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《今号の注目記事》
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■◇ 市民“おどら舞”コンテスト、ダンスフェスティバル
参加チーム募集
http://toyokawa-yeg.sakura.ne.jp/oiden/
http://www.toyokawa-cci.org/oiden/h28odormai.htm
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
（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。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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《会議所からのお知らせ》
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■◇ 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
……………………………………………………………………………………………
■◇ 平成27年度シティセールス推進事業
稲荷周辺の活性化に向け調査・研究を実施中
http://www.toyokawa-cci.org/news/citysales2.htm
豊川商工会議所は、平成26年度から豊川市の補助を受け、「シティセールス
推進事業」に取り組んでおり、今年27年度は、「豊川稲荷周辺の活性化」を主
な目的に事業を展開しています。
同事業は、平成25年の「Ｂ‐１豊川」後のまちづくり振興策の研究が目的。
日比嘉男会頭を委員長、笠原盛泰副会頭を副委員長・座長とする推進委員会を
組織し、調査・研究を行っています。
今年度は、「豊川稲荷周辺の活性化」を目的に、稲荷周辺の50店舗に対する
訪問ヒアリング調査（自店の経営上の課題、活性化に対する意見など）や先進
地視察（善光寺御開帳）を行いながら活性化策を研究しています。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 新春経済講演会
消費や投資押し上げに期待 真壁昭夫氏を迎え
http://www.toyokawa-cci.org/news/h28sinsyunkeizaikouenkai.htm
豊川商工会議所と豊川経済同友会は1月29日、講師に、信州大学経済学部教
授で、ラジオなどのコメンテーターでもある真壁昭夫氏を招き、「世界経済の
動向と日本経済の見通し」をテーマに新春経済講演会を行い、約100名が聴講
しました。
当日は、日本銀行がデフレ脱却の金融緩和策として発表したマイナス金利初
導入のニュースについて、真壁氏は「日本では史上初。今日豊川で講演したこ
とは一生忘れないだろう」と話し、「これまでは日銀に預けることで金利を得
ていた金融機関が今後は逆に金利を払わなければならないが、その金を預けず
に貸し出しなどに使う。消費や投資を押し上げる効果が期待される」と解説。
「ただ黒田バズーカも３回目なのでどこまで効果があるか」と含みを持たせま
した。
続いて米国、中国、欧州経済の不安材料について説明。「それに比べて日本
経済は安定している方」としながらも、「問題は来年の消費税引き上げ。個人
的にはできないと思っている。延期せざるを得ない状況になるのでは」と、今
夏の衆院解散、衆参同時選挙を予測しました。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 景況動向調査
平成27年度第3四半期結果
http://www.toyokawa-cci.org/news/keikyou3.htm
豊川商工会議所は、平成27年度第３四半期（27年10月～12月）までの景況動
向調査を実施。ＤＩ値による集計の結果、業況は改善傾向となりました。
この地域における景気動向を把握するため、会員企業421社を対象に調査を
行い、137社から回答を得ました（回答率32・５％）。
調査は、ＤＩ値（ディフュージョン・インデックス＝業況判断指数）でとら
え、「増加（上昇）」の割合から「減少（下降）」割合を引いた値で、対象と
なる指標（売上など）の変化の方向（増加傾向か下降傾向か）を示すものです。
「自社の業況（総合判断による）」の回答によれば、前年同期比（平成26年10
月～12月と比較）より「好転した」と回答したのは15.6％、「悪化した」と回
答したのは25.1％でＤＩ値は▲9.5、前回調査（27年度第２四半期、27年7月～
9月）の同数値の▲13.6から4.1ポイント改善しました。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 豊川商工会議所女性会創立30周年事業「桜プロジェクト」開催
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http://www.toyokawa-cci.org/news/h28jyoseikai.htm
豊川商工会議所女性会（神谷典江会長）は、本年度創立30周年を迎えるにあ
たり、女性会が地域との結びつきや環境をテーマに社会へ発信する事業として、
『桜プロジェクト』を豊川稲荷公園内海軍工廠慰霊塔横桜で2月22日に開催しま
した。
この事業は、桜木小学校の6年生児童約64名とともに、現在綺麗に咲いている
桜の木に肥料や剪定を行い、後世にもより長い間桜の花が綺麗に咲き続けるた
めの活動で、終了後には児童と女性会会員とともに、慰霊塔にて供養塔の献花
も行いました。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 合格おめでとう！珠算・暗算検定
http://www.toyokawa-cci.org/news/h28syuzananzan.htm
日本商工会議所並びに豊川商工会議所主催の珠算検定・暗算検定、段位認定
