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《今号の注目記事》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 第26回会員大会
元宝塚の純名里沙さんコンサート入場券 販売中
http://www.toyokawa-cci.org/kouryuu/h27kaiintaikai.htm
★ＮＨＫテレビ小説「ぴあの」に主演した純名里沙さん
第26回会員大会の記念コンサートは、元・宝塚歌劇団の花組トップ娘役の
純名里沙さんによる「プレミアムコンサート」として、11月16日（土）14時
30分から豊川市文化会館大ホールで開催します。
純名さんは、1990年に宝塚歌劇団に首席で入団、初舞台ではエトワールと
いう異例の抜擢で、翌年、抜群の歌唱力をかわれてオペレッタ「微笑みの国」
で初ヒロインを演じました。1994年にはＮＨＫ連続テレビ小説「ぴあの」に
主演し、「現役タカラジェンヌが初の朝ドラヒロインを務めた」として話題
になり、ドラマ内でも持ち前のソプラノで童謡を歌い、後半は主題歌「ぴあ
の」を歌うなど、人気を呼びました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《会議所からのお知らせ》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 創業ディスカッションイベント
参加者を募集
http://www.toyokawa-cci.org/news/disccasionivent.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実施している「とよかわ創業・起業支援ネッ
トワーク」では、10月23日（金）に開催される「第11回かわしんビジネス交流
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会」会場にて、「創業ディスカッションイベント」を実施します。
★▽日時
詳細は以下のとおり。
10月23日（金）13時～15時30分
▽場所
豊川市総合体育館レクアリーナ
▽内容 希望者には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。
▽全体のコーディネーター
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
▽参加申込・お問い合わせ
豊川商工会議所中小企業相談所
渡辺・川村
TEL86-4101まで。
また、メール
info@toyokawa-cci.org
でも受付。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 環境ゴミ問題絵画展
会頭賞に嶋田卓実さん（一宮西部小6年）
http://www.toyokawa-cci.org/ibent/idea/h27ideasakubunkaiga2.htm
豊川商工会議所・豊川少年少女発明クラブ、同女性会では「第19回おもしろ
アイデア作品展・環境ゴミ問題絵画展」を10月2日（金）から4日（日）までの
3日間、当所ホールで開催します。
おもしろアイデア作品展には、理科の授業を参考にした作品、牛乳パック等
を使った作品など小学生767点、中学生56点の応募があり全作品を展示します。
なお、おもしろアイデア作品展の入賞作品は、後日発表させて頂きます。
また、豊川商工会議所女性会（神谷典江会長）では、絵画を通じて、小学生
に環境・ゴミ問題について考える機会を与え、子供を中心にその家族、地域全
体が環境とゴミ問題に対する認識を深め、問題改善の為に行動を起こすことを
目的に「絵画コンクール」を実施。581作品の応募があり、9月14日に審査会を
開催し各賞を決定しました。
入賞された方がについては、ホームページをご覧ください。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 10月22日
認知症について理解を 講演会開催
http://www.toyokawa-cci.org/news/nintisyoukouenkai2.htm
豊川商工会議所医療関連部会と豊川市では、次の通り「認知症講演会」を行
います。ぜひご参加ください。
▽と
き題 専門医が語る認知症の基礎知識
10月22日（木）18時～19時30分
▽演
▽講 師 医療法人松崎病院、愛知県認知症疾患医療センター
理事長・松﨑吉紀医師
▽会
場
豊川商工会議所
▽問合せ・申込み先 豊川市役所 介護高齢課 TEL89-2105
……………………………………………………………………………………………
■◇ 10月23日
相続税対策セミナー 開催
http://www.toyokawa-cci.org/jyouhouteikyou/kousyuukai.htm
豊川商工会議所の理財部会と申請事務代理業部会では、改正により課税対象
者が増加すると言われている相続税のポイントと対策に関するセミナーを開催
します。
◇と
き 10月23日（金）
14時～15時30分
◇ところ
豊川商工会議所
1階第1･2会議室
◇講
師
中嶋康男税理士事務所
所長 中嶋康男氏
◇受講料
無料
◇申込み 豊川商工会議所 浅井（洋）、鈴木 TEL86-4101まで。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 11月10日
人気エコノミストの中原圭介氏 経済講演会開催
http://www.toyokawa-cci.org/news/h27rizaikouenkai.htm
豊川商工会議所理財部会と豊川金融協会は、エコノミストとして高い評価を
持つ中原圭介氏を招き経済講演会を開催します。聴講無料となっていますので
ぜひご参加ください。
▽と
き 11月10日（火）15時～16時30分
▽ところ
豊川商工会議所 ２階ホール
-2-

▽講
師 アセットベストパートナーズ㈱・社長／中原圭介氏
▽問合せ
豊川商工会議所 浅井洋 TEL86-4101 info@toyokawa-cci.org
……………………………………………………………………………………………
