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《今号の注目記事》
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■◇ おいでん祭の出店者（一般物販・グルメ）を募集します
http://www.toyokawa-cci.org/oiden/oiden.htm
★★ 市内に本社・営業店舗等を有する会員対象 ★★
第28回豊川市民まつり「おいでん祭」は５月21日(土)・22日(日)の２日間、
豊川市野球場などで開きます。
今年も「市民〝おどら舞（まい）〟コンテスト」や物販や飲食テント、フリ
ーマーケット、愉快なキャラクターショーなど２日間、多彩なイベントを繰り
広げます。
◆一緒においでん祭を盛り上げましょう！◆
「おいでん祭」の一般物販及びグルメ関係の出店者を次の通り募集します。
▽とき
５月21日（土）、22日（日）いずれも10時～16時
▽会場
豊川市野球場（グルメは体育館前）
▽出店資格
次の①、②の要件をともに満たす事業者に限ります。
①豊川市内に本社または営業店舗を有する事業所
②豊川商工会議所会員、音羽・一宮・小坂井・御津町商工会、
豊川市商店街連盟のいずれかの会員及び関係団体
（豊川商工会議所会員などの名義の又貸しは厳禁）
▽出店スペース
間口３間（5.4ｍ
）×奥行き２間（3.6ｍ ）のテントを
単位とする
▽出店料 テント１張りにつき20,600円。
電源は100Ｖコンセント１個（２口）につき600円（200Ｖは別途料金）
▽申込み方法
所定の申込書に出店料を添えて豊川市民まつり事務局
（豊川商工会議所）へ。申込期限は、３月22日（火）
▽問合せ
豊川市民まつり事務局（豊川商工会議所、TEL（86）4101）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《会議所からのお知らせ》
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■◇ 豊川稲荷
正月三が日で143万人 晴天と陽気に恵まれ大賑わい
http://www.toyokawa-cci.org/news/toyokawainarisanganiti.htm
平成28年の正月三が日は、早春のような陽気と晴天に恵まれ、豊川稲荷（豊
川閣妙厳寺）には三日間で143万人（昨年比９万人増）と、ここ10年で最高の
参拝客が訪れました。
大みそかの31日の夜11時過ぎから総門の開門を待つ参拝客による行列ができ、
ピーク時には飯田線の踏切近くまで埋め尽くされました。
豊川稲荷周辺の商店街は、豊川いなり寿司を買い求める人や縁起物の熊手、
だるまなどを手にする人で賑わい、豊川いなり寿司のイメージキャラクター
「いなりん」も登場し、観光客の人気を集めていました。また「豊川いなり寿
司で豊川市をもりあげ隊」メンバーらが「おもてなし活動」を実施し、学生ボ
ランティアと一緒に豊川市のＰＲ活動や清掃活動を行いました。
……………………………………………………………………………………………
■◇ とよかわフラワープロジェクトから発信
会議所とＪＡひまわりが連携
http://www.toyokawa-cci.org/news/flowerproject.htm
平成27年度、豊川商工会議所とひまわり農業協同組合は、豊川市の地域活性
化を目指し、地域資源を活用した農商工連携を推進するため、双方から２名の
若手職員によるプロジェクトチームを設置し、主に取り上げる地域資源を
「バラ」として検討を重ねてきました。
１月14日には、プロジェクトメンバーに加え、ひまわり農業協同組合の権田
晃範代表理事組合長、今泉秀哉専務理事、堀内秀雄総合企画部長、豊川商工会
議所の日比嘉男会頭、松下紀人専務理事が出席し、全体会議を開催。
会議では、４月から検討を重ねてきたプロジェクトチームによる決定事項の
報告および今後の事業計画について意見交換を行いました。
今後は関係機関による委員会を設置し、「とよかわフラワープロジェクト
（仮称）」として、主に「バラ」を活用した様々な事業の検討を重ね実行し、
豊川市民への周知を図り、その後全国発信へとつなげていく予定です。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 第22回郷土芸術家五人展
3月11日～13日
http://www.toyokawa-cci.org/ibent/yoninten/goninten.htm
豊川商工会議所は、豊川市に在住で、日ごろから商工会議所等の活動を通じ
協力頂いている芸術家５人の作品を一堂に会して、「郷土芸術家五人展」を開
催します。彫刻の山本須美雄氏、書の権田穂園氏、陶芸の後田和孝氏、そして
今年から、日本画の中根強司氏に代わり、現代美術の宮嶋政穂氏、日本画の壁
谷文子氏が加わり、新しい五人展としてジャンルの異なるバラエティ豊かな作
品が一度にご鑑賞いただけます。
この五人展は、市民の方々の温かい励ましで郷土の芸術家を支援、激励しよ
うというものです。１人でも多くの人にご鑑賞頂きたいと思います。
★オープニングセレモニーを３月11日午前10時から、同会場で開催★
恒例となった開場式での芸術家の作品が当たる抽選会を行う予定。
▽と き＝３月11日（金）～３月13日（日）午前10時～午後５時
（抽選会は初日のオープニングセレモニー内のみ）
▽ところ＝豊川商工会議所
▽入場料＝無料
▽問合せ＝豊川商工会議所 TEL(86)4101
……………………………………………………………………………………………
■◇ 東三河産業アカデミー
人材育成セミナーにご参加を！
http://www.toyokawa-cci.org/jinzaikusei/academy.htm
「産業と地域を支える人材育成プロジェクト」（東三河広域経済連合会、所管