試験を2月14日(日)、豊川商工会議所で開催し、次の方が昇段・合格しました。
（希望者のみ掲載しています）
【第116回段位認定試験】
▼珠算・弐段
黒川みずほ
▼同初段
淺沼真衣
▼暗算・準弐段 淺沼真衣
【第206回珠算全国検定】
▼一級
小栗瑶矢
▼二級
▼三級 酒井洋樹、杉原心菜
今川竜月輝、猪原円香、佐野成美、数井加織、永田遥久
つつみ源大、内田眞央奈
【第231回暗算検定】
▼一級
小野佑真
▼二級
▼三級 水野綾香、寺村眞琴、坂井幸音、宇井大晴
猪原円香、今川竜月輝、大庭惟吹、今泉巴那、菰田美有
髙橋誉人、野村航平、土谷陵太朗、山本瑠希
▼四級
田中駿丞、大庭宇滝、山崎秀真、平野舜成、野村遥
▼五級
▼六級 松本優奈、松本晃、谷口和希、髙木駿太
寺村春翔
次回検定は6月26日。申込は5月19日まで。
★★そろばん塾の無料体験をお受けしています★★
日本珠算連盟豊川支部では、これからそろばんを始めたい人のために、塾の無
料体験を受け付けています。珠算塾への入塾をご検討の方、まずは支部事務局
（豊川商工会議所）までご連絡ください。近隣珠算塾をご紹介します。
▼問合せ＝豊川商工会議所
珠算係（TEL 86-4101）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 各種講習会のご案内
★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
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） 奥田綾一氏
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
★東三河産業アカデミー
http://www.toyokawa-cci.org/jyouhouteikyou/keieikeikaku.htm
１級土木施工管理技術検定受験対策講習会
・学科対策講習会
◇と
き 田原市商工会館
6月8日(水)10日(金)15日(水)18日(土)22日(水)9時～17時 5日間35 時間
◇ところ
◇講 師 三河ＭＫ事務所
代表代表加藤松谷
光治氏
Dosuco技術士事務所
孝広氏
◇定
員
30名（定員になり次第締め切り）
◇受講料 55,000円（非会員は66,000円）
・実地対策講習会
◇と
き 9月7日(水)14日(水)21日(水)9時～17時
3日間21時間
◇ところ
田原市商工会館
◇講 師 三河ＭＫ事務所
代表代表加藤松谷
光治氏
Dosuco技術士事務所
孝広氏
◇定
員
30名（定員になり次第締め切り）
◇受講料 33,000円（非会員は39,000円）
※
この受験対策講習会は、平成28年7月3日(日)に実施される学科試験
(申込期間：平成28年4月1日～15日)と平成28年10月2日(日)に実施される
実地試験(申込期間：平成28年8月17日～31日)の受験者を対象とした事前
対策講習会ですので、(財)全国建設研修センターへ検定試験のお申し込
み手続きの完了をご確認のうえ、お申し込みください。
◇本件問合せ・申込み 田原市商工会 TEL 0531-22-6666
……………………………………………………………………………………………
■◇
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/）
●２０１６年１～３月期の景況判断、いずれの企業規模も「下降」超
／法人企業景気予測調査
内閣府と財務省は11日、第48回「法人企業景気予測調査」結果を公表
した。全産業でみた2016年１～３月期の「貴社の景況判断」BSIは、大企業、
中堅企業、中小企業いずれも「下降」超。３月末時点の「従業員数判断」
BSIを全産業でみると、大企業、中堅企業、中小企業いずれも「不足気味」超。
http://www.mof.go.jp/pri/reference/bos/results/1c2704.htm
●消費者態度指数４０．１、前月差２．４ポイント低下／２月消費動向調査
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/shouhi/2016/201602shouhi.html
●「日本の統計２０１６」「世界の統計２０１６」を公表／総務省
▽「日本の統計2016」
http://www.stat.go.jp/data/nihon/index1.htm
▽「世界の統計2016」
http://www.stat.go.jp/data/sekai/index.htm
●「中小企業のための女性活躍推進ハンドブック」を発行／日商・東商
http://www.jcci.or.jp/sme/labor/youthandwoman/2016/0310140000.html
●「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」、「妥当」と答申／労政審
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000115152.html
●２月の街角景況感、前月比２．０ポイント低下／景気ウォッチャー調査
http://www5.cao.go.jp/keizai3/2016/0308watcher/bassui.html
（統計表等）
http://www5.cao.go.jp/keizai3/2016/0308watcher/menu.html
●２０１５年１０～１２月期のＧＤＰ実質成長率、年率１．１％減／２次速報値
http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/gaiyou/gaiyou_top.html
●一致指数、前月比２．９ポイント上昇／１月景気動向指数（速報）
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/di/di.html
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●単価等の引き下げ要請、５３．２％の中小企業で「あった」／連合等調査
