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《今号の注目記事》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 第153回議員総会
平成28年度事業計画・収支予算承認
中長期ビジョン策定・創業者くらぶ設立など
http://www.toyokawa-cci.org/news/h28giinsoukai.htm
豊川商工会議所は、3月24日（木）16時から会議所ホールで「第153回通常議
員総会」を開き、新年度の事業計画、収支予算などを承認しました。
主な内容として、中長期ビジョンの策定や部会数の集約による再編成、平成
29年の創立70周年記念事業に向けた準備委員会の設置、ＪＡひまわりとの連携
による地域資源のバラを活用した農商工連携事業、人材育成の目的でものづく
りの異業種の横断的な仕組みを作って学ぶ「豊川ものづくり研究会」の創設を
します。
また、新たに新規開業や雇用機会の創出を促進する目的で「とよかわ創業者
くらぶ」を設立し、経験値やネットワーク、経営資源に乏しい経営者を対象に
成功企業のビジネスモデルを学ぶ機会を提供いたします。
その他、新潟県の長岡商工会議所との友好商工会議所提携の締結などを報告
しました。
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《会議所からのお知らせ》
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■◇ まちづくり円卓会議
豊川市の課題について意見交換
http://www.toyokawa-cci.org/news/matidukurientaku.htm
豊川商工会議所は、3月11日、山脇市長らと豊川市の様々な課題について意
見交換を行う「まちづくり円卓会議」を開催しました。
当日は山脇市長、竹本副市長、池田企画部長、鈴木産業部長、荘田建設部長
日比会頭、川合・小野副会頭、松下専務理事、長谷川事務局長が出席。
山脇市長は「少子高齢化さらには人口減少社会となる中で、行政も難しいか
じ取りを迫られているが、経済界の考えや行政の思いを率直に話し合い、より
良い豊川市のために、皆で協力してまちづくりを進めていきたい」と述べまし
た。
また、日比会頭は「経済界も行政と一体となってまちづくりを進めるととも
に、時代の要請を認識し、様々な課題への対応や豊川市のさらなる発展に向け
て努力したい」と述べました。
会議では、防災センターなど地域の安心・安全に関する課題からものづくり
の企業の置かれている厳しい状況、豊川稲荷ご開帳や道の駅、工業団地の開発
による地域振興に向けた取組みなどについて積極的な意見交換が行われました。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 第58回商工業親善野球大会
参加チームを募集
http://www.toyokawa-cci.org/news/h28yakyuutaikai.htm
豊川商工会議所・豊川鉄工会では第58回豊川商工業親善野球大会を開く。
【日時】6月11日（土）（参加チーム多数の場合、準決・決勝は6月18日(土))
【場所】豊川市スポーツ公園野球場（千両）他
【参加料】1チーム10,300円
【参加人員】1チーム20人以内。本会会員に限る。合同チーム可
（但し、選手の事業所印が必要）
【試合方法】トーナメント勝抜き戦。全日本軟式野球連盟規約に準じる。
【参加申込方法と締切】
本所に用意する申込書で5月17日（火）17時迄に参加料を添えて事務局
（TEL
86-4101、近藤・野村・白須）にお申し込みください。
【組合せ】5月下旬に開催の主将会議にて決定。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 祝 http://www.toyokawa-cci.org/news/jyoseikai30.htm
豊川商工会議所 女性会創立30周年祝う 新たなスタートを
豊川商工会議所女性会（神谷典江会長）は、3月8日（火）、創立30周年記念
式典を豊川市民プラザで開催した。県下18の各女性会・女性部の会員、来賓な
ど約100名が参加し、周年をお祝いしました。
神谷会長は、「リーダとして、凛と信をもって連帯し、諸先輩方々の意思を
現在まで変わることなく引き継いできた。記念式典が今後の発展を目指す新た
なスタートになることを念じている」と感謝の言葉を述べました。……
（続きはHPをご覧ください）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 豊川商工会議所
青年部 総会を開き次年度計画・予算を承認
http://www.toyokawa-cci.org/news/h28seinenbusoukai.htm
豊川商工会議所青年部（井指和昭会長）は、3月18日（金）午後6時30分から、
市民プラザにて第80回定時総会を開き、平成28年度の事業計画・予算(案)を承
認しました。
新年度の伊藤隆弘会長はスローガンに「つながり～人・地域・未来～」を掲
げ、会員相互が一緒になって各種事業を進めることを重点に事業計画を立案し、
承認されました。
（続きはHPをご覧ください）
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■◇ ボランティア指導員を募集中
豊川少年少女発明クラブ
http://www.toyokawa-cci.org/news/h28sidouinbosyuu.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。
同クラブは、毎月一回の「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。
多くの子ども達が参加し、科学的な興味、関心を育む為には、多くの指導員
の方が必要です。資格は不要、見学も大歓迎です。ご協力いただける方は、こ
ちらからお申込みください。
【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＝豊川商工会議所・野村、浅井達(TEL
86-4101)。
