■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
豊川商工会議所
2016年9月15日号（vol.276）
ホームページ メールNEWS
http://www.toyokawa-cci.org/
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
◇このメールは、豊川商工会議所へメールアドレスを教えていただいた方へ
送信しています。
◆このメールは「MSゴシック」などの等幅フォントで最適に表示されます。
読みにくい場合は、メールソフトの設定を変更して下さい。
◇登録アドレス変更、配信停止はメールにてお知らせ下さい。
→ info@toyokawa-cci.org
……………………………………………………………………………………………
★今号の注目記事★
… 第27回会員大会 11月12日 愛知室内オーケストラのコンサート
●会議所からのお知らせ
… 優良従業員推薦受付中 第27回会員大会にて表彰
…
建設情勢懇談会
市建設工事について意見交換
…
労働保険事務委託は豊川商工会議所へ
…
参加店舗増え盛大に 9月28日
… 第2回「本町ナイト」
第24回会員ボウリング大会結果
…
「あきんど塾」4回シリーズ
… 意欲的な経営者の経験談を
会議所会員のための 脳ドック検診
申込み受付中
… 講習会・セミナー情報
・監査基準がよく分かる
ISO14001内部監査員養成講座
・人生は交渉の連続
交渉・説得力向上講座
・こんなに見えるの？ 職場の見える化講座
… 労働委員会【メールマガジン労働情報】抜粋
●行政・各種団体情報
…
愛知県・豊川市・蒲郡市の動き
…
JANカード今月のイベント、こんにちはJCです、JAひまわり
… 催事カレンダー・ギャラリー情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《今号の注目記事》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 第27回会員大会
11月12日 愛知室内オーケストラのコンサート
http://www.toyokawa-cci.org/kouryuu/h28kaiintaikai_.htm
★★優良従業員表彰も★★
豊川商工会議所は、11月12日（土）午後1時から豊川市文化会館において「第27
回会員大会」を開催します。会員大会は、会員相互のふれあいの場として毎年行っ
ており、式典では、恒例の事業となっている優良従業員の表彰式を行います。続い
て、「愛知室内オーケストラ」による演奏会を行います。コンサートの入場券は9月
23日（木）から豊川商工会議所で配布・販売します。お早目にお求めください。
★★会員は無料で鑑賞できます★★
「愛知室内オーケストラ」コンサートの入場は、豊川商工会議所会員は無料（但
し、整理券が必要）、一般の方と豊川会議所の非会員の方は1枚1,000円となってい
ます。
整理券・入場券は、豊川商工会議所で9月23日（金）午前9時から配布・販売する
のでお早めにどうぞ。「愛知室内オーケストラ」は、2002年に愛知県立芸術大学出
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身の若手演奏家により結成、アイデア満載の楽しい学校公演やワークショップつき
コンサート等を積極的に行っています。
※問合せ 豊川商工会議所（TEL 86-4101、担当 村上、川村、丸山）。
★★来年は会議所70周年 Ｎ響コンサートを予定★★
豊川商工会議所は来年度（平成29年度）に創立70周年を迎えます。
70周年記念事業の一環として、「ＮＨＫ交響楽団（Ｎ響）」コンサートを行う予
定です。ぜひ、フルオーケストラ演奏の魅力をお楽しみ下さい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《会議所からのお知らせ》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 優良従業員推薦受付中
第27回会員大会にて表彰
http://www.toyokawa-cci.org/news/hyoushou/h28.htm
豊川商工会議所は、会員事業所に勤務する優良従業員を、11月12日(土)に豊
川市文化会館で行う第27回会員大会において表彰します。
このため、事業所からの被表彰者の推薦を受け付けています。
◆愛知県知事、豊川市長表彰
◆豊川商工会議所会頭表彰
（永年勤続表彰）
（功労表彰）
（ジュニアリーダー表彰）
推薦締切 平成28年10月3日（月）必着でお願いします。
その他、詳細な申し込み方法等は下記募集要綱をご覧頂くか、会員企業へ郵送
される案内をご覧ください。
募集要綱
http://www.toyokawa-cci.org/hyoushou/h28youkou.pdf
推薦書 http://www.toyokawa-cci.org/hyoushou/h28suisensho.docx
お問合せは、豊川商工会議所（担当・近藤、白須、TEL 86-4101）まで
（詳しい内容は、ホームページをご覧ください。）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 建設情勢懇談会
市建設工事について意見交換
http://www.toyokawa-cci.org/news/h28kensetujyouseikondankai.htm
豊川商工会議所建設業部会（大村幸司部会長）は、8月1日（月）、商工
会議所において、豊川市長山脇実氏、建設部長荘田慶一氏ら建設関連部次
長11名を迎え「第37回建設情勢懇談会」を開きました。
当日は、建設業部会員40名の出席のもとに、前もって豊川市長に提出し
た「建設工事に関するお願い」事項に基づき懇談しました。
お願い事項の内容は、「市工事発注について（９項目）」「その他（６
項目）」です。
懇談会の冒頭、大村部会長は、市長をはじめとする市役所幹部の出席に
お礼を述べ、同懇談会を有意義なものとし、今後の建設工事に役立てたい
とあいさつを行いました。
山脇市長からは、日頃の建設行政に協力に対しての感謝の言葉とともに、
豊川市は地元建設企業とともに発展させたいと、お話をいただきました。
懇談会は、市役所出席者の紹介の後、部会代表者がお願い事項を一項目
ずつ問いかけ、市側から各要望に対する現状の報告と今後の対応について
回答をもらいました。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 労働保険事務委託は豊川商工会議所へ
http://www.toyokawa-cci.org/news/h28roudouhoken.htm
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労働者を1人でも雇われている事業所は必ず労働保険に加入しなければな