http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/chusho/index.html
●２月の転職求人倍率１．１０倍／民間調査
http://www.inte.co.jp/library/recruit/20160307.html
●仕事と介護の両立、「就業時間の制約」が最大の懸念／民間調査
http://www.jma.or.jp/news/release_detail.html?id=385
●がん罹患後も同じ勤務先で仕事を続けている人、８６．０％／民間調査
http://www.murc.jp/publicity/press_release/news_160304_1
●２０１５年派遣社員実稼働者数、全月で対前年同期比１００％超／民間調査
http://www.jassa.jp/admin/info/upload_image/160229_150101-151231keikou.pdf
●労働時間、１日２０分短縮
基本給は維持／味の素
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/kigyo/20160309.html
●第６回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞、決定／後援：厚労省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000114572.html
●構造維持分含む賃上げ要求は平均９，４４４円（３．２７％）／連合の要求集計
http://www.jil.go.jp/kokunai/topics/mm/20160304a.html
●賃金改善分の要求額は平均で３，２００円／自動車総連の要求集計
http://www.jil.go.jp/kokunai/topics/mm/20160304b.html
●中小企業の半数、２年連続で正社員の給与水準を引き上げ／日本政策金融公庫調査
https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/tokubetu_160229.pdf
●震災５年時点で全体の３割、１，４０６社が休廃業／民間調査
http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p160302.html
●国内出張時の宿泊料、超過額補償措置を取る企業は７割／民間調査
http://www.rosei.or.jp/research/pdf/000067706.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/
・東京で開催する愛知の観光物産展の出展者を募集します！
→ http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kanko/bosyu1.html
・県内のサクラの花から分離した酵母を使った米粉パンが誕生しました
→ http://www.pref.aichi.jp/soshiki/acist/press-release-20160311.html
・「第31回国民文化祭・あいち2016」プレイベントを開催します！
→ http://www.pref.aichi.jp/soshiki/bunka/2016032021.html
【豊川市】→
http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・平成28年度市民協働推進事業補助金公開プレゼンテーション
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/shiminkatsudo/hojokinseido/simikyodosu
isinjigyo/H28koukaipurezen.html
・平成28年度狂犬病予防集合注射のお知らせ
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/dobutsupet/shugo-chusha.html
・第7回チェコの夕べ～チェコとのハーモニーを夢見て～を開催します
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/kokusaikoryu/kokusaikoryuoshirase/cheko
noyub.html
【蒲郡市】→
http://www.city.gamagori.lg.jp/
・生涯学習講座「ハワイアンリトミック体験講座」を募集します
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/site/bunsposhusaikouza/syogai25.html
・第4回
蒲郡市民 いきいきウォーキングを開催します
→
http://www.city.gamagori.lg.jp/site/hokencenter/ikiiki4.html
・無料Ｗｉ-Ｆｉ「ＦＲＥＥＳＰＯＴ（フリースポット）」の地点が追加されました
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/nrc/wifi.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
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★ギャラリー情報
http://www.toyokawa-cci.org/saijigyary/gyarary.htm
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◆◆平成28年4月1日（金）
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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