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《今号の注目記事》
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■◇ 平成２８年度豊川インバウンド促進事業を継続実施
http://www.toyokawa-cci.org/news/h28inbound.htm
平成28年度、豊川商工会議所は、豊川市の補助を受け、平成27年度に実施し
てきたインバウンド促進事業を引き続き実施します。事業実施にあたっては、
事業委員会を設置し、事業内容の検討や研究などを行っていく予定です。
事業委員会は、昨年度と同様の委員に加え、地元大学の留学生や英会話講師
で構成しております。主な事業内容は、各種セミナーの実施、外国語表記の指
差しメニューやＰＯＰ作成の個別指導、市内宿泊施設との意見交換、飲食店に
来店する外国人観光客へのアンケート調査、宿泊施設の実態調査などです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《会議所からのお知らせ》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 人材育成プロジェクト会議を開催
東三河広域経済連合会
http://www.toyokawa-cci.org/news/h28jinzaiikuseiproject.htm
東三河地区の商工会議所と商工会で組織する東三河広域経済連合会の主要プロ
ジェクトの1つである「産業と地域を支える人材育成プロジェクト」を豊川商
工会議所が担当し、平成28年度第1回委員会（委員長：小野喜明副会頭）を4月
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18日（月）に開催しました。
委員会では、平成27年度の事業報告と平成28年度の事業計画を決定し、各機関
の人材育成に関して意見を交わしました。平成27年度に実施した東三河産業ア
カデミーの人材育成セミナーは全12講座で延べ267社462名が受講しました。
平成28年度の計画は次のとおりです。
①従業員を対象とした東三河産業アカデミーの人材育成セミナー実施と企画
②企業教育担当者を対象とした人材セミナーと新入社員による体験発表の開催
③人材育成・活用に関する基調講演の開催
④経営層に対する人材育成研修の開催
⑤人材育成プログラムの体系図の更新
⑥業種別モデルカリキュラムの作成
⑦技術者の人材育成に関する研究
……………………………………………………………………………………………
■◇ つながり～人・地域・未来～
青年部 定時総会開く
http://www.toyokawa-cci.org/news/h28seinenbu.htm
豊川商工会議所青年部（伊藤隆弘会長）は、4月28日（木）18時30分から、
商工会議所にて第81回定時総会を開き、平成27年度の事業報告・収支決算(案）
を承認しました。
新年度にあたり伊藤会長は、スローガンに「つながり～人・地域・未来～」
を掲げ、「人と人との出会いが柔軟な発想と広い視野をより一層高め、自らの
企業を発展させると信じています。青年部活動を通じ、ここでの出会いや、諸
先輩から受け継いだ伝統を未来へしっかりとつなげていきたい」とあいさつ。
その後、平成28年度新入会員16名を紹介しました。
新入会員は次の通りです。……
（続きはHPをご覧ください）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 魅力ある組織づくりを／女性会
井指会長 総会で語る
http://www.toyokawa-cci.org/news/h28jyoseikaisoukai.htm
豊川商工会議所女性会（井指妙子会長）は、4月26日（火）午後5時30分から、
豊川商工会議所において定時総会を開き、平成27年度事業報告、同収支決算報
告並びに平成28年度事業計画・同収支予算案が承認された。
定時総会の席上、挨拶に立った井指会長は「昨年は30周年を会員が一つにな
って盛り上げて盛大に開催いたしました。今年はみなさんとの一緒に会員同士
のコミュニケーションを大事に、地域の皆様や全会員と一致団結して、継続事
業はもとより女性会活動の情報発信やＰＲ、会員が積極的に参加できる有意義
で魅力ある組織づくりを通して、女性経営者の資質向上を目指したい。また、
商工会女性会との連携を始めていきたい。」とあいさつ。続いて、平成28年度
新入会員３名を紹介しました。
―会員募集中―
なお、女性会では随時新入会員を募集中。詳しい入会方法については、女性
会事務局までご連絡下さい。（TEL
新入会員は次の通りです。…… 86-4101 担当：佐原）
（続きはHPをご覧ください）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 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/kouryuu/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
☆第25回 7月27日（水）
10月12日（水）いずれも午後6時30分競技開始
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▽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社16名（4チーム）。
ただし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
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
の賞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）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 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 講師にカリスマ添乗員の平田進也氏
http://www.toyokawa-cci.org/news/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
▽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
……………………………………………………………………………………………
■◇ 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
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
6月22日（水）29日（水）9時30分～16時30分
2日間12時間
◇講
師
新東工業㈱
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）
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プロが教える
機械製図 図面の見方・読み方講座13時30分～17時30分 3日間12時間
◇と
き
7月4日（月）11日（月）25日（月）
