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《今号の注目記事》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 第29回豊川手筒まつり
市内14連区の手筒を一堂に 豊川市野球場で盛大に開催
http://www.toyokawa-cci.org/tedutu/h28tedutu3.htm
豊川の夏のフィナーレを飾る「第29回豊川手筒まつり」は、８月27日（土）
に豊川市野球場で行います。豊川手筒まつりは市内各連区でそれぞれの神社
に奉納されている伝統の手筒煙火を一堂に集め、勇壮に放揚するもので、今
や全国に知れ渡っています。また、スターマイン、仕掛煙火、中国煙火など
の煙火が打ち上げられます。今年の夏は豊川手筒まつりで締めくくり。どう
ぞご期待ください。
★★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）
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▽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
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》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 第24期役員・議員改選
スケジュール決まる
http://www.toyokawa-cci.org/news/h28giinkaisen.htm
豊川商工会議所の第23期議員の任期が今年10月末で満了となり、第24期議員
の改選が下記のスケジュール表の通り行われます。
豊川商工会議所議員は、2400会員の代表として選任され、会議所の運営を担
う重要な責務を担っています。第24期の任期は本年11月1日から31年10月31日ま
での3年間です。議員は、会議所の最高意思決定機関である議員総会の構成メン
バーとして、会議所の組織や事業などの運営全般に参画し、事業活動組織であ
る部会・委員会の中核となり、商工業の発展やまちづくり・地域づくりの為に
活動しています。
議員は、1号・2号・3号の3種類がありますが、選任方法が異なるだけで、議
員としての権利や義務に差は無く、選任の時期は表の通り、9月から10月までに、
3号・2号・1号の順に選任されることになっています。
（第24期議員改選スケジュール表）
http://www.toyokawa-cci.org/news/giinkaisen.pdf
※問合せ 豊川商工会議所（TEL86-4101）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 「創業塾＆創業セミナー」
受講者大募集
http://www.toyokawa-cci.org/news/sougyoujyuku2016_2.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
-2-

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）
講師は、経験豊富な中小企業診断士・佐原啓泰氏が担当します。
※問合せ
豊川商工会議所（TEL86-4101、担当＝近藤、浅井洋、渡辺）。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 建設工事に関する要望を山脇豊川市長へ提出
http://www.toyokawa-cci.org/news/kensetuyoubou.htm
豊川商工会議所建設業部会（大村幸司部会長）は、7月25日（月）に豊川市役
所を訪れ、山脇市長へ「建設工事関係についてのお願い」とする要望書を提出し
ました。当日は、小野副会頭、大村部会長、浅野副部会長、落合副部会長、安田
副部会長、松下専務理事が市役所を訪問し、同部会にてまとめた要望書を手渡し
ました。
建設業界は、大都市圏を中心に好調に転じてきているといわれていますが、当
地域では、まだまだ厳しい経営状況が続いていることを説明し、今回提出した15
項目の要望の実現をお願いしました。
提出した要望に対する回答は、山脇市長や建設関連部次長の出席により、8月1
日（月）、豊川商工会議所にて開催の「第37回建設情勢懇談会」で行われます。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 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)
……………………………………………………………………………………………
■◇ 意欲的な経営者の経験談を
「あきんど塾」４回シリーズ
http://www.toyokawa-cci.org/news/akindojyuku.htm
豊川商工会議は、自社製品開発や独自の販路開拓を積極的に行っている中小企
業主を招き、その経験を今後の生き残り策の参考にしていただくための「あきん
ど塾」を４回シリーズで行います。
講師は以下の方を予定しております。是非ご参加下さい。
【テーマ１】自動車部品メーカーが挑む
絶品カクテルシェーカーで新分野開拓
▽ 講師＝ 横山興業㈱BIRDY.・商品企画室
室長 横山哲也氏
【テーマ2】「あられ」を売る！女性の感性で経営革新
魅せ方、売り方で顧客倍増
▽講師＝㈱つ・い・つ・い 代表取締役 遠藤貴子氏
【テーマ3】 エキサイティングに売れ！中小店は必ず勝てる！
▽講師＝サトーカメラ㈱ 代表取締役専務 佐藤勝人氏
【テーマ4】 中小企業の円滑な事業承継の知恵
▽講師＝宮田電工㈱ 取締役会長 宮田則夫氏
詳細は、次月以降のメセナ、ホームページに掲載します。
※問合せ 豊川商工会議所（TEL86-4101 担当=近藤）
……………………………………………………………………………………………
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■◇ 認知症講演会
9月8日 認知症との上手な付き合い方
http://www.toyokawa-cci.org/news/h28nintisyoukouenkai.htm
