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《今号の注目記事》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 市民“おどら舞”コンテスト、ダンスフェスティバル
http://www.toyokawa-cci.org/oiden/h28odormai.htm 参加チーム募集
豊川市民まつり「おいでん祭」は、今年も5月21日(土）、22日(日)の2日間、
豊川市野球場をメイン会場に開催されます。
その中の一つ「市民おどら舞コンテスト」と「ダンスフェスティバル」への
参加グループを募集します。ステージの上で、華やかな踊りを披露してみませ
んか。
《おどら舞コンテスト》
日
時：平成28年5月22日(日)午後
募
集
数：20チーム
参加資格：豊川市内または豊川近郊のよさこい及びダンスチーム
（但し、既存のよさこいチームは参加不可）
※詳細は、ホームページをご覧ください。
《ダンスフェスティバル》
日
時：平成28年5月21日(土)終日、22日(日)午後
募
集
数：土曜日 60チーム、日曜日 40チーム
参加資格：1チーム10名以上で構成する、よさこいチーム、ダンスチーム
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（但しダンスチームは豊川市内に在住又は拠点を持っている事）
参加協力金：フェスティバル参加よさこいチームのみ協力金を頂きます。
※詳細は、ホームページをご覧ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《会議所からのお知らせ》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ フリーマーケット出店者募集
おいでん祭
http://www.toyokawa-cci.org/oiden/h28freemarket.htm
おいでん祭で行われる「フリーマーケット」への出店者を募集しています。
日時：平成28年5月21日(土)、22日(日)
いずれも10時～15時30分
場所：豊川市プール西側・自由広場
募集数：各日60ブース（車による出店可）
応募資格：豊川市在住の方のみ（名義貸しは不可）
※詳細は、ホームページをご覧ください。
……………………………………………………………………………………………
■◇ モリゾー・キッコロの仕掛人が語る
シティセールス 大ブレイク戦略
http://www.toyokawa-cci.org/news/mathidukurikouenkai.htm
豊川商工会議所では、シティセールス推進事業の一環として「まちづくり講
演会」を開催します。
今回は「モリゾーとキッコロ」「せんとくん」「ヒルズ」「焼酎ブーム」の
仕掛人として知られている、西川りゅうじん氏を講師に迎え語ります。
ぜひご聴講を！
日
時：平成28年3月18日(金)15時～
テーマ：とよかわ《シティセールス》大ブレイク戦略
講 師：西川りゅうじん氏
……………………………………………………………………………………………
■◇ 検定に挑戦しよう
日商・東商検定試験日決定
http://www.toyokawa-cci.org/news/h28kentei.htm
豊川商工会議所では、日本商工会議所と共催で「簿記」「珠算・暗算」検定
を、東京商工会議所と共催で「福祉住環境コーディネーター検定」「環境社会
（eco）検定」「ビジネスマネジャー検定」を実施しています。
平成28年度も、各検定の日程が決定しました。検定を受け、仕事の役に立て
てください。
※詳しい、日程や料金については、ホームページをご覧ください。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 豊川職業能力開発専門学院
役立つ32講座を開催
http://www.toyokawa-cci.org/jinzaikusei/h28gakuin.htm
豊川商工会議所では、企業と従業員の長期的な視野に立った段階的かつ体系
的な職業能力のレベルアップを目指し、この地域の主要なOff-JTの場として、
「豊川職業能力開発専門学院」事業を展開しています。
平成28年度も、一般社員向け講座、製造現場社員向け講座、医療・介護スタ
ッフ向け講座など、合計32講座を開催します。
ぜひ、自己能力アップと、従業員のスキルアップにご活用下さい。
※詳しい講習内容、日時、料金等は、ホームページをご覧ください。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 東三河学生就職NAVIの活用を
http://www.toyokawa-cci.org/news/h28syuusyokunavi.htm
http://www.higashimikawa-navi.jp/
東三河で就職活動を始める学生向けに、地域商工会議所・商工会では、就活
サイト「東三河学生就職NAVI」を開設して、地元の企業情報、説明会の開催情
報など発信しています。
企業情報の登録受付は、随時行っています。採用予定のある企業は、是非ホ
ームページへの登録をお願いします。
※詳しい登録方法などは、ホームページをご覧ください。
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……………………………………………………………………………………………
■◇ インバウンド成功事例セミナーなど事業を展開
http://www.toyokawa-cci.org/news/inboundseminer.htm
豊川商工会議所では、音羽、一宮、小坂井、御津町商工会と共催で、内外か
らの観光客を呼び込む具体策を研究し、地元消費が増大されるための、様々な
インバウンド対策を行う「広域連携・合併支援事業
豊川インバウンド促進事
業」を実施しています。