（続きはHPをご覧ください）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 年に1度の大規模商談会
アライアンスパートナー発掘市
県下商工会議所共催・参加企業募集
http://www.toyokawa-cci.org/news/h28arapart.htm
愛知県下の22商工会議所主催による大規模商談会「アライアンスパートナー
発掘市2016」が6月27日（月）から7月1日（金）まで名古屋商工会議所で行わ
れます。
参加資格は商工会議所の会員です。申込締切 4月25日（月）の午前10時まで。
愛知県下の商工会議所の会員同士を引き合わせる事前調整型の商談会で、業
種・業態・規模に関わらす会員であれば参加可能です。昨年は642社が参加し
489社が述べ1640件の商談を行いました。
参加申込みは専用ホームページから
http://www.aichi-partner.jp/gaiyo.html
問合せ＝豊川商工会議所（TEL 86-4101、担当・村上）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 各種団体と会議所を結ぶ
小規模企業活性化委員 活用ください
http://www.toyokawa-cci.org/news/h28syoukibokigyoukasseikaiin.htm
豊川商工会議所中小企業相談所では、会議所と事業主とのパイプ役として
「小規模企業活性化委員」を設置しており、この度平成28年度の委員が決定
しました。
同委員には、商店街、業種別組合など各団体の組合員に各種施策のＰＲや
経営相談の連絡調整をお願いしています。
経営についてのお悩みは、お気軽に小規模企業活性化委員にご相談を。委
員から連絡を受けた豊川商工議所職員が対応いたします。
平成28年度小規模企業活性化委員名簿
http://www.toyokawa-cci.org/news/h28kasseikaiin.pdf
……………………………………………………………………………………………
■◇ 早稲田大学ビジネススクール竹内准教授を講師に迎え人材育成セミナー開催
http://www.toyokawa-cci.org/news/h28jinzaiikusei.htm
豊川商工会議所が担当する東三河広域経済連合会人材育成プロジェクトでは
3月3日（木）に人材育成セミナーを行いました。
講師に早稲田大学ビジネススクール准教授の竹内規彦氏を迎え、「組織行動
学からみる新入・若手社員の育成ポイントと職場環境」と題して、新入・若手
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社員はアイデンティティの確立や組織への適応を経験する重要な時期であり、
将来の期待を伝え、可能性を広げる機会を与えることが重要であるとご講演頂
きました。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 「広域連携・合併支援事業」豊川インバウンド促進事業
おもてなしセミナー開催
http://www.toyokawa-cci.org/news/omotenasiseminer.htm
豊川商工会議所は、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」
を実施してきました。
★観光カリスマ・澤功氏を招きセミナー開催
3月1日（火）、澤の家旅館の館主で、観光庁認定の観光カリスマの澤功氏を
招き、「外国人観光客に日本流おもてなしを」をテーマにセミナーを開催しま
した。
澤氏は、東京相互銀行に入行後、澤の家旅館の経営者となり、昭和57年より
外国人観光客の受入れを積極的に行い、言葉や習慣の問題などを乗り越えてこ
られました。
現在では澤の家旅館は、東京谷中の下町にありながら、稼働率90％超、外国
人利用率が9割を超える旅館になっています。
★インバウンド戦略を策定
3月30日（水）に最後の事業委員会を開催し、昨年度実施してきた事業をと
りまとめ、今年度以降に展開するインバウンド戦略を策定しました。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 平成28年度「あいち環境塾」の塾生を募集します
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/junkan/kankyojuku.html
愛知県では、公益財団法人名古屋産業科学研究所と共同で、持続可能な社会
づくりに向けたリーダーとなる人材の育成を目的として、本年度も6月から11月
まで「あいち環境塾」を開講します。
講師に企業、大学の各分野で活躍する第一線の方々を迎え、講義、ディスカ
ッションを通して塾生が互いに切磋琢磨し、持続可能な社会の形成という目標
を共有する仲間づくりができるクリエイティブな場を目指しています。
開催期間：6月18日（土）から11月12日（土）までの間の12日間
申込締切り：平成28年5月18日（水）必着
……………………………………………………………………………………………
■◇ 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
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
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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
★東三河産業アカデミー人材育成セミナー
http://www.toyokawa-cci.org/jinzaikusei/academy2.htm
採用面接官研修
▽と
き 豊橋商工会議所
6月8日（水）10時～16時30分 1日間5時間30分
▽ところ
▽講
師 ㈱インソース
澤田和美氏
▽受講料
会員8,000円（非会員は1万2,000円）
▽申込み 豊橋商工会議所[白井 TEL 0532-53-7211]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/）
●３月の街角景況感、前月比０．８ポイント上昇／景気ウォッチャー調査
内閣府は８日、タクシー運転手やコンビニ店長らに街角の景況感をたず
