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《今号の注目記事》
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■◇ 第29回
豊川手筒まつり 8月27日eduまつり協賛に温かいご協力を
http://www.toyokawa-cci.org/t
tu/h28tedutu.htm
第29回豊川手筒まつりは、8月27日（
土）豊川市野球場で開催します。（た
だし、
荒天の場合28日に順延）。豊川市民まつり協議会・豊川手筒まつり実行
委員会は、手筒まつり開催のための協賛金と「お祝い手筒煙火」の申し込みを
受け付けます。盛大なお祭りとなるよう、是非、皆さまの温かいご支援・ご協
力をお願いします。
協賛金は1口1万円 チラシにご芳名を掲載
豊川手筒まつりは、
市内各連区の神社に伝わる儀礼・技法にのっとり奉納さ
れている
当地域伝統の「手筒煙火」約400本を一堂に集めて披露する華麗な
煙火の祭典で、……
（続きはHPをご覧ください）
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会議所からのお知らせ
■◇ 皆さまの事業所にお伺いします
「顔の見える」会議所づくり
http://www.toyokawa-cci.org/n
ews/kaiinhoumon.htm
豊川商工会議所は、「開かれた商工会議所」の行動指針のもと、会員の声を
直接お聞きし、会員に喜ばれる事業を実施するため、職員担当制による会員訪
問を実施しております。
担当職員が訪問させて頂いた際には、是非忌憚のないご意見、ご要望をお聞
かせいただ
きたく、ぜひ、ご協力をお願いします。
なお、
担当職員が事前に皆さまの事業所へ、お電話にてご都合の良い訪問日
を確
認させて頂きます。ご訪問の際、お時間を頂戴したく何卒、よろしくお願
いいたします。
豊川商工会議所では、今後も地域の総合経済団体として、行政や関係機関・
関係団体と連携し、商工業の振興と地域貢献のために様々な事業を行ってまい
ります。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 参加チームを募集
第24・25回 会員ボウリング大会
http://www.toyokawa-cci.org/ko
uryuu/h28boling.htm
豊川商工会議所では、7月27日（水）および10月12日（
水）に、コロナキャッ
トボウルにて「第24・25回会員ボウリング大会」を
行います。従業員相互の親
睦を深める一環として、ふるってご参加をお待ちしております。
開催要領は次の通りです。
▽開催日 ☆第24回 7月27日（水）
☆第25回 10月12日（水）いずれも午後6時30分競技開始
▽会場 コロナキャットボウル
（豊川コロナワールド内・豊川市下長山町14‐1）
▽受付時間 午後5時45分～6時15分
▽参加資格 本所会員事業所の事業主とその家族、および従業員。
1ただし
社16名（4チーム）。
各大会に参加できる人数は1社8名（2チーム）まで。
※会員企業合同チームの参加も可能。但し、一人の方が参加出来るのは、いず
れかの大会一つのみです。
▽定員 各大会112人（定員に達し次第締め切り）
▽参加料 1人1800円（ゲーム代、貸靴代、軽食代含む）
賞品協賛企業を募集
の賞商工会議所は、「会員ボウリング大会」「会員ゴルフ大会」「会員大会」へ
品提供を募集しています。
会員ボウリング大会なら
びに賞品協賛の申込み・問合せは、本所（丸山、村
上TEL 86-4101）まで。……
（詳細はHPをご覧ください）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 人材育成・確保にジョブ・カード制度を是非ご活用ください
http://www.toyokawa-cci.org/news/jobcard.htm
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豊川商工会議所では、ジョブ・カード制度の
普及啓発のため、同所内に地域
ジョブ・カード
サポートセンターを開設しています。制度の説明をご希望の場
合や制度活用を検討される場合には、是非ご連絡を。
○ジョブ・カード制度
ジョブ・カードを活用した職業訓練を通じ、有能な人材を育成・確保したい
企業と正社員の経験が少ない求職者などとのマッチングを促進する国の制度。
一定の要件を満たす場合には、国からの助成金や奨励金を受けられる。
○・企
業からの声
社員研修の仕組みを構築できた。作成したカリキュラムを活かしたい。
・人材を育成したくても
資金的な余裕がなかった。助成金があるのが魅力。
・職業訓練で適性や能力を把握で
き、ミスマッチのない採用ができる。
○ジョブ・カード
支援の拠点
サポートセンターでは、制度の活用を希望する企業に対し、
訓練カリ
キュラムの作成や助成金の申請に向けた準備等のお手伝いをしていま
す。
※問合せ 豊川商工会議所 愛知県地域ジョブ・カードサポートセンター
佐原・浅井達（TEL 86-4101）
（助成金額等の概要はHPをご覧ください）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 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/n
ews/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/n
ews/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/n
ews/h28keizaidouyuukaikouenkai.htm
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
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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
学校における運動器検診について
http://www.toyokawa-cci.org/k
enkou/kenkou.htm
新学期になって、小中学校の内科健診が始まりますが、昨年までの保健調査
票と異なり項目に四肢の項目
が追加されました。これは平成26年4月に学校保
健安全
法施行規則の一部が改正され定期健康診断の必須項目に"四肢の状態"が
加えられ平成28年4月より運動器検診が実施されるためです。……
（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
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 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
◇受講料師 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（ＫＹ
Ｔ）講座
◇と
き 6月22日（水）29日（水）9時30分～16時30分 2日間12時間
◇講
工業㈱円（非会員は15,600
安全品質環境グループ
島田清信氏
◇受講料師 新東
1人12,000
円）
プロが
教える
機械製図 図面の見方・読み方講座
◇と
き 7月4日（月）11日（月）25日（月） 13時30分～17時30分 3日間12時間
◇講
大同大学大同高等学校
講師 中尾信彦氏
◇受講料師 1人21,000
円（非会員は27,300円）
仕事の教え方のセオリーを学ぶ ＴＷＩ講座ＪＩ（仕事の教え方）コース
◇と き 7月5日（火）～7日（木）1日目
13時30分～15時30分
2・
3日目 13時30分～17時30分 3日間10 時間
◇定
員
10人（定員に
達し次第締切）
◇講
師
マツ
イ・マネジメント・オフィス 代表 松井督卓氏
◇受講料 1人9,000円（非会員は11,700円）
職場環境の基本を守り、従業員としてのモラルを向上しよう！
５Ｓ活動・改善の進め方講座
◇と
き 7月14日（木）21日（木）9時30分～16時30分 2日間12時間
◇講
業組合浜円名（非会員は2
湖えるだーク
ラブ 小枝英生氏
◇受講料師 企1人18,000
3,400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。
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
▽
▽
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講講料師 コ無料
