊川工業高校の「作品展示」、豊川市現職研修委員会理科部会に
よる「科学にチャレンジ」の優秀作品も展示します。
▽問合せ先＝豊川商工会議所
TEL86-4101絵画展担当：耒本、佐原
作品展担当：浅井達、野村、村上
……………………………………………………………………………………………
■◇ とよかわ創業・起業支援ネットワーク「創業塾とよかわ」9月開講
http://www.toyokawa-cci.org/news/sougyoujyuku2015.htm
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」など。
▽定
50人（申込み順）
▽受講料員 無料
★創業塾
▽対 象 これからお店の開業を検討又は予定している方
経営に興味のある方、どなたでも参加できる。
▽日
程
9月27日（日）10月4日（日）10月17日（日）いずれも10時～16時
▽テーマ
創業の基礎知識からビジネスプランの作成・発表まで
▽定
員
30名（申込み順）
▽受講料 1人3,000円（３日間の講座料）
★創業ディスカッションイベント
第11回かわしんビジネス交流会の会場にて、創業ディスカッションイベント
を開催します。内容は以下のとおり。
▽日
時所 10月23日（金）13時30分～
▽場
豊川市総合体育館レクアリーナ
▽内 容 個別相談会にも参加可能。
創業成功者の講演およびグループディスカッション。希望者には
▽問合せ・申込み 豊川商工会議所中小企業相談所
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渡辺・川村（TEL86-4101または、 info@toyokawa-cci.org ）まで。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 第25回会員ゴルフ大会
10月5日東海カントリークラブ参加者募集中
http://www.toyokawa-cci.org/kouryuu/h27golf.htm
豊川商工会議所は、「第25回会員ゴルフ大会」を次のとおり開催します。
是非ご参加ください。
▽と
き 10月5日（月）1組目午前9時スタート予定
▽ところ
▽参加資格豊川カントリークラブ
本所会員事業所の代表者、従業員。団体戦は3人または4人で
1組（団体の上位3名の合計で競います）。
▽定
員 5,500円（賞品、パーティ代を含む）
120名
▽会
費
▽ビジタープレイ代
通常プレー代より、4,000円割引（セルフ10,910円）
▽申込み
9月7日（月）までに参加会費を添えて事務局へ。
▽表
彰 優勝、準優勝、３位、飛び賞、ＢＢ賞、ベスグロ賞等用意。
▽お問合せ
豊川商工会議所 川村、丸山、渡辺（TEL86-4101）
※
詳細は、ホームページをご覧ください。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 豊川インバウンド促進事業宿泊施設など実態調査を行う
http://www.toyokawa-cci.org/news/inbaundtyousa.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実施しています。
★実態調査を実施
実態調査では、豊川市の宿泊施設に対し、現状の宿泊状況などをヒアリング
します。また豊川稲荷・宿泊施設周辺の事業所に対しても調査を行います。
今月上旬までに調査・集計を行い、今後の事業実施の参考にします。
また、インバウンド事業のその他の事業としては、中国語会話講座、各種セミ
ナーなどを随時開催していきます。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 11月の会員大会で表彰
我がまちの達人顕彰推薦受付中
http://www.toyokawa-cci.org/news/h27wagamatinotatujin.htm
豊川商工会議所では、当地域における「その道の達人」を表彰する「我がま
ちの達人顕彰」を行っています。現在その推薦を受け付けています。
★表彰実施要領は次のとおり。ぜひ、「その道の達人」をご推薦ください。
◇顕彰の対象者
豊川商工会議所の会員事業所における全業種に係る技能者のうち、表彰の期日
現在において、同一職種に15年以上従事し、年齢が満35歳以上である者で、次の
要件を満たす方。
①
② 当地域において「その道の第一人者」と称するにふさわしいこと。
勤務成績、日常行為が極めて優秀で、後継者の育成に強い意欲を示してい
ること。
※被表彰者の推薦は、会員事業所の代表者、または事業主が行うものとします。
その際、自薦、他薦は問いません。
詳しい推薦ない方法等については、ホームページをご覧ください。
◇本件担当者 豊川商工会議所・川村（TEL 86-4101）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 豊川商工会議所観光カレンダー企業PRの予約受付
http://www.toyokawa-cci.org/news/h27calender.htm
豊川商工会議所では、毎年好評の観光カレンダーを本年度も作製します。
発行は10月を予定。このカレンダーは、空きスペースに、御社の会社PRを入れ
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たオリジナルカレンダーを作成することができます。
現在その申込予約を受け付けています。是非、年末のPRにご活用下さい。