・豊川商工会議所）は、企業教育担当者を対象とするセミナーを行います。
▽と
き ３月３日（木）14時～15時30分半
▽ところ
豊川商工会議所２階Ａホール
▽講
師
早稲田大学ビジネススクール・准教授
竹内規彦氏
▽受講料
1,000円（非会員2,000円）
▽問合せ 豊川商工会議所・浅井洋 TEL(86)4101
……………………………………………………………………………………………
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■◇ 健康まめ知識
Ｃ型肝炎
http://www.toyokawa-cci.org/kenkou/kenkou.htm
Ｃ型肝炎とは、Ｃ型肝炎ウイルス（ＨＣＶ）の感染により起こる肝臓の病気
です。肝臓は体に必要なタンパク質や栄養分の生成や貯蔵、不要になった老廃
物や薬物の解毒など生きていく上で必要不可欠な機能をもっています。
肝臓の健康を脅かす原因は、大きく２つあります。そのひとつは、慢性的な
過食やお酒の飲み過ぎなどの生活習慣の乱れ、もうひとつがウイルスの感染で
す。………
続きはHPをご覧ください
……………………………………………………………………………………………
■◇ 各種講習会のご案内
★豊川商工会議所
http://www.toyokawa-cci.org/jyouhouteikyou/kousyuukai.htm
正しい決算書・申告書の書き方教室
▽と
き 豊川商工会議所
2月2日（火）14時～第１会議室
▽ところ
▽講
師 無料
豊橋税務署 記帳指導推進官
▽受講料
▽問合せ 豊川商工会議所経営支援Ｇ（担当 浅井洋 TEL86-4101）
決算（所得税・消費税）申告指導会
▽と き 2月16日(火)･17日(水)･22日(月)･23日(火)･29日(月)
3月1日(火)･7日(月)･9日(水) いずれも10時～12時、13時～17時
▽受講料
豊川商工会議所または青色申告会
会員2,000円、非会員20,000円
▽指導時間
お1人60分まで
▽問合せ
豊川商工会議所経営支援Ｇ（担当 川村 TEL86-4101）
▽申込書 http://www.toyokawa-cci.org/jyouhouteikyou/kessansinkokusidoukai.pdf
インバウンド成功事例セミナー
▽と
き 豊川商工会議所
2月19日（金）14時～15時30分
▽ところ
第１・２会議室
▽テーマ
観光による地方創生の可能性
▽講
師 ㈱百戦錬磨
代表取締役
上山康博氏
▽受講料
商工会議所会員
1,000円（非会員は2,000円）
▽問合せ 豊川商工会議所（川村・浅井 TEL（86）4101）
おもてなしセミナー
▽と
き 豊川商工会議所
3月1日（火）14時～第１・２・３研修室
▽ところ
▽テーマ
外国人観光客に日本流おもてなしを
▽講
師
澤の屋旅館
館主1,000円（非会員は2,000円）
澤功氏
▽受講料
商工会議所会員
▽問合せ 豊川商工会議所（川村・浅井 TEL（86）4101）
……………………………………………………………………………………………
■◇
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/）
●全局総括判断、「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27日、2016年１月の全国財務局管内経済情勢報告を公表した。
2015年10月判断と比べた2016年１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、「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/201504/index.html
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（大臣挨拶要旨）
http://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/kaigi/20160127.htm
●２０１５年１２月の完全失業率３．３％、前月と同率／労働力調査
（2015年12月）
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/index.htm
（2015年平均）
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ft/index.htm
（2015年10～12月期平均）
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/4hanki/ft/index.htm
●２０１５年１２月の有効求人倍率１．２７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/0000110117.html
●２０１５年１２月の生鮮食品を除く総合指数、前年同月比０．１％上昇
／全国消費者物価指数
（2015年12月）
http://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/index-z.htm
（2015年平均）
http://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/nen/index-z.htm
（東京都区部2016年１月分（中旬速報値））
http://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/index-t.htm
●２０１５年１２月の二人以上世帯の消費支出、
前年同月比４．４％減少／家計調査報告
http://www.stat.go.jp/data/kakei/sokuhou/tsuki/index.htm
