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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
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
③芝生席（自由席）＝1枚1,100円
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④写真撮影エリア券（座席等無し）＝1枚3,000円
▽販売期間＝土・日・祝日を除く9時～17時30分。
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
（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》
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■◇ リオ五輪・水泳今井選手（豊川高）の活躍に期待
日比会頭が激励
http://www.toyokawa-cci.org/news/imaisensyugekirei.htm
豊川商工会議所は、5月30日（月）、豊川高校1年生の今井月（るな）選手が、
リオデジャネイロ五輪に出場することを記念して、同校水泳部に応援激励金を
贈呈しました。
同校の相馬三孝校長とともに会議所を訪れ、日比会頭が激励。「皆様方から
ご支援ご声援を賜り、力として夢の大舞台で頑張りたい」と感謝を述べ、激励
金のお礼に今井選手の書いた色紙が会議所へ贈られました。
今井選手は水泳２００メートル個人メドレーに出場します。予選は日本時間
で8月8日の深夜1時頃、準決勝は9日の午前10時から正午頃、決勝は10日の同時
刻頃の予定です。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 小田原箱根商工会議所など視察
創立70周年記念事業に向けて
http://www.toyokawa-cci.org/news/odawarasisatu.htm
豊川商工会議所長期ビジョン委員会（土井義昭委員長）は、6月12日（日）、
13日（月）の2日間、豊川稲荷東京別院、ＮＨＫホールで行われたＮ響コンサー
ト、小田原箱根商工会議所への視察研修を行いました。
今回の視察は、委員会事業の中核である中長期ビジョンの策定、並びに平成
29年に行う会議所創立70周年記念事業に関する調査研究が目的、日比嘉男会頭、
土井委員長など14名が参加しました。豊川稲荷東京別院では、院代の阪野茂秀
氏より、東京別院の歴史、また関東地方における東京別院の役割などについて
説明を受けました。また、Ｎ響コンサートは、創立70周年記念事業として計画
しており、演奏の流れ、来場者の誘導、会場設営等を確認しました。
（続きはホームページをご覧ください）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 農商工連携の更なる推進を
「ひまわり農業協同組合との懇談会」
http://www.toyokawa-cci.org/news/noukyoukondankai2.htm
豊川商工会議所は6月14日、ひまわり農業協同組合と、農商工連携事業や市民
まつり、地域産業の活性化などについて話し合う懇談会を開催しました。
豊川商工会議所からは日比会頭、川合、小野、笠原副会頭、松下専務理事、事
務局の8名、ひまわり農業協同組合からは権田代表理事組合長、今泉専務理事を
始め幹部職員の8名が出席しました。
豊川商工会議所とひまわり農業協同組合が共同で開発し、地域の酒として年々
評価が高まっている地元産の「稲荷の里米」を用いた「純米吟醸酒豊川いなり心
願『叶』」や昨年度より始めた、生産量日本一のバラを活用した「とよかわフラ
ワープロジェクト」の推進など、農商工連携事業への更なる協力、市民まつりや
まちづくりなど地域の活性化に向けた取り組み強化など、様々な分野にわたり意
見交換が行われました。また豊川商工会議所から、市民まつりに対する人的支援
を要請しました。
……………………………………………………………………………………………
■◇ まちづくりや地域経済団体の協力について情報交換
「4商工会との情報交換会」
http://www.toyokawa-cci.org/news/syoukoukaijyouhoukoukankai2.htm
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豊川商工会議所は6月9日、豊川市内の4商工会と、地域の課題や商工会と会議所
が共同で行っている事業、これからのまちづくりなどについて話し合う、情報交
換会を開催しました。
当日は、各商工会の代表者（音羽・石川会長、一宮・伴会長、小坂井・大場会長、
御津町・大林会長）と各副会長、事務局、豊川商工会議所からは日比会頭と、川合、
小野、笠原副会頭、松下専務理事、事務局の21
名が出席しました。
地域経済の活性化や創業・起業の支援、インバウウンド促進事業等の共同事業の
進め方など、様々な議題について、活発な情報交換や意見が交わされました。
また、今後も地域経済団体として連携を図るとともに、一層の関係強化を進める
ことを確認しました。
……………………………………………………………………………………………
■◇ オーエスジーが１4連覇
全三河鉄工会野球大会に出場
http://www.toyokawa-cci.org/news/h28yakyuutaikai2.htm
第58回豊川商工業親善野球大会（豊川商工会議所・豊川鉄工会主催）は、市内事
業所12チームの参加を得て、6月11日（土）・18日（土）の両日にわたり、豊川市
スポーツ公園野球場などで熱戦を繰り広げました。
決勝戦は、オーエスジー㈱と、日本車輌製造㈱が対戦。接戦の末、オーエスジー
㈱が、14年連続15回目の優勝を飾りました。
オーエスジー㈱は9月4日（日）に豊橋市で開かれる「全三河鉄工会親善野球大会」
に豊川鉄工会を代表して出場します。
試合結果は次の通りです。
（詳細はホームページをご覧ください）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 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
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
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◇と
き師 ㈱ナレッジ・プラクティス・コンサルティング
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
◇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
コーチングサプリ 代表 田中直美氏
