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《今号の注目記事》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ シティセールス、インバウンド推進で要望
http://www.toyokawa-cci.org/news/citysalesinbound.htm
豊川商工会議所は、3月30日（水）に「豊川市シティセールス推進事業」に
ついて、また4月20日（水）には「豊川インバウンド促進事業」について日比
嘉男会頭、笠原盛泰副会頭、松下紀人専務理事らが市役所を訪れ1年間の事業
成果を山脇実市長、竹本副市長に報告しました。
共に27年度の１年間、補助事業として実施したもので、今後の課題・推進策
等について提案しました。……
（続きはHPをご覧ください）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《会議所からのお知らせ》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 純米吟醸酒
豊川いなり心願「叶」（かなう）市内19店舗で好評販売中
http://www.toyokawa-cci.org/news/kanau.htm
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大好評の純米吟醸酒「豊川いなり心願『叶』」（貯蔵酒）を豊川稲荷の春季
大祭の5月4日（水・祝）から販売を開始しております。希望小売価格は1本（4
合瓶、720ml）1,500円（消費税別）です。完売次第終了ですので、お早めにど
うぞ。
「叶」は、JAひまわりが販売する安心・安全な特別栽培米「稲荷の里」を使
用し、醸造は全国的に知名度が高い地元・東三河の関谷醸造㈱に委託していま
す。
また、豊川稲荷の許可を得て、豊川稲荷の定紋である「宝珠」がラベルに記
載されています。酸味を抑え、米本来の「うま味」をのせた日本酒に仕上がっ
ており、発売開始以来、好評です。
問合せは、豊川商工会議所（TEL 86－4101、担当・村上）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 人脈形成・情報提供の場
とよかわ創業者くらぶ設立
http://www.toyokawa-cci.org/news/sougyousyaclub.htm
豊川商工会議所では、平成28年度6月より、創業予定者や創業後おおむね5年
以内の方を対象に「とよかわ創業者くらぶ」を設立します。
現在、創業者の70%は、経験不足や計画の甘さから3年以内に廃業しています。
このような現状を受け、当クラブでは、創業間もない方や創業予定者の方を対
象に、創業という共通のステージで日々チャレンジを続ける経営者同士で集い、
お互いに啓発・奮起しながら、人脈形成と情報交換の「場」と、成功企業のビ
ジネスモデルを学ぶ機会を提供します。概ね3ヶ月に1回、創業者同士の意見交
換、名刺交換、勉強会、情報提供、親睦・交流を深めることを目的に開催しま
す。
参加は無料です（交流会費はその都度別途必要。研修内容により料金が発生す
る場合がございます）。ご希望の方は、所定の用紙にてお申込みください。
▽対象者
創業後概ね５年以内の方、創業予定者
▽定員
20名程度
▽担当
経営支援Ｇ 近藤・浅井（TEL 86-4101）
……………………………………………………………………………………………
■◇ ものづくり博2016
人財セミナー参加者募集 6月17日(金) 開催
http://www.toyokawa-cci.org/news/monodukurihakujinzai.htm
豊川商工会議所は、「ものづくり博2016」会場で人財セミナーを開催します。
高齢者を積極的に採用し10代～80代の３世代が同居するコーケン工業の村松久
範会長から経営論をお話しをいただきます。
▽と
き＝ 6月17日（金）15時～16時半
▽ところ＝豊橋市総合体育館
▽テーマ＝「３世代同居による組織力でものづくりオンリーワン企業を目指す」
▽講師＝コーケン工業㈱会長・村松久範氏
▽参加費＝無料
▽定員＝60名（先着順）
問合せ
豊川商工会議所 浅井洋（TEL 86－4101）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 7月29日に経済講演会
講師に人気の長谷川幸洋氏
http://www.toyokawa-cci.org/news/h28keizaikouenkai.htm
豊川商工会議所理財部会・申請事務代理業部会と豊川金融協会は、ＴＶでお
馴染みの長谷川幸洋氏を招き経済講演会を開催します。聴講無料です。是非ご
参加ください。
▽とき＝
7月29日（金）15時～16時半
▽ところ＝豊川商工会議所
▽講師＝東京新聞・中日新聞論説副主幹ジャーナリスト／長谷川幸洋氏
※問合せ＝豊川商工会議所・浅井洋（TEL
86－4101）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 経済同友会講演会
7月26日 行使にカリスマ添乗員の平田進也氏
http://www.toyokawa-cci.org/news/h28keizaidouyuukaikouenkai.htm
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豊川経済同友会（日比嘉男会長）は、「ナニワのカリスマ添乗員」として活
躍中の平田進也氏を迎え、講演会を行います。聴講無料です。
平田氏は日本旅行の担当部長という「サラリーマン」ながら、2万2,000人以
上のファンクラブを持ち、１人で８億円という驚異的な売り上げを成し遂げて
います。
講演では、お客様の心をつかんで離さない、究極の企画のノウハウと発想力の
鍛え方をご紹介いただきます。
▽とき＝7月26日（火）16時～17時30分
▽ところ＝豊川商工会議所2階ホール
▽講師＝㈱日本旅行西日本営業本部個人旅行営業部・担当部長
／おもしろ旅企画「ヒラタ屋」代表・平田進也氏
▽申込み＝同友会事務局（豊川商工会議所内、TEL
86－4101）担当・川村
……………………………………………………………………………………………
■◇ 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
「かかりつけ薬剤師」とは、「かかりつけ薬局」同様あなたの薬歴や体質体
調を管理し、適切な調剤を行ってくれる人のことをいいます。
「かかりつけ薬局」に薬剤師が一人しかいない場合は、患者さんの同意のも
と、その人を「かかりつけ薬剤師」とすることができます。……
（続きはホームページをご覧ください）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 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
仕事に差が出る！！電話応対セミナー
◇と
き師 ノイエ
5月26日（木）
13時30分～16時30分 1日間3時間
◇講
代表
飯島敬子氏
◇受講料 1人3,000円（非会員は3,900円）
監査基準がよく分かるＩＳＯ９００１内部監査員養成講座
◇と
き師 6月2日（木）9日（木）16日（木）
9時30分～16時30分
3日間18時間
◇講
（特非）ＳＤＣ検証審査協会
副理事長
鈴木宣二氏
◇受講料 1人25,000円（非会員は32,500円）
こうすれば不良を出さない！製造現場の品質管理講座
◇と
き師 6月7日（火）14日（火）21日（火）28日（火）9時30分～16時30分
4日間24時間
◇講
のぞみ経営研究所
所長
中野昭男氏