インバウンド戦略に成功した方々をお招きして、セミナーを開催したり、意
見交換会を数回実施するなど活動しています。
※詳細は、ホームページをご覧ください。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 健康まめ知識
健診で尿潜血を指摘されたら
http://www.toyokawa-cci.org/kenkou/kenkou.htm
健診等の尿検査で、潜血を指摘され泌尿器科を受診される患者さんの外来で
の検診、検査内容について今回は触れます。
まずはじめに、潜血を認める方は非常に多く、特に中高年の女性では健診受
診者の15～20％が陽性という数字も出ています。その中で治療を必要とする病
気の見つかる方は、ごくわずかの患者さんです。大きな病気を心配する必要は
ありません。…………（続きはホームページを）
……………………………………………………………………………………………
■◇ ジュディオングさん「市民講演会」開催
東三河法人会豊川支部
http://www.toyokawa-cci.org/news/h28siminkouenkai.htm
（一社）東三河法人会豊川支部（木下良夫支部長）では、支部設立30周年を記
念した市民講演会を開催します。聴講には入場整理券が必要となりますので、
ご注意ください。
日時：平成28年4月2日(土)13時30分～
テーマ：輝いて生きる
講師：ジュディオング氏（歌手・女優・木版画家）
※整理券は、3月4日(金)8時30分から豊川商工会議所のみで配布します。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 各種講習会のご案内
★豊川商工会議所
http://www.toyokawa-cci.org/jyouhouteikyou/keieikeikaku.htm
仕事の夢をかなえる
経営計画作成講習会
セミナー
▽と
き 無料
3月2日(水)･7日(月)･10日(木) いずれも18時30分～20時30分 3日間6時間
▽受講料
個別相談
▽と
き 無料
3月17日(木)･23日(水) いずれも14時～17時（原則セミナー受講者対象）
▽受講料
★豊川職業能力開発専門学院
http://www.toyokawa-cci.org/jinzaikusei/gakuin.htm
即戦力となる
新入社員講座
◇と
き
4月4日（月）～6日（水）2泊3日
◇講 師 愛知教育大学
名誉教授代表竹内登規夫氏
フードビジネス研究所
中山利和氏奥田綾一氏
愛知県弁護士会東三河支部所属弁護士
◇受講料 1人31,000円（非会員は43,000円）
苦手な人を自分のファンに変える
コミュニケーションスキルアップ講座
◇と
き
4月19日（火）
9時30
分～16時30分
1日間6時間
◇講
師
㈲幸プランニング
代表
長野ゆき子氏
◇受講料 1人12,000円（非会員は15,600円）
管理職と呼ばれる人の仕事術 管理監督者講座
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◇と
き
4月21日（木）28日（木）
9時30 分～16時30分
2日間12時間
◇講
師
アスカ経営センター
経営コンサルタント
小林雍正氏
◇受講料 1人21,000円（非会員は27,300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/）
●女性労働者の月額賃金２４万２，０００円で過去最高
／２０１５年「賃金構造基本統計調査」
厚生労働省が18日公表した、2015年「賃金構造基本統計調査」の結果
によると、一般労働者（短時間労働者以外の労働者）の月額賃金は、男女
計30万4,000円（前年比1.5％増）、男性33万5,100円（同1.7％増）、
女性24万2,000円（同1.7％増）で、それぞれ前年を上回った。女性の賃金
は過去最高。男女間賃金格差（男性=100）は前年と同水準の72.2。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2015/index.html
（報道発表資料）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2015/dl/12.pdf
（概況）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2015/dl/13.pdf
●トヨタ労組など大手自動車メーカーは３，０００円の改善要求
／自動車総連傘下の要求動向
http://www.jil.go.jp/kokunai/topics/mm/20160219a.html
●最大の課題は非正規と６０歳超え契約社員の処遇改善／ＮＴＴ労組の春闘要求
http://www.jil.go.jp/kokunai/topics/mm/20160219b.html
●採用選考スケジュールの変更、「学生に悪い影響があった」９６．２％／経団連調査
http://www.keidanren.or.jp/policy/2016/012.html
●オリンパス、内部通報社員と和解
「敗訴後も不当処遇」で解決金
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hanrei/20160219.html
●経済の基調判断、「景気は緩やかな回復基調」に据え置き／２月の月例経済報告
http://www5.cao.go.jp/keizai3/getsurei/getsurei-index.html
●１月の生鮮食品を除く総合指数、前年同月と同水準／全国消費者物価指数
（2016年１月分）
http://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/index-z.htm
（東京都区部2016年２月分（中旬速報値））
