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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 電源は100Ｖコンセント１個（２口）につき600円（200Ｖは別途料金）
テント１張りにつき20,600円。
▽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》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 豊川恋活 参加者募集
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http://www.toyokawa-cci.org/koikatu/koikatsu.htm
豊川商工会議所では、昨年の魅力ＵＰセミナーに続く第２弾として、独身男
女を対象とした「豊川恋活」の参加者を募集しています。豊川稲荷周辺で「狐
のお面」や「いなり寿司」づくりを通じて交流します。
日
時：平成２８年３月６日（日）１０時～１３時
場
対 象 所：豊川稲荷及びその周辺
者：概ね２５歳～４０歳の独身男女。
但し、男性は豊川商工会議所会員事業所の経営者及び従業員に限る
募集人数：男女とも各１０人（定員を超えた場合抽選）
参
加 費：男性3,000円、女性1,000円
募集期間：2月15日～25日
問 合 せ：豊川商工会議所 担当 渡辺 TEL86-4101
……………………………………………………………………………………………
■◇ 労働保険事務は豊川商工会議所へ
労働保険事務組合
http://www.toyokawa-cci.org/news/h28roudouhoken.htm
労働者を1人でも雇われている事業所は必ず労働保険に加入しなければなり
ません。しかし、事務手続きがわずらわしく、負担となっている場合も少なく
ありません。
そこで事業主が行わなければならないこれらの事務処理を、労働保険事務組
合・豊川商工会議所が、委託を受け事業主に代わって事務所を行います。
★労働保険の事務を委託すると以下のメリットがあります。
○事務組合が一括して事務処理をしますので、事業主の事務処理が軽減される。
○労災保険に加入することができない事業主や家族従事者も労災保険に特別加入できる。
○労働保険料を年間３回に分けて納付できる。
○労働保険料納付は口座振替のため、納付の手間がかからない。
労働保険事務組合豊川商工会議所への委託は、本所会員であり、次の条件に
該当する事業主であることが条件となります。
①金融業・保険業・不動産業・小売業にあっては、その事業に使用する労働
者数が常時50人以下の事業主
②卸売業・サービス業にあっては、その事業に使用する労働者数が常時100人
以下の事業主
③製造業、建設業など上記①、②以外の業種にあっては、その事業に使用す
る労働者数が常時300人以下の事業主
ぜひこの機会に、豊川商工会議所へ労働保険事務の委託をお願いいたします。
事務委託方法、事務委託手数料等のお問い合せは、豊川商工会議所（不二門
近藤
TEL 86-4101）までおねがいします。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 豊川商工会議所青年部・女性会
新入会員募集
http://www.toyokawa-cci.org/news/h28seinenbujyoseikai.htm
★〈青年部〉
豊川商工会議所青年部（井指和昭会長）は新年度を迎えるにあたり、新入会
員を募集しています。
入会資格は商工会議所会員のうち、49歳までの経営者・管理者および後継者。
平成28年度は、おいでん祭の「よさこいイベント」運営、「手筒まつり」協
賛のほか、「豊川稲荷春季・秋季大祭での御輿渡御」、子供とのふれあい事業
近隣商工会との交流事業など様々な事業を計画しています。
青年経済人として、より多くの人々と交流を図りたい方、是非ご入会を！
青年部は、平成元年4月に豊川商工会議所青年経営学校を母体として発足。
現在会員数は104名。
▼問合せ・申込み
豊川商工会議所青年部事務局（TEL 86-4101 担当・近藤、白須）まで。
★〈女性会〉
豊川商工会議所女性会（神谷典江会長）は、新入会員を募集しています。
女性会は、商工会議所会員のうち、女性経営者または経営に従事する女性に
役立つ様々な事業を行っている組織です。
平成２８年度は、「総務研修」「事業」「会員交流」の３つの委員会に分か
れて、人材育成や経営、経済問題などの勉強会や会員の資質向上に努めていま
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す。
女性経営者の立場は極めて重要であり、元気のある会社では女性の活躍が目
立っています。この機会に女性会へ入会いただき経営に役立つヒントを探して
みてはどうですか。
▼入会の申込み・問合せ
豊川商工会議所女性会事務局（TEL 86-4101 担当・佐原、耒本）まで。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 発明クラブ
ボランティア指導員を募集します
http://www.toyokawa-cci.org/news/h28hatumeiclub.htm
豊川商工会議所機械金属工業部会が所管する豊川少年少女発明クラブでは、
子どもたちに「ものづくり」を教える指導員を募集しています。
当クラブは、毎月1回の「子どもものづくり教室」を柱とし、夏休み期間に
開催する「自由工作教室」や小中学生の工作を一堂に展示する「おもしろアイ
デア作品展」などを実施しています。
多くの子どもたちが参加し、科学的な興味、関心を追求するための運営を
行っていくには、多くの指導員の方が必要となります。
ご協力いただける方は、こちらからお申し込み下さい。
○ボランティアの内容
・「子どもものづくり教室」「自由工作教室」などの企画、運営
・教室での製作品の検討、図面作成、材料・道具の準備、教室当日の指導、
会場準備等
問合せは、豊川商工会議所
野村（TEL86-4101）まで。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 各種講習会のご案内
★豊川商工会議所
http://www.toyokawa-cci.org/jyouhouteikyou/kousyuukai.htm
決算（所得税・消費税）申告指導会
▽と き 3月1日(火)･7日(月)･9日(水)
2月16日(火)･17日(水)･22日(月)･23日(火)･29日(月)
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 3月1日（火）14時～
▽ところ
豊川商工会議所 第１・２・３研修室
▽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/）
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●個人企業の業況判断、３．３ポイント改善／個人企業経済調査・速報
総務省は９日、2015年10～12月期の「個人企業経済調査（動向編）」
速報結果を公表した。それによると、個人企業の業況判断DIはマイナス
58.2で、前期（2015年７～９月期）に比べ3.3ポイント改善。