■◇ 各種講習会のご案内
★東三河産業アカデミー
http://www.toyokawa-cci.org/jinzaikusei/academy.htm
時代は今『健康経営』
◇と
き 蒲郡商工会議所
10月26日（月）14時～15時30分 １日間１時間30分
◇ところ
◇講
師 無料
東京大学政策ビジョン研究センター 特任助教 古井祐司氏
◇受講料
◇申込み 蒲郡商工会議所・寺田 TEL68-7171まで。
世界一シンプルでわかりやすい決算書と会社数字の読み方セミナー
◇と
き 蒲郡商工会議所
11月11日（水）13時30分～16時30分 １日間３時間
◇ところ
◇講
師 ㈱神田どんぶり勘定事務所
代表取締役 神田知宜氏
◇受講料
会員３０００円（非会員は６０００円）
◇申込み 蒲郡商工会議所・寺田 TEL68-7171まで。
地震シミュレーション訓練～発生直後1時間を疑似体験する～
◇と
き 11月20日（金）13時30分～16時30分
◇ところ
豊川商工会議所Ａホール代表取締役
◇講 師 ひらきプランニング㈱
NPO東海リスクマネジメント研究会副理事長
平野 喜久 氏
◇対
象
経営者及び総務担当者等
◇受講料 非会員
会員 1社2名まで1,000円
3名以上の場合1名につき500円
1社2名まで2,000円
◇申込み・問合せ 豊川商工会議所・川村3名以上の場合1名につき1,000円
TEL86-4101まで
★豊川職業能力開発専門学院
http://www.toyokawa-cci.org/jinzaikusei/gakuin.htm
１０月の講座
交渉・説得力向上講座
◇と
き師 10月7日（水）9時30分～16時30分
1日間6時間
◇講
マツイ・マネジメント・オフィス
◇受講料 1人8,000円（非会員は9,600円） 代表 松井督卓氏
職場の見える化講座
◇と
き師 ㈱活コンサルタント
10月15日（木）11月10日（火）9時30分～16時30分
2日間12時間
◇講
代表取締役
松田英一氏
◇受講料 1人17,000円（非会員は20,400円）
生産管理入門講座
◇と
き師 ワンダーキープマネジメントオフィス
10月21日（水）9時30分～16時30分 1日間6時間
◇講
代表 犬飼幸雄氏
◇受講料 1人6,000円（非会員は7,200円）
１１月の講座
ＴＷＩ講座ＪＲ（人の扱い方）コース
◇と き 11月4日（水）～11月6日（金）
1日目
13時30分～15時30分
2･3日目
13時30分～17時30分 3日間10時間
◇定 員 10人（定員に達し次第締切）
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◇講
代表 榊原洋史氏
◇受講料師 ＳＡＫＡＫＩＢＡＲＡ
1人9,000円（非会員は10,800円）
ＩＳＯ改定セミナー
◇と
き師 11月17日（火）14時～17時
1日間3時間
◇講
(特非)ＳＤＣ検証審査協会
◇受講料 1人3,000円（非会員は3,600円）副理事長 鈴木宣二氏
☆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
……………………………………………………………………………………………
■◇
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/）
●１，４７９事業場で違法な時間外労働を確認、是正・改善指導／厚労省
厚生労働省は29日、長時間労働が疑われる事業場に対して労働基準監督
署が2015年４月から６月までに実施した監督指導の結果を公表した。対象
となった2,362事業場のうち、1,479事業場（62.6％）で違法な時間外労働
を確認、是正・改善に向けた指導を行った。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000098487.html
●景気基調判断、「緩やかな回復基調」は維持／９月の月例経済報告
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/201509/25getsurei.html
●保育受け入れ枠、２年間で約２１．９万人分拡大／厚労省まとめ
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000098531.html
●８月の鉱工業生産指数、前月比０．５％低下／経産省
http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/iip/result-1.html
●一致指数、前月比０．２ポイント低下／７月の景気動向指数改訂状況
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/di/di.html
●建設労働需給、７月は０．８％、８月は１．６％の不足／国交省
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo14_hh_000528.html
●８月の求人広告掲載件数、前年同月比３１．４％増／全求協
http://www.zenkyukyo.or.jp/outline/research.php
●９月１日時点の大学生等就職内定率は７８．１％／民間調査
https://www.recruitcareer.co.jp/news/old/2015/150928_01/
●正社員の４割が「今転職を考えている」／民間調査
http://www.inte.co.jp/library/survey/20150928.html
●民間主要企業の夏季一時金平均妥結額
前年比３．９５％増の８３万２，２９２円／厚労省調査
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000097891.html
●高校生の求人倍率１．５４倍／厚労省「高校・中学新卒者の求人・求職状況」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000097029.html
●採用予定のある中堅・中小企業の事業所の割合が増加／厚労省調査
