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《今号の注目記事》
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■◇ まちづくり推進に新たな絆を
長岡商工会議所（新潟県）と友好を締結
http://www.toyokawa-cci.org/news/yuukouteikei.htm
豊川商工会議所（日比嘉男会頭）は、3月16日、東京丸の内のKITTE4階会議室
において、新潟県・長岡商工会議所と「友好商工会議所提携に関する覚書」を
締結しました。
当日は、日本商工会議所青山伸悦理事・事務局長立会のもと、日比会頭と長
岡商工会議所丸山智会頭が覚書に署名。また長岡から山村雅隆専務理事、豊川
から松下紀人専務理事が出席しました。
長岡市と豊川市は、長岡藩主牧野家が豊川市牛久保町を出自としていること
を縁に、永く民間の交流が続けられ、行政においても防災協定を締結してきて
います。……
（続きはホームページをご覧ください）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《会議所からのお知らせ》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 当所月報「メセナ」平成28年4月号で通算1000号
http://www.toyokawa-cci.org/news/1000gou.htmこれからもご一読を
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当所月報「メセナ」は、平成28年4月号で、前身の「豊川商工会議所會報」、
「とよ川商工会議所ニュース」から通算1000号を迎えました。
「豊川商工会議所會報」の第1号は昭和22年3月1日に発行され、同年1月28日
行なわれた設立総会で選任された、初代・林總吉会頭が「御推挙を謝し将来の
御支持を望む」と題した会議所発足に際しての想いを掲載。
その後、「とよ川商工会議所ニュース」を経て、平成4年4月から「メセナ」
として刊行。
商工会議所の会員事業所のみに会報等を発行する会議所が多い中、全国でも
例が少ない、市内全戸発行方式（旧豊川市内33,000戸に新聞折込）で発行。
「メセナ」というタイトルにも、当時の小野光男会頭の「会議所事業のPRだけ
でなく、文化・芸術活動を支援するのが経済界の責務」という、熱い志しが込
められています。
今後もご愛読を賜りますよう、お願い申し上げます。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 「Ｂ－１コーナー」高校生ボランティア募集
若い力で一緒に盛り上げを！
http://www.toyokawa-cci.org/oiden/h28b-1.htm
「おいでん祭」の「B-1グランプリコーナー」のお手伝いをしていただける高
校生ボランティアを募集します。
平成26年度から始まった同コーナーには、全国各地から6団体が出展し、毎
年賑わっています。
市内の高校生の皆さん、ぜひ「まちづくり」の勉強の一環として参加しませ
んか。
【募集要領】
▽と
き 5月21・22日「おいでん祭」当日の10時～16時
▽ところ
「B-1グランプリコーナー」会場（体育館前）
▽募 集 市内在住の高校生で各日ともに30名
（定員に達し次第、締切ります）
▽内 容 お客さんの誘導、提供品の説明等。
※詳細な募集要領は、ホームページをご覧ください。
▽問合せ
おいでん祭事務局（豊川商工会議所内
TEL 86-4101）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 使わなくなった衣料ご提供下さい
衣料整理のボランティアも募集
http://www.toyokawa-cci.org/oiden/iryoukaisyuu.htm
皆さんの家庭で使わなくなった衣料品を世界に送ります。
「おいでん祭」が行われる、5月21日・22日の2日間、野球場内の「衣料回収テ
ント」に使わなくなった衣料品をお持ちください。
集まった衣料品は、「日本救援衣料センター」（神戸市）に輸送され、衣料
援助の要請のある海外の支援団体に輸送します。
取扱いのできる衣料品については、ホームページをご覧ください。
★輸送費のご寄付をお願いします
★ボランティア募集
当日、衣類を整理いただく方を募集します。当日、会場でお申し出下さい。
短時間でも結構ですので、ぜひご協力下さい。
※問合せ おいでん祭事務局（豊川商工会議所内 TEL 86-4101）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 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
豊川商工会議所は平成28年度に豊川職業能力開発専門学院の32講座を開催し
ます。社員教育の場として、是非ご活用ください。
豊川商工会議所は、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の場として充実
した講座を開催しています。
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平成28年度は、認定講座13、教養講座19の合計32講座を開催します。
講習会１
http://www.toyokawa-cci.org/jinzaikusei/h28part1.pdf
講習会２ →→ http://www.toyokawa-cci.org/jinzaikusei/h28part2.pdf
◇問合せ
豊川商工会議所（浅井達・丸山）TEL 86-4101
……………………………………………………………………………………………
■◇ 地域資源「バラ」を活用した「とよかわフラワープロジェクト」始動
http://www.toyokawa-cci.org/news/flowerproject2.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
化を目指して、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
ずつの若手職員によるプロジェクトチームを設置し、取り上げる地域資源を、
生産量日本一の「バラ」に決定しました。
3月25日、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、2回目の全体会議を開催しまし
た。
会議では、1回目の意見交換で出された意見をもとに、再度事業計画を検討
し、平成28年度に取組む事業および推進協議会、作業部会のメンバーについて
決定しました。
事業内容としては、まず始めに「バラ」を活用したイベントとして、4月23
日に「サンジョルディの日」としてプリオなどで開催します。その他バラ園の
設置など、豊川市民への周知を図る事業を展開し、その後全国へ発信していく