▼テーマ
未定（仮）
▼大きさ
Ａ2版＝横42㎝×縦60㎝（最終ページは縦66㎝）
▼印
刷
カラー印刷、但し広告部分は黒一色
▼広告スペース
横42㎝×縦6㎝
▼領布価格 ほかに広告スペースの版下代等3万円が必要。
1部450円。100部以上、100部単位での受け付け。
▼申込み方法
所定の申込書に広告の原稿を添えて豊川商工会議所まで。
▼申込み締切り
9月30日（水）まで。
▼問合せ
豊川商工会議所・川村（TEL86-4101）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 「自慢の一品」スタンプラリー参加店舗を募集中
会議所・4商工会
http://www.toyokawa-cci.org/news/jimannoippin.htm
豊川商工会議所と市内商工会（音羽・一宮・小坂井・御津町）では、「自慢
の一品スタンプラリー」と題した販売促進事業に参加頂ける店舗・商品を募集
しています。
10月～12月に開催する「商業イベント」等でイベント周知を行い、お客さま
に「自慢の一品」を巡って、各種賞品が当たる抽選会にご応募頂きます。
〈商業イベント＝葵まつり・かわしんビジネス交流会・みとふれあいまつり・
本宮まつり・もみじまつり〉
この機会に是非「自慢の一品」でご来店機会を得て、新規顧客に繋げて下さ
い。
詳しくはホームページをご覧ください。
▼問合せ
豊川商工会議所・不二門（ふじと）（TEL 86-4101）
……………………………………………………………………………………………
■◇ ＭＯＴ（技術経営）
日本的権威 出川通氏の講演会
http://www.toyokawa-cci.org/news/motkouenkai.htm
豊川商工会議所では、技術経営の日本的権威である出川通氏を講師に招き、
「実践ＭＯＴで中小企業の新商品・新事業拡大」をテーマに講演会を開催しま
す。聴講は無料。（交流会は1,000円／人）是非ご参加下さい。
▽日
時所 平成27年9月11日（金）15時～17時分（交流会17時～18時）
▽場
豊川商工会議所
2階ホール
▽定
員
100名
▽講
師 ㈱テクノインテグレーション
代表取締役 出川 通 氏
▽申込み
豊川商工会議所・浅井洋
TEL86-4101
……………………………………………………………………………………………
■◇ 「経営革新計画普及促進セミナー」の参加者を募集します（愛知県）
http://www.pref.aichi.jp/0000085399.html
愛知県では、新たな事業活動に取り組む中小・小規模企業を支援するため、
中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画の促進キャンペーンを7月か
ら展開しています。
このキャンペーンの一環として、中小・小規模企業の経営革新計画作成の
きっかけづくりとすることを目的とした、「経営革新計画普及促進セミナー」
を開催します。
経営革新計画の作成は、知事の承認を受けることで様々な支援措置が利用
できるほか、「経営方針の見える化ができる」、「経営者と従業員の目標の
共有ができる」、「事業承継のツールになる」などの効果が期待できます。
セミナーでは、経営革新計画の承認を受けた企業の成功事例の発表を通じ
て経営革新の効果や、計画承認により受けられる様々な支援策の活用事例な
ど紹介します。
是非ご参加ください。
1．日
平成27年9月18日（金）
13時30分から16時まで（開場は13時から）
2．場 時所 （名古屋市中村区名駅4丁目4－38）
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
3．対
新たな事業活動に取り組む中小・小規模企業等
4．参加費象 無料
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5．定 員 100名（先着順）
6．申込締切
平成27年9月14日（月）まで (※ 定員になり次第、締め切ります。)
※ 詳しく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/）
●景気基調判断は「緩やかな回復基調」／８月の月例経済報告
８月の月例経済報告が26日の関係閣僚会議に提出された。景気の基調判
断は「緩やかな回復基調が続いている」として据え置かれたが、「このと
ころ改善テンポにばらつきもみられる」との表現が追加された。個人消費
は、「持ち直しの兆しがみられる」から「総じてみれば底堅い動きとなっ
ている」へ変更。
http://www5.cao.go.jp/keizai3/getsurei/getsurei-index.html
（首相官邸ウェブサイト）
http://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/actions/201508/26getsurei.html
●７月の完全失業率３．３％、前月比０．１ポイント低下／労働力調査
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/index.htm
●７月の有効求人倍率１．２１倍、前月比０．０２ポイント上昇／一般職業紹介状況
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000095400_1.html
●７月の２人以上世帯の消費支出、前年同月比実質０．２％減／家計調査報告
