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《今号の注目記事》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 第29回豊川手筒まつり
7月8日から観覧席券など販売
http://www.toyokawa-cci.org/tedutu/h28tedutu2.htm
豊川の夏のフィナーレを華麗に飾る煙火の祭典・豊川市民まつり「第29回豊
川手筒まつり」は、8月27日（土）に豊川市野球場で開催します。豊川手筒ま
つり実行委員会では手筒煙火見物のベストポジションの桟敷席を7月8日（金）
から販売します。夏の夜空にはやっぱり煙火が似合います。今年の豊川手筒ま
つりにご期待下さい。
★★観覧席券等は商工会議所で販売★★
▽価格（手筒まつり運営協力費として頂きます）
①観覧席（いずれも税込み）
▽Ｓ席16,000円
▽Ａ席14,000円
▽Ｂ席11,000円
（※観覧席の大きさは間口1・5間×奥行き1間）
②スタンド席（自由席）＝1枚1,600円
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③芝生席（自由席）＝1枚1,100円
④写真撮影エリア券（座席等無し）＝1枚3,000円
▽販売期間＝7月8日（金）から土・日・祝日を除く9時～17時30分。
ただし、8日のみ8時30分から販売。
先着順にて販売、定数に達し次第締切り。
▽販売場所＝豊川商工会議所
★★お祝いごとの披露は幸せ奉賛ステージで★★
「幸せ奉賛ステージ」では、結婚、出産、新築、開店などの慶事を場内アナウ
ンスしながら手筒煙火でお祝いをいたします（ただし、手筒の放揚は担当する
連区が実施）。
1口＝2万円で手筒煙火1本を放揚。放揚した手筒は記念の芳
名板をつけて申込者に贈呈します。
▽締切り＝7月8日
※問合せ 豊川手筒まつり実行委員会事務局（商工会議所内、TEL86-4101）
（詳しい内容は、ホームページをご覧ください。）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《会議所からのお知らせ》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 「経営発達支援計画」の認定受ける
今後は「伴走型支援事業」を実施
http://www.toyokawa-cci.org/news/hattatusien.htm
豊川商工会議所は、4月22日に、経済産業省から「経営発達支援計画」の認
定を受けました。今後は、計画に基づく「伴走型小規模事業者支援推進事業」
を実施いたします。
同計画は、小規模事業者の事業計画の作成・実施の支援、展示会開催等の面
的な取り組みを促進し、事業者の技術の向上、新事業分野開拓など、経営の発
達に資するものを経産大臣が認定するものです。
主な内容として、商品・サービスの需要動向、地域の経済動向等に関する調
査・情報提供、専門家を活用した商圏・経営分析、事業計画策定支援、需要開
拓支援（展示会・商談会への出展支援・広報等）等を計画しています。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 第154回議員総会
14部会を9部会へ再編
http://www.toyokawa-cci.org/news/h28giinsoukai2.htm
豊川商工会議所は6月20日（月）に「第154回議員総会」を開き、平成27年度
の事業、収支決算や定款の一部変更などを承認しました。
総会では、平成27年度事業報告書に基づき、昨年度実施した事業について説
明した後、収支決算総括表に基づき決算内容を説明。陶山嘉伸監事より「適正
かつ正確に遂行されていることを認める」との監査報告を受け、満場一致で事
業報告および収支決算を承認しました。
また、現在3人の副会頭の定数を4人以内に変更することや、業種別に分かれ
ている部会数を現在の14から9部会に再編することなどの定款の一部変更につい
て承認しました。また部会における分科会の設置や正副会頭の議員特別会費の
見直しについても承認し、その後報告事項を説明しました。
続いて、山脇実豊川市長、今枝宗一郎衆議院議員、鈴木克昌衆議院議員、太
田直人豊川市議会議員からの祝辞、㈱フェニックスの浜武恭生社長より三遠ネ
オフェニックスの誕生に関する情報提供の後、閉会しました。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 「とよかわ創業者くらぶ」
設立 人脈形成と情報交換の場に
http://www.toyokawa-cci.org/news/toyokawasougyousyaclub.htm
豊川商工会議所は、6月13日（月）に、「とよかわ創業者くらぶ」を設立しま
した。同くらぶは、創業間もない方や創業予定者の方を対象に、お互いに啓発・
奮起しながら、人脈形成と情報交換の場と、成功企業に学ぶ機会を提供するもの
で、今後3か月に1度例会を開催する予定です。
くらぶのスタートにあたり、くらぶ登録者18名と、豊川市、豊川信用金庫、㈱日
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本政策金融公庫、音羽・一宮・小坂井・御津町商工会、豊川商工会議所の支援
機関が集まり、設立式を開催しました。
冒頭、日比会頭より「事業の継続には人脈形成は必要不可欠であり、お互いに
情報交換をすることにより、ビジネスで遭遇する問題も解決できる。その時、わ