◇受講料師 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
◇講
師
のぞみ経営研究所
所長
中野昭男氏
◇受講料 １人8,000円（非会員は10,400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
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
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/）
●2015年度下半期の中途採用、人数を「確保できなかった」企業40.3％／民間調査
リクルートワークス研究所は6月30日、「中途採用実態調査（2015年度
実績）」結果を発表した。2015年度下半期の中途採用（正規社員）で、人
数を「確保できなかった」企業は40.3％。過去3年の同時期と比べて最も
高く、業種別では、「医療・福祉」（51.8％）、「飲食店・宿泊業」（50.9％）、
「建設業」（49.3％）などが高かった。
http://www.works-i.com/pdf/160630_midcareer.pdf
●「パワーハラスメント対策導入マニュアル」（第2版）を公表／厚労省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000128935.html
●生活意識「苦しい」世帯、60.3％／2015年国民生活基礎調査
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa15/index.html
（報道発表資料）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa15/dl/15.pdf
●2017年卒大学生の7月1日時点での就職内定率、70.8％／民間調査
https://www.recruitcareer.co.jp/news/pressrelease/2016/160708-01/
●労働協約の改定・新設事項、「育児・介護休業制度等」が最多／厚労省調査
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/18-27gaiyou.html
●働く目的は「楽しい生活をしたい」41.7％、過去最高／民間調査
http://activity.jpc-net.jp/detail/lrw/activity001478.html
●6月の転職求人倍率、1.80倍／民間調査
https://www.recruitcareer.co.jp/news/pressrelease/2016/160706-01/
●夏季の年次有給休暇の取得をよびかけ／厚労省
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/150609-01.html
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●被災地企業でインターンシップを実施／復興庁
http://www.reconstruction.go.jp/topics/m16/07/20160701180619.html
●被保護世帯は163万2,271世帯、前年同月比で増加／4月被保護者調査
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/hihogosya/m2016/dl/04-01.pdf
●賃上げ率は3年連続で2％台に／連合の2016春季生活闘争最終回答集計
http://www.jil.go.jp/kokunai/topics/mm/20160706a.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/
・県内病院の医師不足に関する調査等について
→ http://www.pref.aichi.jp/soshiki/imukokuho/28ishibusokunikansuruchousa.html
・県内の企業における平成28年春季賃上げ要求・妥結状況調査結果をお知らせします
→ http://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/28shunki.html
・『あいちの農林水産フェア』の出展者を募集します！
→ http://www.pref.aichi.jp/soshiki/shokuiku/fair-bosyu.html
【豊川市】→
http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・豊川市民まつり「第29回
豊川手筒まつり」が開催されます
→
https://www.city.toyokawa.lg.jp/saijibunka/matsurikanko/omatsuri/natsu/tezutsu
.html
・児童扶養手当法一部改正のお知らせ
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/kosodate/portal/teate/jidokansuruteate/jidouhu
youteatekaise.html
・熊本地震への対応について
ml → https://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/anzenanshin/bosai/hisaitishien/taio.ht
【蒲郡市】→
http://www.city.gamagori.lg.jp/
・若者まちづくりミーティングについて
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/zaimu/wakamono.html
・蒲郡市地域公共交通網形成計画の策定について
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kotsu/kokyokotumoukeiseikeikaku.html
・平成28年度地域密着型サービス事業者の再募集
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/choju/chiikimittyaku.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8月1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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ホームページ
http://www.toyokawa-cci.org/
代表メール info@toyokawa-cci.org
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