http://www.stat.go.jp/data/kakei/sokuhou/tsuki/index.htm
●７月の全国消費者物価指数、前年同月と同水準／総務省
http://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/index-z.htm
（東京都区部15年８月分（中旬速報値））
http://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/index-t.htm
●５０．２％の企業で「人手が不足」／日商調査
http://www.jcci.or.jp/research/2015/0827095554.html
●２０１５年度最賃改定答申、全国加重平均額７９８円／昨年度から１８円引上げ
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000095389.html
●個人企業の業況判断、５．１ポイント改善／個人企業経済調査・確報
http://www.stat.go.jp/data/kojinke/kakuhou/4hanki/index.htm
●死傷者数と死亡者数、前年同期を下回る／１～７月労働災害発生状況
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei11/rousai-hassei/index.html
●「飲食店」での人手不足、非正社員で７割超／民間調査
http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p150807.html
●「コンビニスタッフ」の平均時給、全地域で前年を上回る／民間調査
http://www.aidem.co.jp/company/topics/536_d.html
●７月の転職求人倍率は１．１９倍／民間調査
http://www.inte.co.jp/library/recruit/20150817.html
●７月の内々定率は５７．０％／民間調査
http://www.mynavi.jp/news/2015/08/post_9498.html
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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/
・「働く世代のがん対策講演会」の開催について
→ http://www.pref.aichi.jp/0000086010.html
・県内の企業における平成27年夏季一時金要求・妥結状況調査結果をお知らせします
→ http://www.pref.aichi.jp/0000085944.html
・「2014年における愛知県内企業の海外事業活動調査」結果について
→ http://www.pref.aichi.jp/0000085973.html
【豊川市】→
http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・第6次豊川市総合計画（案）に対するご意見を募集しています
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/gyoseiunei/publiccomment/boshuchu/6ji-s
ogokeikaku.html
・第11回市民意識調査の結果がまとまりました
tml → https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/gyoseiunei/siminnisiki/ishikityousa27.h
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・2015トヨカワシティマラソン大会の申込が始まりました。
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/saijibunka/sports/44338088.html
【蒲郡市】→
http://www.city.gamagori.lg.jp/
・生涯学習講座「親子で楽しく飾り巻き寿司」
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/site/bunsposhusaikouza/syogai09.html
・「起業のための支援講座」受講生を募集します
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kankoshoko/aichi-kigyou.html
・日本赤十字社「救急法救急員」資格習得講座
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/bosai/kyuukyuu.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9月15日（火）
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。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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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