予定です。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 定期健康診断の受付開始
5月10日より
http://www.toyokawa-cci.org/service/h28kensin.htm
豊川商工会議所は、「巡回定期健康診断」を7月1日（金）～8月4日（木）の
計24日間実施します。申込みは事業所へ送られる所定の用紙にて５月10日まで。
▽検診項目
・35歳（S56年4月2日～S57年4月1日生）及び40歳以上（S52年4月1日生以前）の者
（Ａセット）医師診察、胸部Ｘ線、検尿、血圧、身長、体重、視力、聴力、
心電図、肝機能、脂質、糖尿病、貧血検査・腹囲測定
・上記以外の者
（Ｂセット）医師診察、胸部Ｘ線、検尿、血圧、身長、体重、視力、聴力
なお、上記以外にも有機溶剤、特定化学物質、鉛、じん肺といった「特殊検診」
も併せて実施。
▽定期健康診断
Ａセット１人7,400円
Ｂセット１人3,100円
★問合せは健診担当（TEL
86-4101 不二門、白須）まで。
……………………………………………………………………………………………
■◇ トクトククーポン
28年度事業所大募集
http://www.toyokawa-cci.org/service/tokutokucoupon_bosyuu.htm
豊川商工会議所では、多くの会員事業所から割引サービスを集い、会員の皆
様がそのサービスを広く利用することで会員メリットを最大限に活かすことを
目的とし、会員優待サービス事業・トクトククーポンを行っています。
現在、サービスを提供している事業所は、小売店、飲食店など計45事業所。
この度、７月発行予定のトクトククーポンに、平成28年度のサービスを提供い
ただける事業所を募集しています。一度ご検討を！
▽掲載費用
無料
▽配布先
当所会員事業所（約2,350社）
▽申込対象
当所会員事業所に限る
▽申込締切
4月28日（木）まで
▽申込・問合せ
豊川商工会議所 丸山 86-4101０１
……………………………………………………………………………………………
■◇ おめでとう！
第142回簿記検定試験合格者
http://www.toyokawa-cci.org/news/142bokikenteigoukakusya.htm
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日本商工会議所主催の第142回簿記検定試験の合格者は、次の方々となります。
（希望者のみ氏名を掲載）。
【２級】瀬筒美咲
【３級】福見有香、川元千香、松下郁美、平岩駿也、河村彩菜、他16名
次回第143回簿記検定試験は6月12日（日）に開催。申込受付期間は4月19日
（火）から4月28日（木）まで。
申込は、窓口申込に加えてインターネットからのお申込みも可能です。
▽問合せ 豊川商工会議所・川村℡（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
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
◇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）
貿易取引がよく分かる！グローバルビジネス入門講座
◇と
き
5月10日（火） 13時30分～16時30分
1日間3時間
◇講
師
デジタルバンクジャパン㈱
代表取締役
林成徳氏
◇受講料 1人3,000円（非会員は3,900円）
仕事に差が出る！！電話応対セミナー
◇と
き
5月26日（木）
13時30分～16時30分 1日間3時間
◇講
師
ノイエ
代表
飯島敬子氏
◇受講料 1人3,000円（非会員は3,900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
★経営支援グループ講習会
http://www.toyokawa-cci.org/jyouhouteikyou/kousyuukai.htm
新規青色申告者のための帳簿のつけ方教室
▽と
き
4月22日（金）14時～16時
▽講
師
税理士
中山智弘氏
▽申込み
豊川商工会議所・経営支援グループ
川村 TEL 86-4101
……………………………………………………………………………………………
■◇ 健康まめ知識
かかりつけ歯科医を持ちましょう
http://www.toyokawa-cci.org/kenkou/kenkou.htm
日本は今や世界一の長寿国となりましたが、残念ながら健康寿命は平均寿命
より10年ほど短く、この差を少なくすることが重要な課題となっています。誰
もが健康長寿を願っていると思いますが、そのためには歯と口の健康が保たれ
ていて、バランスのよい食事をすることが大切です。
「８０２０運動」の発祥地である愛知県では、「８０２０運動」の達成者を追
跡調査した結果、達成者の多くの方が健康で自立した日常生活を送っていると
のことです。また、「かかりつけ歯科医」を持っていて、日ごろから歯に関心
が高く、１日に２回以上歯磨きをすることや早めに歯科受診する人が多いこと
も分かりました。…………（続きはホームページを）
……………………………………………………………………………………………
■◇
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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●２月の完全失業率３．３％、前月比０．１ポイント上昇／労働力調査
総務省が29日公表した「労働力調査（基本集計）」（速報）によると、
2016年２月の完全失業率（季節調整値）は3.3％で前月比0.1ポイント上昇。
男性は3.6％で同0.2ポイント上昇、女性は2.8％で同0.1ポイント低下。
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/index.htm
（結果の概要）
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/pdf/201602.pdf
●２月の有効求人倍率１．２８倍で、前月と同水準／一般職業紹介状況
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000117106.html
●２月の二人以上世帯の消費支出、
前年同月比１．２％増／家計調査報告
http://www.stat.go.jp/data/kakei/sokuhou/tsuki/index.htm
●生産指数、前月比６．２％低下／２月鉱工業指数速報
http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/iip/result-1.html
●建設労働需給、１月は０．２％、２月は０．３％の不足／国交省調査
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo14_hh_000564.html
