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《今号の注目記事》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 24項目の予算編成の要望書を提出
スズキ・日立跡地 官民一体となった活用策を
http://www.toyokawa-cci.org/news/yosanhensei.htm
豊川商工会議所の日比会頭、小野・笠原副会頭、松下専務理事が、10月6日
（火）に豊川市役所を訪れ、山脇実市長、中村直巳議長はじめ市幹部に「平成
28年度の豊川市予算編成に関する要望書」を提出しました。
スズキ・日立の跡地活用や市民まつりの運営、未来ビジョン研究機関の設置
など24項目を要望しました。
要望内容については、HPをご覧ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《会議所からのお知らせ》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 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
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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。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 豊川インバウンド促進事業
13日に観光局長を招きセミナー・宿泊施設などの実態調査を実施
http://www.toyokawa-cci.org/news/inbound4.htm
豊川商工会議所は、音羽、一宮、小坂井、御津町商工会と連携して「イン
バウンド促進事業」を実施しています。
平成27年度の愛知県「観光元年」方針に沿い、地域の活性化を促す観光戦
略として、内外からの観光客を呼び込む具体策や地元消費の増大を目指して
います。
その一環として、宿泊施設における２年分の外国人宿泊者の統計やその対
前年比、豊川に宿泊する前後の目的、宿泊場所等について調査します。
★★インバウンドの最新動向についてセミナーを開催！★★
下記の通り、講師に愛知県振興部の観光局長を招いてセミナーを開催します。
▽日
時所 11月13日（金）15時～16時30分
▽場
豊川商工会議所
▽聴
講
無料
▽講
師
愛知県振興部
観光局長 加納國雄氏
▽内
容
外国人観光客による地元消費、愛知県の施策等について
▽申込み・問合せ 豊川商工会議所（担当 川村、渡辺 TEL 86-4101）まで。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 第19回おもしろアイデア作品展
会頭賞に天野詩歩子さん（西部中1年）
市長賞に牧野修也さん（天王賞6年）
http://www.toyokawa-cci.org/ibent/idea/h27idea.htm
豊川商工会議所・豊川少年少女発明クラブ「第19回おもしろアイデア作品展」
が10月2日（金）から10月4日（日）の3日間、当所2階ホールで行われ、多くの
入場者で賑わいました。
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766点、中学生55点の応募があり全作品を展示した。
おもしろアイデア作品展の作品については、去る9月30日・10月１日の審査会
にて入選作品を選定しました。
主な入選者
（その他についてはHPをご覧ください）
▼豊川商工会議所会頭賞
天野詩歩子（西部中１年）イモあさる猿去るマシーンＤＸ
▼豊川市長賞
牧野修也（天王小６年）おとうふカッター
……………………………………………………………………………………………
■◇ 純米吟醸酒
豊川いなり心願「叶」（かなう）
23日から市内19店舗で販売
http://www.toyokawa-cci.org/news/h27kanau.htm
純米吟醸酒「豊川いなり心願『叶』」を、今回は生酒・約4,000本を、豊川
稲荷の秋季大祭の11月23日（月・祝）から販売します。
価格は1本（4合瓶、720ml）1,620円（消費税込、箱入り）。豊川稲荷秋季
大祭の会場で販売する他、市内19店舗で販売します（完売次第、販売終了）。
「叶」は、ＪＡひまわりが販売する安心・安全な特別栽培米「稲荷の里」を
使用し、醸造は「空（くう）」等で全国的に知名度が高い地元・東三河の関
谷醸造㈱に委託しています。
また、豊川稲荷の許可を得て、豊川稲荷の定紋である「宝珠」がラベルに
記載されています。
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販売店舗については、HPをご覧ください。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 自慢の一品スタンプラリー
実施中！
http://toyokawa-cci.org/news/motkityoukouen.htm
市内58の参加店と商業イベントを巡って当てる「自慢の一品スタンプラリー」
が10月11日（日）にスタートしました。
主催は豊川商工会議所、共催は音羽・一宮・小坂井・御津町の四商工会。
12月13日までの期間中、「自慢の一品」の購入で貰える「エリアシール」
（２エリア分）と、イベント会場で押印する「イベントスタンプ」（１つ）を
台紙に集め応募すると、抽選で総額10万円分のＱＵＯ
カードや、協賛賞品が
当たります。
ラリー詳細のパンフ及び台紙は、参加店の他、商業イベント会場、商工会議
所、商工会で入手することができます。但し、台紙は11月22日（日）の「宮路
山もみじまつり」で配布終了となるためご注意を。
★★参加店、商業イベントについてはHPをご覧ください。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 12月1日施行
ストレスチェック制度 50人以上の事業場に義務化
http://www.toyokawa-cci.org/news/stresscheck.htm