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000097028.html
●８月の全国消費者物価指数、前年同月比０．１％下落／総務省
http://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/index-z.htm
（東京都区部15年９月分（中旬速報値））
http://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/index-t.htm
●２０１５年４月の総人口、前年同月比１９万６，０００人減／総務省人口推計
http://www.stat.go.jp/data/jinsui/new.htm
●二人以上世帯の貯蓄高１，７９８万円、前年比３．４％増／家計調査年報
http://www.stat.go.jp/data/sav/2014np/gaikyou.htm
……………………………………………………………………………………………
■◇ 健康まめ知識
若い世代から目指そう８０２０
http://www.toyokawa-cci.org/kenkou/kenkou.htm
「８０２０運動」とは80歳になっても20本以上自分の歯を保ちましょうという
運動です。
20本以上歯が残っていれば、ほとんどの食べ物を噛んで食べることができま
す。生涯にわたって自分の歯で味わって食べられるということは、生活の質を
維持でき健康寿命の延伸につながります。
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さて、歯を失う原因で最も多いのが歯周病です。初期の歯周病を含めると、
成人の約８割がかかっていると言われています。生活習慣病ともいわれる歯周
病は若い世代から取り組むことが大事です。……（続きはホームページへ）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 「医療福祉機器産業参入検討会」の参加企業を募集します！！
http://www.higashimikawa.jp/info/detail.php?id=667
東三河県庁では、東三河振興ビジョンを着実に推進していくため、東三河ビ
ジョン協議会が策定した主要プロジェクト推進プラン「地域産業の革新展開」
の「次世代産業の育成・振興」の方針に基づき、「健康長寿産業の育成・振興
の推進」に取り組んでいるところです。
そこでこの度、医療機器または福祉機器分野に新規参入を検討している企業
や既に参入している地元企業の方を対象とした「医療福祉機器産業参入検討会」
を下記のとおり開催します。
参入企業の方からの取組事例、シーズの紹介や医療福祉機器産業の参入に必
要な薬機法も学んでいただけます。参入意欲がある企業の参加をお待ちしてい
ます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《行政・各種団体情報》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 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.pref.aichi.jp/0000081088.html
・平成27年7－9月期中小企業景況調査結果
→ http://www.pref.aichi.jp/0000086999.html
・建築物の耐震診断の実施及びその結果の報告の義務化について
→ http://www.pref.aichi.jp/0000080136.html
【豊川市】→
http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・豊川市長選挙について
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/senkyo/kanriiinkai/sityousenkyonituite.
html・平成27年度第3回第4回親子ふれあい工房開催のお知らせ
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/kosodate/kodomocenter/oyakofureai/oyakoosirase
6kai.html
・一宮大木土地区画整理地内の宅地(保留地)を販売します
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/kobai/i-kensetsuka.html
【蒲郡市】→
http://www.city.gamagori.lg.jp/
・新体育館整備に関するアンケート調査を行います
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/bunspo/taikukan-tyousa.html
・第６回Sea級グルメ全国大会in宮古におけるガマゴリうどん３位入賞と
平成28年度Sea級グルメ全国大会の蒲郡開催について
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kikaku/seakyugourmet.html
・漁協女性部による魚料理教室の参加者を募集します
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/norin/gyokyoujoseiburyouri.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
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http://www.toyokawa-cci.org/saijigyary/gyarary.htm
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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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