http://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/index-t.htm
●建設労働需給、１２月０．５％、１月０．２％の不足／国交省調査
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo14_hh_000560.html
●日本の人口１億２，７１１万人／２０１５年国勢調査・人口速報集計
http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2015/kekka.htm
●一致指数、前月差１．０ポイント減
／２０１５年１２月の景気動向指数改訂状況
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/di/di.html
●賃上げ要求の平均は３，８１０円／金属労協の集計登録組合の要求提出状況
http://www.jil.go.jp/kokunai/topics/mm/20160226.html
●同一賃金、考え方は賛同
雇用慣行の考慮必要／経団連会長
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/roushi-k/20160226.html
▽経団連会長・記者会見発言要旨
http://www.keidanren.or.jp/speech/kaiken/2016/0224.html
●非正規雇用労働者の電話相談件数、８７５件
／連合・労働相談ホットライン
http://www.jtuc-rengo.or.jp/soudan/soudan_report/data/20160204-20160206.pdf
●「東日本大震災」関連倒産、累計１，６９８件／民間調査
http://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20160225_01.html
●「正社員が不足している」企業、３９．５％／民間調査
http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p160203.html
●帰国子女の積極的採用希望の企業割合が増加／日外協調査
http://www.joea.or.jp/wp-content/uploads/pdf/Survey_educationforJapanesechildrenover
seas_2015.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《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/
・地域連携交通安全モデル事業の実施結果報告会を開催します
→ http://www.pref.aichi.jp/soshiki/chiikianzen/0000087598.html
・平成27年度第3回あいちスポーツアカデミーを開催します！
→ http://www.pref.aichi.jp/soshiki/sposhin/aichi-sports-academy-h27-3.html
・「第4回穂っとネット東三河フォトコンテスト入賞作品展」を開催します！
→ http://www.pref.aichi.jp/soshiki/higashimikawa/kikaku-280226.html
【豊川市】→
http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・無料公衆無線LANサービス「Toyokawa
City Wi-Fi」
→
https://www.city.toyokawa.lg.jp/saijibunka/matsurikanko/matsurikankooshirase/W
i-Fi.html
・スマートフォン、タブレット端末向け「とよかわ観光アプリ」
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/saijibunka/matsurikanko/matsurikankooshirase/k
ankoapp.html
・豊川市桜まつり
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/saijibunka/matsurikanko/omatsuri/haru/sakurama
tsuri.html
【蒲郡市】→
http://www.city.gamagori.lg.jp/
・がんを知るセミナー「知ってほしい！乳がんの予防・検診・治療」開催のご案内
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/site/hokencenter/gannwosirusemina-kaisainogoan
nnai.html
・【生命の海科学館】
ナイト★ミュージアムでクイズにチャレンジ！ ～サンゴの日！スペ
シャル～
参加者募集
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/site/kagakukan/nightmuseum20160305.html
・蒲郡まつりイベント実施者募集！
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kankoshoko/gamamatsu-eventkoubo.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15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
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FAX 0533-84-1808
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