●一致指数、前月差２．５ポイント増
／２０１６年１月の景気動向指数改訂状況
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/di/di.html
●平均賃上げ６，３３５円（２．１０％）に／連合・第２回集計
http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/shuntou/2016/press_release/press_release_20160325
.pdf
●「２０１５年
夏季・冬季 賞与・一時金調査結果」／経団連調査
http://www.keidanren.or.jp/policy/2016/021.pdf
●日本ＩＢＭの解雇無効
元社員５人が勝訴／東京地裁
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hanrei/20160330.html
●経済の基調判断、前月から下方修正／３月の月例経済報告
http://www5.cao.go.jp/keizai3/getsurei/getsurei-index.html
●２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２月分）
http://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/index-z.htm
（東京都区部2016年３月分（中旬速報値））
http://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/index-t.htm
（東京都区部2015年度平均（速報値））
http://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/nendo/index-t.htm
●１月の現金給与総額、前年同月と同水準／毎勤統計確報値
（2016年１月確報）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/28/2801r/dl/pdf2801r.pdf
（統計表）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/28/2801r/2801r.html
●ＪＲ西日本、ＪＲ東海でベア１，０００円の回答／ＪＲ各社の賃上げ交渉
（JILPT調査・解析部）
http://www.jil.go.jp/kokunai/topics/mm/20160325a.html
●単純平均５,３０５円、１.９４％／国民春闘共闘委員会の第１回賃上げ集計
http://www.jil.go.jp/kokunai/topics/mm/20160325b.html
●２０１６年度、新入社員のタイプは「ドローン型」／生産性本部調査
http://activity.jpc-net.jp/detail/lrw/activity001472.html
●大卒予定者の就職内定率８７．８％、前年同期比１．１ポイント増
／厚労省・文科省調査
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000116273.html
●高校新卒者の就職内定率９３．６％、前年同期比０．８ポイント増／厚労省調査
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000116270.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/
・茶臼山高原の山菜を、揚げたての天ぷらで食べよう！
→ http://www.pref.aichi.jp/soshiki/nogyo-shinko/201604010630.html
・県内大学･短大生の就職内定率(2月末)は、対前年比1．6ポイント上昇の89．5％
→ http://www.pref.aichi.jp/soshiki/shugyo/j-2015-naiteiritsu201602.html
・愛知県の景気動向（平成28年1月分速報）
→ http://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/0000088882.html
【豊川市】→
http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・チャレンジとよかわ活性化事業費補助金
-5-

→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/sangyo/chushokigyoshaseido/hojokinannai
/challengekassei/shokokanko20160401.html
・とよかわ創業・起業支援ネットワークをご利用ください
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/sangyo/koyoshien/shoko20151001.html
・地震災害に関する豊川市避難所運営マニュアル
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/anzenanshin/bosai/manual/hinanshouneim
anual.html
【蒲郡市】→
http://www.city.gamagori.lg.jp/
・蒲郡市地域公共交通網形成計画（案）のパブリックコメント募集について
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kotsu/moukeiseikeikakupublic.html
・蒲郡市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定について
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kikaku/sougou-senryaku.html
・平成27年度施策評価結果
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/gyosei/27-shisaku.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28年4月15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。
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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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