りません。ただ、事務処理がわずらわしく、負担となっている場合も少なく
ありません。
そこで事業主が行うべきこれらの事務処理を、厚労大臣の認可を受けた労
働保険事務組合が事業主に代わって一括処理できることにしたのが「労働保
険事務組合制度」で、現在、豊川商工会議所では多くの事業主より事務委託
を受け、雇用保険手続きや労働保険料の計算等、各社に応じた事務手続きを
行っています。
なお、事業主が労働保険事務を当組合に事務委託されると以下のメリット
があります。
この機会に、本所の労働保険事務組合への委託をご検討下さい。
○事務組合が一括処理するため、事業主の事務負担が軽減されます。
○労災保険に加入できない事業主や家族従事者も、労災保険の特別加入ができます。
○労働保険料を年間３回に分けて納付できます。
○労働保険料の納付は口座振替のため、納付の手間がかかりません。
事務委託にはまずお問合せを
本所事務組合への委託は、豊川商工会議所会員であるほか、次の①～③の条
件に該当する事業主であることが条件です。
①金融業・保険業・不動産業・小売業にあっては、その事業に使用する労働
者数が常時50人以下の事業主②卸売業・サービス業にあっては、その事業に使
用する労働者数が常時100人以下の事業主③製造業、建設業など、①・②以外の
業種にあっては、その事業に使用する労働者数が常時300人以下の事業主。
※問合せ 豊川商工会議所（TEL86-4101、担当＝ 不二門（ ふじと）・近藤）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 第2回「本町ナイト」
参加店舗増え盛大に 9月28日
http://www.toyokawa-cci.org/news/honmatinight.htm
本町商店街振興組合（田中粋人理事長）主催の「本町ナイト」が、9月28日（水）
に開かれます。昨年に続いての開催。今回は隣接商店街振興組合等とより連携を図
り、盛大に開催する為、駅前周辺の交通規制を行い、広範囲なイベントとなります。
イベント参加店は去年よりも増え約50店舗が参加予定です。旅行券5万円等の豪華景
品が当たるスタンプラリーによる福引大会や、地元で活躍するシンガーによる野外
特別ステージ音楽ライブなどの楽しいイベントが行われます。イベントに参加する
店舗で食べ歩き等ができ、また福引大会に参加できるお得なチケットは前売券3,500円
で商工会議所（土日祝日除く、21日まで）や各参加店で購入可能です（当日券4,000円）。
※問合せ 本町ナイト実行委員会（TEL95-7711）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 第24回会員ボウリング大会結果
http://www.toyokawa-cci.org/kouryuu/h28boling_kekka.htm
豊川商工会議所は、「第24回会員ボウリング大会」を7月27日（水）、豊川コロナ
キャットボウルで開催しました。
大会は19社から110人が参加しました。競技は、1人2ゲームの合計得点で競われ、
個人戦と4人1チームの団体戦を行いました。個人戦は戸鹿島弘さん（㈱UACJ銅管）
が454ピンで優勝しました。団体戦は新東工業㈱Aチーム（酒井健太さん、小林寛和さ
ん、野口昌良さん、長谷川美登さん）がトータル1461ピンで優勝しました。
競技終了後、会員サービス委員より賞品と、会員企業の方に協賛頂いたスポンサー
賞が入賞者の方へ渡されました。
（主な入賞者はホームページをご覧ください）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 意欲的な経営者の経験談を 「あきんど塾」４回シリーズ
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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
▽とき＝9月26日（月）14時～
【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
▽とき＝10月13日（木）14時～
【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
▽とき＝11月18日（金）14時～
【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
▽とき＝12月8日（木）14時～
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）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 会議所会員のための
脳ドック検診 申込み受付中
http://www.toyokawa-cci.org/service/noudoc.htm
豊川商工会議所は「脳ドック健診」を実施します。
突然見舞われる「脳こうそく」「脳出血」「くも膜下出血」などを未然に防ぐた
めの健診です。会員企業を対象として、会員価格で受診することができます。
▽申込期間＝11月30日（水）まで（※仮予約をお済ませ下さい）
▽受診期間＝平成29年１月31日（火）までの予約受診（原則）
▽健診場所＝総合青山病院 健診センター
▽健診項目＝問診、身体計測、脈拍、血圧測定・頸椎X線、MRI脳断層撮影、頭部頚部MRA、頸動
脈超音波
▽健診料＝お一人31,000円（会議所会員価格）
▽申込み＝専用申込書にご記入頂きます。
※問合せ 豊川商工会議所（TEL86-4101、担当・不二門、白須）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 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
人生は交渉の連続 交渉・説得力向上講座
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◇と
き マツイ・マネジメント・オフィス
10月5日（水）9時30分～16時30分 代表
1日間6時間
◇講
師
松井督卓氏
◇受講料 1人8,000円（非会員は10,400円）
監査基準がよく分かる
ISO14001内部監査員養成講座
◇と
き
10月6日（木）、13日（木）、20日（木）9時30分～16時30分
3日間18時間
◇講
師
（特非）SDC検証審査協会
副理事長
鈴木宣二氏
◇受講料 1人25,000円（非会員は32,500円）
こんなに見えるの？
職場の見える化講座
◇と
き
10月18日（火）、11月15日（火）9時30分～16時30分
2日間12時間
◇講
師
㈱活コンサルタント
代表取締役
松田英一氏
◇受講料 1人17,000円（非会員は22,100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