●生産指数、前月比１．４％低下／２０１５年１２月鉱工業指数速報
http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/iip/result-1.html
●経営活動に影響しそうな要因は「人材の不足」３４．７％／産能大調査
http://www.sanno.ac.jp/research/forecast2016.html
●三井住友銀、「第二新卒」採用へ
１０月に２０～３０人
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/kigyo/20160129.html
●「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」等、妥当と答申／労政審
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000109948.html
●すべてが月例賃金引き上げに取り組む／フード連合の闘争方針
（JILPT調査・解析部）
http://www.jil.go.jp/kokunai/topics/mm/20160127.html
●「年収」か「ベア」か
労使トップが火花／１６年春闘スタート
（時事通信）
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/roushi-k/20160127.html
▽経団連会長・記者会見発言要旨
http://www.keidanren.or.jp/speech/kaiken/2016/0125.html
●所定外労働、３人に１人は賃金不払い／連合総研調査
http://rengo-soken.or.jp/report_db/pub/detail.php?uid=284
●２０１５年の休廃業・解散件数、２万６，６９９件／民間調査
http://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20160122_01.html
●デンソー、障害者雇用を促進
特例子会社設立
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/kigyo/20160127.html
▽デンソーWebサイト
http://www.denso.co.jp/ja/news/newsreleases/2016/160126-01.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/
・食品衛生上の問題が危惧されるビーフカツ等の流通について（12報）
→ hhttp://www.pref.aichi.jp/soshiki/eisei/beef-katsu-ryuutsuu12.html
・名古屋市消費者物価指数（平成27年平均）
→ http://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/bukka2015n.html
・「クラウドファンディング活用促進事業」による支援先事業者が資金募集を開始します
→ http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kinyu/shikinbosyu.html
【豊川市】→
http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・地産地消の推進活動として「とよかわ農業市」を開催します！
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/sangyo/nogyo/nogyoshinko/nougyouichi.ht
ml・とよかわオープンカレッジ特別講座を開講します！
html→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/saijibunka/aoinomon/opencollege/tokubetukouza.
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・東三河市民活動団体交流会を開催します
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/shiminkatsudo/kouzaivent/dosugoikouryu
ukaiH27.html
【蒲郡市】→
http://www.city.gamagori.lg.jp/
・第３回蒲郡市総合教育会議の開催のお知らせ
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/shomu/sougou-kyouiku-kaigi-3.html
・第35回蒲郡市農林水産まつり＆食育フェスタを開催します
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/norin/35nousuisai.html
・広報がまごおり
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/site/kohogamagori/
……………………………………………………………………………………………
★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28年2月15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
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0533-86-4101
FAX 0533-84-1808
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