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… 貴社の優良従業員を表彰します ご推薦ください 11月14日会員大会
●会議所からのお知らせ
… 第23回会員ボウリング大会開催
個人戦優勝
彦坂しのぶさん（旭光精工㈱）
団体戦優勝
㈱ＵＡＣＪ銅管
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建設情勢懇談会開催
市当局より要望に対して回答を頂く
…
会議所会館
照明・クロスをリニューアル
LED調光機能付きで利便性向上
… 豊川商工会議所
日比会頭ら
日商三村会頭、森市長と懇談
長岡花火大会も観覧
… 労働委員会【メールマガジン労働情報】抜粋
●行政・各種団体情報
…
愛知県・豊川市・蒲郡市の動き
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《今号の注目記事》
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■◇ 貴社の優良従業員を表彰します
http://toyokawa-cci.org/hyousご推薦ください
hou/h27.htm 11月14日会員大会
豊川商工会議所は、会員事業所に
勤務する優良従業員を、11月14日(土)に豊
川市
文化会館で行う第26回会員大会において表彰します。
このため、事業所からの被表彰者の推薦を受け付けています。
◆愛知県知事、豊川市長表彰
◆豊川商工会議所会頭表彰
（
永年勤続表彰）
（
功労表彰）
（ジュニアリーダー表彰）
その他、詳細な申し込み方法等は下記募集要綱をご覧頂くか、会員企業へ郵送
され
る案内をご覧ください。
募集要綱 http://www.toyokawa-cci.org/hyoushou/h27youkou.pdf
推薦書 http://www.toyokawa-cci.org/hyoushou/h27suisensho.docx
お問合せは、豊川商工会議所（担当・近藤、白須、TEL 86-4101）まで
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《会議所からのお知らせ》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 第23回会員ボウリング大会開催
個人戦優勝
彦坂しのぶさん（旭光精工㈱）
団体戦優勝
㈱ＵＡＣＪ銅管
http://toyokawa-cci.org/ko
uryuu/h27boling.htm
豊川商工会議所は、「第23回会員ボウリング大会」を7月29日（水）、豊川
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ロ大会は20社から112人
ャットボウルで開催しました。
が参加。競技は、1人2ゲームの合計得点で競われ、個
人戦と4人1
チームの団体戦を行いました。
個人戦は彦坂しのぶさん（旭光精工㈱）
が463ピンで優勝。団体戦は㈱UACJ
銅管（
近田裕介、緒方恵美子、山本靖明、戸鹿島弘）がトータル1471ピンで
優勝。
競技終了後、会員サービス委員より賞品と、会員企業の方に協賛頂いたスポ
ン
サー賞が入賞者の方へ渡されました。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 建設情勢懇談会開催
市当局より要望に対して回答を頂く
http://toyokawa-cci.org/n
ews/h27kesetujyouseikondankai.htm
豊川商工会議所建設業部会（大村
幸司部会長）は、8月3日（月）14時から商
工会議所において、豊川市長
山脇実氏、建設部長荘田慶一氏ら建設関連部次長
10名を迎え「第36回建設情勢懇談会」を開きました。
当日は、
部会員38名の出席のもとに、前もって豊川市長に提出した「建設工
事に
関するお願い」事項に基づき懇談しました。
懇談会の冒頭、大村部会長は、市長をはじめとする市役所幹部の出席にお礼
を
述べ、同懇談会を有意義なものとし、今後の建設工事に役立てたいとあいさ
つを行いました。
また、山脇市長からは、日
頃の建設行政に協力に対しての感謝の言葉ととも
に、豊川市は
地元建設企業とともに発展させたいと、挨拶をいただきました。
懇談会は、市役所出席者の紹介の後、部会代表者がお願い事項を一項目ずつ
問いかけ、市側から各要望に対する現状の報告と今後の対応について回答を頂
きました。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 会議所会館
照明・クロスをリニューアル
LED調光機能付きで利便性向上
http://toyokawa-cci.org/n
ews/kaikanrenewal.htm
豊川商工会議所は、
8月10日～15日に、2階ホールの照明を調光機能付きのLED
照明に
替えるとともに、1階と2階通路のクロス張替を行いました。
これは、照明の長寿命化と使いやすさなど、会館利用者の利便性向上のため
行いました。
また、古くなった壁クロスの張替を行い、明るく快適な空間づくりを目指し
ました。
なお、
引き続き3階や階段の壁クロスを10月中旬に張替予定です。ご迷惑を
おか
けします。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 豊川商工会議所日比会頭ら
日商三村会頭、森長岡市長と懇談
長岡花火大会も観覧
http://toyokawa-cci.org/news/nagaokahanabi.htm
豊川商工会議所は、
新潟県長岡商工会議所の招待を受け、先月2日、日比会
頭、川合
副会頭、度会観光スポーツ委員長、松下専務が訪れ、長岡市の森民夫
市長
や日本商工会議所の三村明夫会頭と懇談の後、長岡市主催のウエルカムパ
ー
ティに出席し、旧越後長岡藩藩士子孫で組織する柏友会名誉会長の牧野忠昌
氏や福井越前松平家の子孫（一社）霞会館常務理事の松平宗紀氏ら多くの招待
者と言葉を交わしました。
また、その後長岡市信濃川河川敷で開かれた「長岡まつり大花火大会」を観
覧しました。
……………………………………………………………………………………………
■◇
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/）