ストレスチェック制度とは、平成27年12月１日から施行される制度で、平成
26年6月25日に公布された改正労働安全衛生法により、従業員50人以上の事業場
で「ストレスチェック」と「面接指導」の実施等を義務付けるものです。
事業場が定期的にストレスチェックを行い、その結果を本人に通知して自ら
のストレスの状況に気付きを促し、また、検査結果を集団ごとに集計・分析し
職場環境の改善につなげストレスの低減を目指します。さらに、高ストレス者
には、医師による面接指導を行うことも事業者の義務となります。
★★19日にセミナー開催★★
豊川商工会議所では、11月19日（木）14時から、同制度に関するセミナーを
開催します。ストレスチェック制度の概要から、実際のチェック方法、企業が
取るべき措置と要因に対するアプローチのポイントなどについてお話しします。
▽日
時所 11月19日（木）14時から
▽場
豊川商工会議所
▽講 師 愛知産業保健総合支援センター
メンタルヘルス対策促進員 山本 祐子氏
▽参加料
無料
▽申込・問合せ 豊川商工会議所 経営支援グループ 近藤 TEL 86-4101
……………………………………………………………………………………………
■◇ 11月10日
人気エコノミストの中原圭介氏 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。聴講無料です。是非ご参加を！
▽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
▽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 TEL 86-4101
……………………………………………………………………………………………
■◇ 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
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
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◇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3,000円（非会員は6,000円）
◇申込み 蒲郡商工会議所・寺田 TEL68-7171まで。
次世代ロボットとは？～愛知県ロボット産業振興の取組～
◇と
き 12月7日（月）18時～19時30分
1日間１時間30分 交流会 19時35分～20時30分
◇ところ
豊川商工会議所
◇講 師 愛知県産業労働部産業振興課次世代産業室職員
キャリオ技研㈱ 代表取締役社長 富田茂氏
◇受講料
会員2,000円（非会員は4,000円）交流会参加者は別途1,600円必要
◇申込み 豊川商工会議所・浅井洋 TEL86-4101まで。
★豊川商工会議所
http://www.toyokawa-cci.org/jyouhouteikyou/kousyuukai.htm
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
ＩＳＯ改定セミナー
◇と
き 11月17日（火）14時～17時
1日間3時間
◇講
師
(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
ポカミス撲滅への体質改善と対策の進め方講座
◇と
き 企業組合浜名湖えるだークラブ
12月3日（木）9時30分～16時30分小枝英生氏
1日間6時間
◇講
師
◇受講料 1人11,000円（非会員は13,200円）
部下が育つ褒め方と叱り方講座
◇と
き ＳＡＫＡＫＩＢＡＲＡ
12月9日（水） 9時30 分～16時30分
1日間6時間
◇講
師
代表
榊原洋史氏
◇受講料 1人8,000円（非会員は9,600円）
☆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/）
●地域経済、「一部に弱さがみられるものの緩やかに回復」
／全国財務局管内経済情勢報告
財務省は28日、10月の全国財務局管内経済情勢報告を公表した。2015年
７月判断と比べた10月の地域経済の動向は、全11地域で総括判断を据え置き。
全局総括判断は、「生産など一部に弱さがみられるものの、緩やかに回復
している」。
http://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/kannai/201503/index.html
（大臣挨拶要旨）
http://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/kaigi/20151028.htm
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●９月の完全失業率３．４％、前月と同率／労働力調査
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/index.htm
●９月の有効求人倍率１．２４倍、前月比０．０１ポイント上昇／一般職業紹介状況
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000102367.html
●９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10月分（中旬速報値））
http://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/index-t.htm
●９月の二人以上世帯の消費支出、
前年同月比実質０．４％減／家計調査報告
http://www.stat.go.jp/data/kakei/sokuhou/tsuki/index.htm
●「再就職援助計画」の認定事業所、２３８事業所／１５年度第２四半期
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000102677.html
●９月の鉱工業生産指数、前月比１．０％上昇／経産省
http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/iip/result-1.html