れわれ支援機関も全力でお手伝いをする。ぜひこのくらぶを活用し事業を発展さ
せてほしい」とあいさつしました。
その後、参加者全員自己紹介と名刺交換を行い、交流会では、自分の創業体験
や困っていることなどをお互いに話し合いました。
同くらぶでは、登録者を随時募集しています。参加したいという創業者、創業
予定者の方は、是非会議所までお問い合わせを。
※問合せ 豊川商工会議所(TEL86-4101、担当＝近藤・浅井)
……………………………………………………………………………………………
■◇ 「創業塾とよかわ2016」
受講者大募集
http://www.toyokawa-cci.org/news/sougyoujyuku2016.htm
豊川商工会議所は、豊川市、音羽・一宮・小坂井・御津町商工会、㈱日本政策
金融公庫、地元金融機関で組織した「とよかわ創業・起業支援ネットワーク」事
業として、「創業セミナー」と「創業塾とよかわ2016」を開講します。
★★創業セミナー★★
▽対象
お店の開業や経営に興味のある方。
▽日程
9月10日（土）13時～
▽テーマ
「創業の心構え」「創業者に求められるもの、創業事例紹介」等。
▽会場
豊川商工会議所
▽定員
▽受講料50人（申込み順）
無料
★★創業塾★★
▽対象
お店の開業を検討又は予定している方。
▽日程と主なテーマ(いずれも10時～16時)
9月25日（日）＝創業の基礎知識
10月2日（日）
＝ビジネスプラン作成演習
10月15日（土）＝ビジネスプラン発表、金融機関からのメッセージ、創業者による講演会な
ど▽会場 豊川商工会議所
▽定員
▽受講料30名（申込み順）
１人3,000円（3日間の講座料）
※詳細はホームページをご覧ください。
……………………………………………………………………………………………
■◇ アイデア作品展＆絵画展
皆さんの作品を募集します
http://www.toyokawa-cci.org/ibent/idea/h28ideasakubunkaiga.htm
豊川少年少女発明クラブ（豊川商工会議所内）は9月30日（金）から2日（日）
まで「第20回おもしろアイデア作品展」を行います。これに先立ち、アイデアに
富んだ作品を募集します。また、豊川商工会議所、同女性会は、市内小学生を対
象に「環境・ゴミ問題」をテーマとする絵画を募集します。是非ご応募ください。
★募集に関する詳細は、ホームページをご覧ください。
http://www.toyokawa-cci.org/ibent/idea/h28ideasakubunkaiga.htm
【アイデア作品展】
※問合せ 豊川少年少女発明クラブ(担当=浅井、野村 TEL86-4101)
【環境・ゴミ問題絵画】
※問合せ 商工会議所女性会事務局(担当=佐原 TEL86-4101)
……………………………………………………………………………………………
■◇ 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
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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
……………………………………………………………………………………………
■◇ 健康まめ知識
女性の方が歯周病になりやすい？
http://www.toyokawa-cci.org/kenkou/kenkou.htm
意外に思われるかもしれませんが、男性より女性の方が歯周病に注意しなく
てはなりません。最近の研究では、歯周病の悪化に女性ホルモンが関与してい
ることが分かって来ました。女性ホルモンには、ある特定の歯周病菌の繁殖を
促して、歯茎の炎症を悪化させる作用があります。女性ホルモンの分泌はライ
フステージによって変化してきます。女性ホルモンには……
（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
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）
社員のやる気が確実に変わる！
モチベーションアップ講座
◇と
き
7月27日（水）
9時30分～16時30分
１日間6時間代表取締役 宇井克己氏
◇講
師
㈱ナレッジ・プラクティス・コンサルティング
◇受講料 1人8,000円（非会員は10,400円）
やりたい。をやる！に変える
コーチング講座 1日間6時間
◇と
き
8月4日（木）
9時30分～16時30分
◇講
師 コーチングサプリ
代表 田中直美氏
◇受講料
1人6,000円（非会員は7,800円）
仕事がうまくいく
段取り力向上講座
◇と き 8月9日（火）
9時30分～16時30分 1日間6時間
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◇講
師 １人8,000円（非会員は10,400円）
のぞみ経営研究所 所長 中野昭男氏
◇受講料
☆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
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 三河ＭＫ事務所
代表代表加藤松谷
光治氏
Dosuco技術士事務所
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/）
●地域における人手不足と人材確保の動向／地域シンクタンク・モニター調査