◇受講料 1人26,000円（非会員は33,800円）
現場で働く人の安全と安心のために危険予知訓練（ＫＹＴ）講座
◇と
き師 新東工業㈱
6月22日（水）29日（水）9時30分～16時30分
2日間12時間
◇講
安全品質環境グループ
島田清信氏
◇受講料 1人12,000円（非会員は15,600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 6月8日（水）10時～16時30分
1日間5時間30分
▽ところ
豊橋商工会議所
▽講
師 ㈱インソース
澤田和美氏
▽受講料
会員8,000円（非会員は12,000円）
▽申込み 豊橋商工会議所[白井 TEL 0532-53-7211]まで。
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東三河経営塾
人財セミナー
▽と
き
6月17日（金）15時～16時30分
１日間１時間30分
▽ところ
豊橋市総合体育館
▽講
師 コーケン工業㈱
代表取締役会長 村松久範氏
▽受講料
無料
▽申込み 豊川商工会議所[浅井（洋）TEL 86－4101]まで。
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 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
田原市商工会館 代表 加藤 光治氏、 Dosuco技術士事務所 代表 松谷 孝広
▽講
師
三河ＭＫ事務所
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
師 三河ＭＫ事務所 代表 加藤 光治氏、 Dosuco技術士事務所 代表 松谷 孝広
氏▽講
▽定
▽受講料員 30名（定員になり次第締め切り）
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。
▽申込み 田原市商工会TEL 0531-22-6666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/）
●「『保活』の実態に関する調査」中間とりまとめを公表／厚労省
厚生労働省は４月28日、「『保活』の実態に関する調査」の結果（中間
とりまとめ）を公表した（4月11日から17日までの結果）。「希望どおり
の保育施設を利用できた」人は全体の57.8％（892人）。「希望どおりで
ない」が、「認可保育園等を利用できた」23.7％（366人）と「認可外の
保育施設を利用できた」11.9％（184人）はあわせて35.6％（550人）。
「保育施設等を利用できなかった」4.0％（61人）。有効回答数1,544人。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123368.html
●非正規割合37.6％、前年同期比0.1ポイント低下／労働力調査・詳細集計１～３月期平均（速
報）
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/4hanki/dt/index.htm
●現金給与総額、前年同月比1.4％増／2016年3月毎勤統計（速報）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/28/2803p/dl/pdf2803p.pdf （統計
表）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/28/2803p/2803p.html
●3月の有効求人倍率1.30倍、前月比0.02ポイント上昇／一般職業紹介状況
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000122520.html
●3月の二人以上世帯の消費支出、
前年同月比実質5.3％減／家計調査報告
http://www.stat.go.jp/data/kakei/sokuhou/tsuki/index.htm
●「ダイバーシティ促進に向けた取組み事例集」を発表／経団連
http://www.keidanren.or.jp/policy/2016/026.html
●景気が悪化したとの認識強まる／連合総研・勤労者短観
http://www.rengo-soken.or.jp/webpage/31.html
●「一人っ子政策」撤廃の影響
http://www.jil.go.jp/foreign/jihou/2016/05/china_01.html
●米雇用、16万人増に鈍化
7カ月ぶり低い伸び／4月
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/kaigai/20160511.html
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●熊本地震被災事業者に対する巡回相談等を実施／中企庁
http://www.meti.go.jp/press/2016/05/20160507001/20160507001.html
●こどもの数は1,605万人、35年連続の減少／総務省推計
http://www.stat.go.jp/data/jinsui/topics/topi940.htm
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《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/
・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
・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/
・議長、副議長が決まりました。
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/shigikai/gicho_fukugicho/gichiaisatsu.html
・平成28年度固定資産税・都市計画税納税通知書の発送について
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/zei/koteishisan/hasounituite.html
・フリーマーケット開催情報
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/gomirecycle/recycle/freemarketkaisaijo
ho.html
【蒲郡市】→
http://www.city.gamagori.lg.jp/
・平成２８年度地域密着型サービス事業者の募集
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/choju/jigyousyabosyu.html
・第四次総合計画に基づく実施計画を策定しました
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kikaku/jishikeikaku.html
・職員数、職員給与などの状況
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/jinji/kohyo.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6月1日（水）
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。
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