◇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 3日間10 時間
2・3日目
13時30分～17時30分
◇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
き師 企業組合浜名湖えるだークラブ
7月14日（木）21日（木）9時30分～16時30分
2日間12時間
◇講
小枝英生氏
◇受講料 1人18,000円（非会員は23,400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
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（実地）受験対策講習会
▽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 Dosuco技術士事務所
三河ＭＫ事務所 代表代表加藤松谷
光治氏孝広氏
▽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/）
●大企業の夏季ボーナス、前年比3.74％増／経団連第1回集計
経団連は7日、大手企業の2016年夏季賞与・一時金（ボーナス）の業種
別妥結状況（第1回集計）を発表した。調査対象の51.4％にあたる126社
で妥結。このうち平均額不明などの31社を除く95社の平均妥結額（加重
平均）は、前年比3.74％増の92万7,415円。
http://www.keidanren.or.jp/policy/2016/041.pdf
●「まち・ひと・しごと創生基本方針２０１６」を閣議決定
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/info/#an3
●２０１６年１～３月期のＧＤＰ実質成長率、年率１．９％増／２次速報値
http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/gaiyou/gaiyou_top.html
●就職活動「順調だった」「ほぼ順調だった」、計５９．９％／民間調査
http://www.tokyo-cci.or.jp/page.jsp?id=81012
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●熊本地震に伴う雇用調整助成金の特例（第３弾）を実施／厚労省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000126112.html
●２０１６年度「実践型地域雇用創造事業」の第１次採択地域を決定／厚労省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000125969.html
●要介護（要支援）認定者数６１８．６万人／介護保険事業状況報告（２月）
http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/jigyo/m16/1602.html
（統計表）
http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/jigyo/m16/dl/1602a.pdf
●５月の「東日本大震災」関連倒産、８件／民間調査
http://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20160601_02.html
●「同一価値労働・同一報酬のためのガイドブック」日本語版を公開／ＩＬＯ駐日事務所
http://www.ilo.org/tokyo/information/pr/WCMS_485128/lang--ja/index.htm
●２０１６年５月の街角景況感、前月比０．５ポイント低下／景気ウォッチャー調査
http://www5.cao.go.jp/keizai3/2016/0608watcher/menu.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《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/
・「ものづくり博2016ｉｎ東三河」に、優れた環境技術を有する
中小企業を紹介する愛知県ブースを出展します
→
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/junkan/hassin2016mono.html
・愛知県と名古屋商工会議所が連携して”モノづくり出前講座”を実施します！
→ http://www.pref.aichi.jp/soshiki/jinzai/monodukuridemaekouza.html
・介護に必要な資格を取得し、就職を目指す通信講座を開催します！
→ http://www.pref.aichi.jp/soshiki/jinzai/28boshu-kaigojoseitou.html
【豊川市】→
http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・第24回参議院議員通常選挙について
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/senkyo/kanriiinkai/H28-sangiinsenkyo.ht
ml・夜の自然観察会「赤塚山公園ナイトツアー」の参加者を募集します
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/kankyosumai/seibututayosei/night_tour.
html・平成28年熊本地震により被災された方に市営住宅を提供します
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/kankyosumai/sumai/kumamoto.html
【蒲郡市】→
http://www.city.gamagori.lg.jp/
・インターネット公有財産売却（参加申し込み受付中）
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/zaimu/kouyuzaisannbaikyaku.html
・平成２８年度蒲郡市ストレスチェック業務の委託先を公募します
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/jinji/h28sutoresu.html
・子ども・若者相談窓口を開設しました
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/gakushu/sodan.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7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。
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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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