●正社員の過不足状況、１７期連続で「不足超過」／労働経済動向調査
厚生労働省が９日公表した「労働経済動向調査」（四半期ごとに実施）
によ
ると、2015年８月１日現在の労働者の過不足状況は、正社員等労働者
が「調査産業計」で29ポイントと17期連続、パートタイム労働者は同28
ポイントと24期連続でそれぞれ不足超過。今回特別項目として、既卒者の
募集採用及び新規学卒者採用枠での募集時期も調査。
コ ナキ
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http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/keizai/1508/
●再雇トヨ
用の待遇改善 工場熟練者が対象／トヨタ
タ自動車は定年後に再雇用した工場勤務の技能系社員の待遇を改善
す
る方針を決めた。一定の条件を満たす社員については、再雇用後も定年
前の給与水準を維持する仕組みを2016年１月に設けることで９日までに労
使が合意した。少子高齢化で人手不足が見込まれる中、熟練した技能を持
つシニア社員を積極活用し、生産現場での競争力の維持・強化を図る。
（
時事通信）
http://www.
jil.go.jp/kokunai/mm/kigyo/20150911.html
●消費
者態度指数４１．７、前月差１．４ポイント上昇／８月消費動向調査
http://www.
esri.cao.go.jp/jp/stat/shouhi/2015/201508shouhi.html
●７～９
月
期の景況判断、大・中堅企業は「上昇」超／法人企業景気予測調査
mof.go.jp/pri/reference/bos/results/1c2702.htm
●８http://www.
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
http://www5.cao.go.
jp/keizai3/2015/0908watcher/menu.html
●４http://www.
～６月期のＧＤＰ実質成長率、年率マイナス１．２％／２次速報値
ri.cao.go.
jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/gaiyou/gaiyou_top.html
●一http://www.
致指数、前eses月比０．
１ポイント低下／７月景気動向指数（速報）
ri.cao.go.jp/jp/stat/di/di.html
●親http://www.ip
子同居の割合５２．３％、前回と比べ低下／社人研調査
ss.go.jp/ps-dotai/j/DOTAI7/NSHC07_top.asp
●「海外で働きたいとは思わない」６３．
７％、過去最高／産能大調査
http://www.
sanno.ac.jp/research/global2015.html
●「人手
不足」関連倒産、８月は２３件／東京商工リサーチ集計
http://www.t
sr-net.co.jp/news/analysis/20150908_03.html
●８
月の業
況ＤＩ、前月比５．１ポイント改善／ＬＯＢＯ調査
http://www.jcci.or.jp/news/2015/0831141009.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/
・マイ
ナンバー（社会保障・税番号）制度について
→ http://www.pr
ef.aichi.jp/0000081088.html
・職場のメン
タルヘルス対策セミナーの参加者を募集します！
http://www.pr
ef.aichi.jp/0000085406.html
・平→
成2
7年国勢調査 インターネット回答が始まりました。（回答期限9月20日）
→ http://www.pref.aichi.jp/0000086294.html
【豊川市】→
http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・「ふ
るさと満喫まつり2015」を開催します。
→ 山公
http園「自然観察会」を開催します。
s://www.city.toyokawa.lg.jp/event/kanko/furusatomankitsu2015.html
・赤塚
→ https://www.city.toyokawa.lg.
jp/event/kodomo/kinoko-kansatsu.html
・火災・救急･救助統
計
→ mlhttps://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/anzenanshin/shobo/kakusyujoho1/saigait
okei.ht
【蒲郡市】→
http://www.city.ga
magori.lg.jp/
・あ→わび陸上養殖ブランド
化推進事業について
http://www.city.ga
magori.lg.jp/unit/kikaku/awabi-brand.html
・みかわｄｅオン
パク
http://www.city.ga
magori.lg.jp/unit/kankoshoko/onpaku.html
・平→
成2
7年版 蒲郡市企業用地のご案内（パンフレット）
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kigyo/yochi-annai.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
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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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◆◆平次
行予定 ◆◆
成2回7発年10月1日（木）
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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
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