豊川商工会議所医療関連部会と豊川市は、「認知症講演会」を行います。
日常生活での不安、病院にかかるまでの苦労や悩み等、ご自身やご家族の
心配は気持ちを不安定にさせます。自分らしい生活を維持する為にまずは認
知症を正しく理解し、不安を取り除きましょう。
▽と き＝9月8日（木）18時～19時30分
▽テーマ＝専門医が語る認知症の基礎知識「認知症との上手な付き合い方」
▽講 師＝（医）松崎病院 豊橋こころのケアセンター理事長／松﨑吉紀医師
▽ところ＝豊川商工会議所
▽対 象 認知症を心配する方、関心のある方
▽定 員＝２００名
※問合せ 豊川市介護高齢課（TEL89-2105）
豊川商工会議所 （TEL86-4101、担当＝川村、丸山）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 9月9日
ものづくり管理者の役割 アイシン精機の山内顧問
http://www.toyokawa-cci.org/news/monodukuriseminer.htm
豊川商工会議所は、ものづくりに精通する山内康仁氏を講師に招き、「も
のづくりのための管理監督者の役割」をテーマに講演会を開催します。聴講
は無料です。（交流会は1000円／人）
▽と き＝ 9月9日（金）15時～17時（交流会17時～18時）
▽ところ＝豊川商工会議所2階ホール
▽定 員＝100名
▽講 師＝アイシン精機㈱ 顧問 山内康仁氏
▽申込み＝豊川商工会議所（TEL86-4101、担当＝浅井（洋））まで。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 健康まめ知識
「抗体医薬」
http://www.toyokawa-cci.org/kenkou/kenkou.htm
「抗体医薬」という文字が目につくようになった。今日は、聞きかじりの
知識で「抗体医薬」を御紹介しておきたい。
抗体という言葉は、おたふく風邪、はしかや天然痘などを思い起こさせる
ことでしょう。つまり、一度羅患すると、二度目は罹らなかったり、ひどく
はならないというのは、体の中に抗体ができたからだと言われています。
抗体は、ふつう体の外から侵入した病原菌やウイルスを捕まえます。しか
し、必ずしも体外からの病原菌、ウイルスだけが相手ではありません。自分
の体の一部であっても、………
（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
ムダ・ムラ・ムリを見直すＴＷＩ講座ＪＭ（改善の仕方）コース
◇と き 9月6日（火）～8日（木）
1日目 13時30分～17時30分
13時30分～15時30分 3日間10時間
2・3日目
◇定 員 10人（定員に達し次第締切）
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◇講
師 宮沢亮経営コンサルティングオフィス
◇受講料
１人9,000円（非会員は11,700円） 代表 宮沢亮氏
いきいきした職場を作る
メンタルヘルス講座 1日間6時間
◇と
き
9月14日（水）9時30分～16時30分
◇講
師 国立大学法人
愛知教育大学 名誉教授 竹内登規夫氏
◇受講料
1人9,000円（非会員は11,700円）
医療・介護の現場を変える！プロの患者コミュニケーション術
◇と
き ㈱エスエスブレーン
9月15日（木）、29日（木）13時30分～16時30分
2日間6時間
◇講
師
関美分氏、鈴木ゆかり氏
◇受講料 当所会員・（一社）豊川市医師会員・（一社）豊川市歯科医師会員
・（一社）豊川市薬剤師会員 1人7,000円（非会員は9,100円）
社員の小さな改善が会社を大きく変える！改善アイデアの視点習得講座
◇と
き ㈱活コンサルタント
9月21日（水）13時30分～17時30分
１日間４時間
◇講
師
代表取締役
松田英一氏
◇受講料 1人6,000円（非会員は7,800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
イメージアップで商売繁盛
▽と
き 豊橋商工会議所
8月24日（水）10時～16時30分 1日間5時間30分
▽ところ
▽講
師 コンサルタントネットワーク㈱
人材育成プロデューサー 三上ナナエ氏
▽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[TEL 0532-53-7211 担当＝白井]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 田原市商工会館
9月7日（水）14日（水）21日（水）9時～17時 3日間21時間
▽ところ
▽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。
中小企業のための実践ＭＯＴ（技術経営）講座
▽と
き 新東工業㈱豊川製作所他
9月20日（火）～12月15日（木）全9回
▽ところ
▽講
師 新東工業㈱
特別顧問 川合悦藏氏他
▽受講料
全9回分
会員15,000円（非会員は18,000円）
▽申込み 豊川商工会議所[TEL86-4101 担当＝浅井（洋）]まで。
新商品販売企画研修
▽と
き 豊橋商工会議所
9月27日（水）10時～16時30分 1日間5時間30分
▽ところ
▽講
師 ㈱ヒューマンブレイン
マネジメントコンサルタント 國分宏悦氏
▽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[TEL 0532-53-7211 担当＝白井]まで。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 労働委員会【メールマガジン労働情報】抜粋
-5-

（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/）
●女性役員起用、半数超す 上場主要500社／時事通信調べ
時事通信社が東証１部に上場する主要500社を対象に実施した調査で、
2016年に女性役員を起用した企業は258社となり、半数を超えたことが21日、
分かった。女性役員の起用割合は15年の42％から10ポイント弱増えており、
1億総活躍社会の推進など安倍政権の後押しが追い風となった。（時事通信）