……………………………………………………………………………………………
■◇
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/）
●就活、来年も6月面接 混乱回避で日程維持／経団連
経団連は12日、2018年春卒業予定の大学生らを対象とする来年の就職
活動について、3月に会社説明会、6月に面接を解禁するという現行日程を
維持すると発表した。16年と17年卒業生を対象にした就活日程は2年連続で
変更されたが、既に大学や企業では18年春に向けた就職・採用活動の準備が
始まっており、混乱回避のため現在の日程を変更しないことを決めた。
（時事通信）
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/roushi-k/20160914.html
▽経団連会長記者会見発言要旨
http://www.keidanren.or.jp/speech/kaiken/2016/0912.html
●熊本地震の被災地域で雇用保険の給付日数を延長／厚労省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000136090.html
●2015年度新卒者、82人が内定取消し／厚労省まとめ
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000136089.html
●人口の自然増減数、9年連続マイナス／2015年人口動態統計（確定数）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei15/index.html
●4～6月期のGDP実質成長率、年率0.7％増／2次速報値
http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/gaiyou/gaiyou_top.html
●男性正社員の育休取得、「1年程度は問題ない」49.9％／民間調査
http://www.aidem.co.jp/company/topics/776_d.html
●1～8月の「老人福祉・介護事業」倒産、62件／民間調査
http://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20160907_01.html
●職場で女性活躍が「進んでいる」と思う人は5割／民間調査
http://www.jma.or.jp/news/release_detail.html?id=410
●現金給与総額、前年同月比1.4％増／7月毎勤統計（速報）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/28/2807p/2807p.html
（統計表）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/28/2807p/dl/houdou2807p.pdf
●「生産性向上人事」についての分析報告書を発表／民間調査機関
http://www.works-i.com/surveys/works_bunseki.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《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/
・日本生命保険相互会社と健康福祉分野における包括協定を締結します
→ http://www.pref.aichi.jp/soshiki/iryofukushi/kyoutei280921.html
・「平成27年度愛知県財務諸表（概要版）」を作成しました
→ http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kaikeikanri/h27zaimusyohyougaiyou.html
・北朝鮮の核実験に伴う愛知県の環境放射能の測定結果について
ml → http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kankyokatsudo/h2809kitatyousen-monitoring5.ht
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【豊川市】→
http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・創業・経営支援ディスカッションイベント
「理念経営」～夢は見るもんじゃない！叶えるものだ！～を開催します
→
https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/sangyo/koyoshien/toyokawa_sougyounet/sh
oko20151001.html
・豊川市「赤ちゃんの駅」をご利用ください
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/boshu/kodomokaakachannoeki.html
・平成28年度後期版とよかわ生涯学習ガイドブックを発行しました。
tml → https://www.city.toyokawa.lg.jp/saijibunka/aoinomon/shogaigakushuguide/gaido.h
【蒲郡市】→
http://www.city.gamagori.lg.jp/
・蒲郡開港50周年記念事業のホームページ開設
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/doboku/kaiko50-syunen.html
・平成28年度
交通安全ポスター優秀作品展
→
http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kotsu/28-poster.html
・麻しんが流行しています
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/site/hokencenter/mashinryuuou.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10月3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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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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