●２０１５年版「厚生労働白書」を公表／厚労省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000101665.html
●出産・子育てに必要なこと、大事なこと
「安定した雇用と収入」７２．４％／厚労省調査
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000101729.html
●介護サービス受給者４０３万５，５００人／介護給付費等実態調査（６月）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/kyufu/2015/dl/201506_gaiyou.pdf
（統計表）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/kyufu/2015/06.html
●９月の求人広告掲載件数、前年同月比３．０％増／全求協
http://www.zenkyukyo.or.jp/outline/research.php
●一致指数、前月差０．９ポイント低下／８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、８月１．６％、９月０．７％の不足／国交省
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo14_hh_000536.html
●約８割の学生、採用スケジュール変更はマイナスの影響が大／民間調査
http://www.mynavi.jp/news/2015/10/post_10007.html
●希望者全員が６５歳以上まで働ける企業割合７２．５％に／厚労省調査
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000101253.html
●１１月は「過労死等防止啓発月間」／厚労省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000101654.html
●企業の社会貢献活動に関する支出１，７５１億円／経団連調査
http://www.keidanren.or.jp/policy/2015/089.html
……………………………………………………………………………………………
■◇ 健康まめ知識
高齢者とたくさんの薬
http://www.toyokawa-cci.org/kenkou/kenkou.htm
高齢者がたくさんの薬を服用することで、かえって薬の副作用により、生活
上不都合なことが生じているのではないかとの新聞報道がありました。当然で
すが、高齢になるほど病気が増え、それに伴い薬も増えることになります。一
方で、高齢者は内臓の働きが弱くなり、腎臓や肝臓で薬を分解して排泄する処
理能力が低下しています。そのため、薬が体内に蓄積することで副作用が出や
すくなっています。たくさんの薬を飲むことは、相互作用の影響も加わり、さ
らに副作用が出やすくなるのです。その結果、副作用を抑えるための薬がまた
増えてしまうということにも繋がりかねません。……（続きはホームページへ）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《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/
・平成27年国勢調査事後調査を実施します
→ http://www.pref.aichi.jp/0000087950.html
・～社会資本整備の基本方針～
愛知県建設部方針2020の策定について
→
http://www.pref.aichi.jp/0000087700.html
・名フィルによる演奏会とワークショップを田原市で開催します
→ http://www.pref.aichi.jp/0000087487.html
【豊川市】→
http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・中鉢聡テノールコンサート
html→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/saijibunka/bunka/concert/chubachisatoshitenor.
-5-

・歴史企画展
こだい鳥エンナーレ
→
https://www.city.toyokawa.lg.jp/saijibunka/bunka/tenrankai/torienn.html
・緑のカーテンコンテスト
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/kankyosumai/chikyuondankataisaku/green
curtain_contest.html
【蒲郡市】→
http://www.city.gamagori.lg.jp/
・通知カードの送付先に係る居所情報の登録について（マイナンバー制度）
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/shimin/notificationcard01.html
・野菜・ミカンの収穫体験＆ミカンの木のオーナーを募集します
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/norin/owner.html
・生涯学習講座「楽家事！年末大掃除にむけて」
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/site/bunsposhusaikouza/syogai16.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11月16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
〒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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