ーケン工業㈱ 代表取締役会長 村松久範氏
み 豊川商工会議所[浅井（洋）TEL 86－4101]まで。
新規・深耕開拓の実践力強化講座
▽と き 7月6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 石川経営研究所 所長 石川一芳氏
▽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。
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
講 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▽
▽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 加藤 光治氏、 Dosuco技術士事務所 代表 松谷 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
講習会ですので、（財）全国建設
センターへ検定試験の
お申し込前対策
み手続き
の完了をご確認のうえ、お申研修
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
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
行政法人労働政策研究・研修機構のＨＰ → http://www.jil.go.jp/）
●2015年
職場での熱中症死傷者数、464人／厚労省調べ
厚生
労働省は25日、2015年「職場における熱中症による死傷災害の発生
状況」を公表した。死傷者（死亡・休業４日以
上）数は464人で、前年比
41人増。う
ち死亡者数は29人（同17人増）、業種別では「建設業」が最多
で11人、
次いで「警備業」7人。
http://www.
mhlw.go.jp/stf/houdou/0000125245.html
●「女性活躍加速のための重点方
針2016」を決定／女性が輝く社会づくり本部
http://www.ca
s.go.jp/jp/seisaku/kagayakujosei/dai5/gijisidai.html
（首相官
邸Webサイト）
http://www.kant
ei.go.jp/jp/97_abe/actions/201605/20josei.html
●2016年版「高齢
社会白書」を公表／内閣府
http://www8.cao.go.
jp/kourei/whitepaper/index-w.html
●2015年度大
卒就職率97.3％、前年同期比0.6ポイント上昇／厚労省・文科省調査
http://www.
mhlw.go.jp/stf/houdou/0000124364.html
（大学等
新卒者への就職支援の状況について）
http://www.
mhlw.go.jp/stf/houdou/0000124366.html
●高校生の就
職内定率は99.1％、前年同期比0.3ポイント上昇／厚労省調査
http://www.総mhlw.go.
jp/stf/houdou/0000124354.html
●2015年12月の
人
口、前年同月比13万4,000人減／総務省人口推計
http://www.
stat.go.jp/data/jinsui/new.htm
●アルバ
イトの平均時給980円、前年同月比9円減少／民間調査
http://www.int法等の
e.co.jp/library/wage/20160519.html
●育児・介護休業
改正法施行について議論／労政審
▽
▽受
▽申込
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mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000125573.html
●介護http://www.
サービス受給者400万8,700人／介護給付費等実態調査（2016年3月）
mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/kyufu/2016/03.html
(統http://www.
計表）
mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/kyufu/2016/dl/201603_gaiyou.pdf
●「老http://www.
後の蓄えが十分できない」64.1％／連合総研・勤労者短観
http://r
engo-soken.or.jp/report_db/pub/detail.php?uid=291
●2017年
卒大学生の5月1日時点での就職内定率、25.0％／民間調査
https://www.recruitcareer.co.jp/news/pressrelease/2016/160526-01/
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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
ち経済の動き（平成28年3月分）
→
ef.aichi.jp/soshiki/toukei/0000087453.html
・愛→知県http://www.pr
の景気動向（平成28年
3月分速報）
http://www.pr
ef.aichi.jp/soshiki/toukei/0000088882.html
・「あい
ち救急医療ガイド」をリニューアルします！
→ http://www.pr
ef.aichi.jp/soshiki/imukokuho/qqguide-renewal.html
【豊川市】→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・平成28年経済セン
サスー活動調査を行います
→
http
s://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/tokei/keizaisensasu.html
・ふ豊川
るさと
納税制度（とよかわ応援寄附金）返礼品に地産米「稲荷の里」に加え、
市産のバラで作った「アレンジフラワー」を追加します！！
→ uhttp
s://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/machizukuri/toyokawaouenkikin/furusaton
ouz・eitok
.ht
ml
地産地消の推進活動として「とよかわ農業市」を開催します！
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/sangyo/nogyo/nogyoshinko/nougyouichi.ht
ml
【蒲郡市】→ http://www.city.gamagori.lg.jp/
・「
がまごおり物産ストア?三谷水産高校協力ストア?」について
→
http://www.city.gamagori.lg.
jp/unit/kikaku/bussan-store.html
・職→員募集中（平成29年４月
採用）
http://www.city.ga
magori.lg.jp/unit/jinji/syokuinbosyu-h29.html
・蒲郡市
と
蒲郡信用金庫との地域包括連携に関する協定を締結
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kikaku/renkei.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6月15日（
次回発行予定 ◆◆
水）
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本
内
対
意
要望が

メールの 容等に してごまでお知らせ下さい。
見ご ありましたら、
info@toyokawa-cci.org
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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
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ホームページ
http://www.toyokawa-cci.org/
代表メール
info@toyokawa-cci.org
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