JILPTは今年３月から４月にかけて「地域シンクタンク・モニター調査・
特別調査」を実施し、各地域における人手不足と人材確保の動向について
尋ねた。いずれの地域においても医療・介護業界では慢性的な人手不足が
続いている。特に福島県の原発周辺地域では、介護職員が不足して施設再
開の目途が立たないため、高齢住民の帰還が思うように進んでいないなど、
より深刻な状況がうかがえる。
http://www.jil.go.jp/kokunai/blt/backnumber/2016/07/032-035.pdf
●要介護（要支援）認定者数６２１.５万人／介護保険事業状況報告（４月）
http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/jigyo/m16/1604.html
（統計表）
http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/jigyo/m16/dl/1604a.pdf
●2017年卒大学生の6月1日時点での就職内定率、51.3%／民間調査
https://www.recruitcareer.co.jp/news/pressrelease/2016/160627-02/
●国民春闘共闘が中間総括を確認／賃上げは加重平均で5,770円（2.02%）
http://www.jil.go.jp/kokunai/topics/mm/20160624b.html
●管理職志向、男女ともに過去最高／産能大「新入社員調査」
http://www.sanno.ac.jp/research/fresh2016.html
●2016年6月の総人口（概算値）、前年同月比16万人減／総務省人口推計
http://www.stat.go.jp/data/jinsui/new.htm
●「セクハラ・パワハラ」等に関する相談、約2割で最多／連合「労働相談ダイヤル」(5月)
http://www.jtuc-rengo.or.jp/soudan/soudan_report/data/201605.pdf
●2025年の労働力、583万人の不足／民間調査機関
http://www.inte.co.jp/library/recruit/20160620_02.html
●「良心に反する手段でも進めるよう指示された仕事に従う」45.2%／新入社員意識調査
http://activity.jpc-net.jp/detail/mdd/activity001476/attached.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《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/
・あいち経済の動き（平成28年4月分）
→ http://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/0000087453.html
・「障害者雇用企業サポートデスク」を開設します。
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→ http://www.pref.aichi.jp/soshiki/shugyo/k-2016-102.html
・「愛知」の便利な情報が盛り沢山！「県政ガイドあいち2016」を発行します。
→ http://www.pref.aichi.jp/soshiki/koho/0000083582.html
【豊川市】→
http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・夏休み小学生50円バスが始まります！
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/kokyokotsu/kokyokotsuoshirase/50yenbus
_28.html
・被保険者証等の更新について
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/kakushuteatenenkin/kokikoreiiryo/kouki
hokensyokosin.html
・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！
ml → https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/sangyo/nogyo/nogyoshinko/nougyouichi.ht
【蒲郡市】→
http://www.city.gamagori.lg.jp/
・「ワンコインお助けサービス事業」について
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/choju/1coin.html
・国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/nenkin/nenkin006.html
・がまごおり都市計画情報マップ
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/keikaku/cloudgis-tokei.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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