ねた2016年３月の「景気ウォッチャー調査」の結果を公表した。現状判断
DIは、前月比0.8ポイント上昇の45.4。
http://www5.cao.go.jp/keizai3/2016/0408watcher/menu.html
●消費者態度指数４１．７、前月差１．６ポイント上昇／３月消費動向調査
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/shouhi/2016/201603shouhi.html
●３月の転職求人倍率１．１０倍、前月横ばい／民間調査
http://www.inte.co.jp/library/recruit/20160411.html
●景況感Ｄ.Ｉ.、悪化／日銀調査
http://www.boj.or.jp/research/o_survey/ishiki1604.pdf
●２０１６年３月卒業時点での大学生就職内定率、９５．３％／民間調査
https://www.recruitcareer.co.jp/news/pressrelease/2016/160412-01/
●景気判断、東北は引き下げ、残り８地域は据え置き／日銀地域経済報告
http://www.boj.or.jp/research/brp/rer/rer160407.htm/
●一致指数、前月比３．２ポイント下降／２０１６年２月景気動向指数（速報）
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/di/di.html
●２０１６年夏のボーナスの見通し／民間調査機関
▽第一生命経済研究所
http://group.dai-ichi-life.co.jp/dlri/pdf/macro/2016/shin160407.pdf
▽みずほ総合研究所
http://www.mizuho-ri.co.jp/publication/research/pdf/insight/jp160405.pdf
▽三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング
http://www.murc.jp/publicity/press_release/press_160406
●「２０１７年卒
就職人気企業ランキング」／民間調査
http://service.gakujo.ne.jp/data/ranking201604
●国内景気、悪化傾向は一服／民間調査
http://www.tdb.co.jp/report/pdf/201603_jp.pdf
●北海道ガス、定年を６５歳に延長
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/kigyo/20160408.html
●米雇用、２１．５万人増
失業率５．０％に悪化／３月
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/kaigai/20160406.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/
・あいち観光戦略実態調査企画提案書の作成Q＆A
→ http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kanko/tyosaqanda.html
・平成28年度「地場産業販路開拓支援事業費補助金」の公募について
→ http://www.pref.aichi.jp/soshiki/sangyoshinko/zibahojyokin.html
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・国家戦略特区の区域計画が認定されました
→ http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kikaku/kuikikeikakunintei3.html
【豊川市】→
http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・平成28年度子どもものづくり教室開催のお知らせ（4月分受付中、5月分キャンセル待ち）
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/kosodate/kodomocenter/kodomosenta-/kodomomonod
ukuri/monodukurikaisai.html
・空家の相談を受け付けます
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/kankyosumai/sumai/akiya/akiyasoudan.ht
ml・平成28年度ブーフーウー教室のお知らせ
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/kosodate/portal/dekakeru/event/oyako/bu-hu-u-k
yousitu.html
【蒲郡市】→
http://www.city.gamagori.lg.jp/
・年金生活者等支援臨時福祉給付金（65歳以上）について
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/fukushi/nennkinnseikatusya.html
・蒲郡市
ワンコインがん検診・肝炎ウイルス検診
→
http://www.city.gamagori.lg.jp/site/hokencenter/gankenshin.html
・ふるさと蒲郡応援寄附金（ふるさと納税）
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/zaimu/hurusatogamagoori.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5月16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
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
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

-6-