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/doukou/20160722.html
●熊本地震に関する雇用調整助成金の支給日数を延長／厚労省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000130778.html
●男性の育休取得者割合、過去最高の2.65％／雇用均等基本調査
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-27.html
（報道発表資料）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/71-27-06.pdf
（結果の概要）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/71-27-07.pdf
●６月の求人広告掲載件数、前年同月比6.2％増／全求協
https://www.zenkyukyo.or.jp/outline/research.php
●大学生等が働きたい組織の特徴は「コミュニケーションが密」など／民間調査
https://www.recruitcareer.co.jp/news/pressrelease/2016/160725-01/
●高校生等アルバイトの労働条件確保について要請／厚労省・文科省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000130155.html
●2015年度「就職・採用活動の時期の変更に関する調査」結果を公表／就職問題懇談会
（「大学」調査結果）
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/gakuseishien/1374689.htm
（「企業」調査結果）
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/gakuseishien/1374690.htm
●6月のアルバイト平均時給、全国平均989円／民間調査
http://www.inte.co.jp/library/wage/20160719.html
●パートからの相談が半数弱／連合「労働相談ダイヤル」（6月）
http://www.jtuc-rengo.or.jp/soudan/soudan_report/data/201606.pdf
●会社が従業員の健康づくりに「配慮していると思う」28.2％／民間調査
http://group.dai-ichi-life.co.jp/dlri/pdf/ldi/2016/news1607_02.pdf
●「育児休業制度」を「利用したい」男子学生49.5％／民間調査
https://apj.aidem.co.jp/upload/chousa_data_pdf/280/2016_06_01gakuseichousa.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《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/
・国家戦略特区等における新たな提案を行います
→ http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kikaku/tokku-teian28.html
・低公害車導入促進費補助金の受付を開始します！
→ http://www.pref.aichi.jp/soshiki/ondanka/0000051821.html
・あいちトリエンナーレと堂島ロールのコラボレーション
『虹色トリエンナーレロール』を販売します！
→ http://www.pref.aichi.jp/soshiki/bunka/2016072501.html
【豊川市】→
http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・都市計画マスタープラン見直し委員会について
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/toshikaihatsu/toshikeikaku/toshimasteri
in/tkmp-mi.html
・第52回豊川市内事業所対抗総合体育大会が開催されます
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/saijibunka/sports/sportsoshirase/52jigyousyota
ikou.html
・視覚障害者歩行訓練事業
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/fukushikaigo/shogaifukushi/sonota_serv
is/hokoukunren.html
【蒲郡市】→
http://www.city.gamagori.lg.jp/
・海外ビジネスマッチング事業
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→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kankoshoko/businessmatchingbosyu.html
・職員募集中（平成29年4月採用
高等学校等卒業者対象）
→
http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/jinji/syokuinbosyu-h29koukou.html
・日本赤十字社「救急法救急員」資格習得講座
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/bosai/kyuukyuu.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9月1日（木）
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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