http://www.stat.go.jp/data/kojinke/sokuhou/4hanki/index.htm
●「賃上げ実施予定」企業、５８．９％／民間調査
http://www.e-sanro.net/jinji/j_research/j_research01/pr1602-2/
●男子学生の２８．２％、育児休暇を取る理由は「当然の権利だから」／民間調査
http://www.mynavi.jp/news/2016/02/post_10835.html
●１月の「人手不足」関連倒産、２２件／民間調査
http://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20160208_03.html
●１月の街角景況感、前月比２．１ポイント低下／景気ウォッチャー調査
http://www5.cao.go.jp/keizai3/2016/0208watcher/bassui.html
（統計表等）
http://www5.cao.go.jp/keizai3/2016/0208watcher/menu.html
●要介護（要支援）認定者数６１７．５万人／介護保険事業状況報告（２０１５年１０月）
http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/jigyo/m15/dl/1510a.pdf
（統計表）
http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/jigyo/m15/1510.html
●一致指数、前月比０．７ポイント低下／２０１５年１２月景気動向指数（速報）
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/di/di.html
●２年分で８，０００円の賃金改善を要求／基幹労連のＡＰ１６取り組み方針
http://www.jil.go.jp/kokunai/topics/mm/20160210a.html
●ＪＲ連合、ＪＲ総連が春闘方針を決定
http://www.jil.go.jp/kokunai/topics/mm/20160210b.html
●米失業率、約８年ぶり低水準
雇用の伸びは縮小／労働省
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/kaigai/20160210.html
●２０１４年７月時点の中小企業・小規模事業者数、３８０．９万者／中小企業庁
http://www.meti.go.jp/press/2015/01/20160129002/20160129002.html
●消費者態度指数４２．５、前月差０．２ポイント低下／１月消費動向調査
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/shouhi/2016/201601shouhi.html
●２０１６年の賃上げ見通し、定昇込み６，６８９円・２．１２％／労務行政研調査
http://www.rosei.or.jp/research/pdf/000067524.pdf
●「連合の春闘結果集計データにみる賃上げの実態」を発表／連合総研
http://rengo-soken.or.jp/report_db/pub/detail.php?uid=285
●２０１５年の役員報酬額、社長は３，４７６万円／民間調査
http://www.e-sanro.net/jinji/j_research/j_research01/pr1601/
●２０１５年の「休廃業・解散」、２万３，９１４件／民間調査
http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p160105.html
●建設業等のための技能系社員採用ハンドブックを発行／東商・江戸川支部
http://www.tokyo-cci.or.jp/page.jsp?id=74030
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《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
愛知県の人口 －結果速報－ （平成27年10月1日現在）
→
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/kokuchou2015.html
・愛知県の就業状況（平成27年平均）
→ http://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/roudouryokuchousa2015.html
・日本の未来は「奥」がひらく！
「奥サミット」を開催します
→ http://www.pref.aichi.jp/soshiki/chiiki/okusummit.html
【豊川市】→
http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・「いなり楽市」＆「すわポン・狐娘ちゃんマネースタンプラリーお楽しみ抽選会」が開催さ
れます！
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/toshikaihatsu/chishinshigaichitaisaku/t
oyokawachiku/rakuiti1503.html
・第51回豊川市民展
作品募集のお知らせ
→
https://www.city.toyokawa.lg.jp/event/bunka/50shimintenboshu.html
・豊川市青年団協議会
団員募集のお知らせ
→
https://www.city.toyokawa.lg.jp/saijibunka/aoinomon/kyogikai/seinendankyougika
i/seinendaninboshu.html
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【蒲郡市】→
http://www.city.gamagori.lg.jp/
・三谷中学校施設開放講座
「親子和菓子教室」
→
http://www.city.gamagori.lg.jp/site/bunsposhusaikouza/miyachu-kouza.html
・第４回にしがまシーサイドウォークを開催します
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kikaku/4nishigama.html
・リサイクルバザール（リサイクル品販売）を開催します
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kankyo/bazar.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
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◆平成28年3月1日（火）
次回発行予定 ◆◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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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