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《今号の注目記事》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 次期会頭に小野喜明副会頭を内定
http://www.toyokawa-cci.org/news/jikikaitou.htm
豊川商工会議所は9月5日（月）に第554回常議員会を開き、10月末に任期満了を
迎える日比嘉男会頭が退任を表明し、後任として小野喜明副会頭を指名、常議員
会の賛同を得ました。日比会頭は、会頭職を1期、副会頭職を2期務めて勇退。11
月1日開催の臨時議員総会で正式に決定します。
会頭１期、副会頭２期務めた日比会頭
常議員会の席上、日比会頭は「今後の会議所事業にある程度の方向性を付け
ることができ、『B－1豊川』等、大きな事業を無事終えたこと、また激動する
時代の流れには若返りが必要であり、若干ではあるが健康上の不安もあり、今
期を以て会頭職を辞する。後任はＪＣやビジョンリサーチ等の諸団体でリーダ
ーシップを発揮し、実績もある小野副会頭にお願いしたく、本常議員会におい
て、小野氏を次期会頭とする内定を頂きたい」と小野副会頭を後任に指名、常
議員会の承認を得ました。
これを受け、小野副会頭は「広域的な視点から、まちの特徴を出していきた
い。皆様方のお力添えをお願いし、会議所の運営に邁進したい」と抱負を述べ
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ました。
小野副会頭は、昭和32年6月生まれ。平成22年11月に副会頭に就任し、現在
2期目。第6代会頭を務めた故・小野光男氏は喜明氏の父。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《会議所からのお知らせ》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 第8代会頭
大澤輝秀氏 逝去
http://www.toyokawa-cci.org/news/oosawameiyokaitouseikyo.htm
豊川商工会議所名誉会頭（第8代会頭）で、オーエスジー㈱の代表取締役会
長兼CEOの大澤輝秀氏は、9月20日（火）午後4時にご自宅で逝去されました。
78歳でした。通夜は9月23日（金）、密葬は、9月24日（土）に花井寺（豊川市
花井町）で執り行われました。喪主は、長男の大澤伸朗氏です。
なお、葬儀並びに告別式は、社葬をもって次の通り執り行われます。
▽とき＝11月１日（火）14時から
▽ところ＝オーエスジー㈱ＯＳＧ アカデミー・ゲストハウス（豊川市一宮町宮前１４９）
大澤輝秀氏は、昭和13年（1938）2月3日生まれ。早稲田大学を卒業後、昭和
36年にオーエスジー㈱に入社。
豊川商工会議所では、昭和51年10月から議員、昭和54年10月から同63年9月ま
で監事、昭和63年10月から平成19年10月まで副会頭、平成19年11月から同25年
10月まで第8代会頭を務めました。
また、「国際ロータリー第2760地区ガバナー」や（公財）豊川市国際交流協
会会長など、多くの公職を務め、多大な功績を残しました。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 3号議員15社・2号議員35社を選出
http://www.toyokawa-cci.org/news/3gou2gousensyutu.htm
★★任期は31年10月末までの３年間★★
豊川商工会議所は第2期議員の任期満了（10月末）に伴い、第24期の議員改選を
進めています。9月5日の常議員会で3号議員15社を選任すると共に2号議員35社の
部会割当を決定、各部会で2号議員、部会長・副部会長ら部会役員を選任しました。
1号議員は10月3日に立候補を締切ります。立候補者が定員（50名）を超えた場
合には14日に選挙を行い同日開票、当選者を確定します。10月28日に開かれる
第155回臨時議員総会で第24期役員（会頭、副会頭、専務理事、常議員、監事）を
選任します。
★★議員総会構成メンバーとして重要事業に参画★★
議員は会員の代表として選ばれ、会議所の運営を担うと共に最高意思決定機関
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等の運営全般に参画、
部会・委員会の中核となって商工業の発展やまちづくり・地域づくりの為活動し
ています。自発的に地域商工業の振興発展に奉仕することを原則とする地域経済
界の代表的存在です。議員は無報酬で、規定の会費の他、議員特別会費を負担し
ます。議員定数は100人で任期は3年です（本年11月１日から31年10月31日まで、
再任可）。
（各部会で選出された部会所属の２号議員35社は、ホームページをご覧ください。）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 第27回会員大会
11月12日 会員には無料整理券を配布中
http://www.toyokawa-cci.org/kouryuu/h28kaiintaikai.htm
豊川商工会議所は11月12日（土）に「第27回会員大会」を行います。第2部で
は、「愛知室内オーケストラ」によるコンサートを開きます。豊川商工会議所
で入場券を配布・販売中です。お早めにどうぞ。
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★★入場券は会議所窓口でどうぞ★★
会員大会は、会員相互のふれあいの場として行っており、式典では従業員の
表彰式等を行います。
第2部は「愛知室内オーケストラ」によるコンサートを
行います。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。
「愛知室内オーケストラ」は、2002年に愛知県立芸術大学出身の若手演奏家
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）。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 第26回会員ゴルフ大会開催
11月18日
http://www.toyokawa-cci.org/kouryuu/h28golf.htm
豊川商工会議所は、「第26回会員ゴルフ大会」を11月18日、平尾カントリー
クラブで次のとおり開催します。
▽とき 11月18日（金）1組目午前8時35分スタート予定
▽ところ 平尾カントリークラブ 北・東コース
▽定員 120名
▽会費 5,500円（賞品、パーティ代を含む）
▽申込み
10月21日（金）までに、下記リンクから申込書をダウンロードし、
FAXにてお申込みください。
ゴルフ大会申込書
http://www.toyokawa-cci.org/kouryuu/h28mousikomi.xls
※問合せ 豊川商工会議所 TEL(86-4101、担当＝川村、丸山、渡辺）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 冨安ティア社長の講演など
創業・起業イベント
http://www.toyokawa-cci.org/news/sougyoukigyouivent.htm
豊川商工会議所、豊川市、音羽・一宮・小坂井・御津町商工会、日本政策金
融公庫、地元金融機関の連携による「とよかわ創業・起業支援ネットワーク」
は、21日の「第12回かわしんビジネス交流会」にて、「『理念経営』夢は見る
もんじゃない！
叶えるものだ！」と題し、㈱ティア社長・冨安徳久氏による
講演と、佐原啓泰中小企業診断士のコーディネートによるディスカッションイ
ベントを実施します。
▽とき＝10月21日（金）13時～15時30分
▽ところ＝市総合体育館
▽内容＝冨安講師による自らの経営理念・成功体験等の紹介、参加型ディスカ
ッションを行います。希望者には個別相談会も行います。
問合せ＝豊川商工会議所（TEL 86-4101、担当＝渡辺、近藤、浅井）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 平成28年度伴走型小規模事業者支援推進事業
第12回かわしんビジネス交流会に6社が共同出展
http://www.toyokawa-cci.org/news/kyoudousyutten.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、その計画に基づく「伴走型小規模事業者支援推進事業」を実施しています。
同事業は、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
るものです。上記の内、需要開拓支援の一環として、小規模事業者に対し、10月21
・22日に開催される、「第12回かわしんビジネス交流会」への共同出展企業を募集
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したところ、結果６社の事業者が出展することとなり、商工会議所として出展に関
しての全面的な支援を行っていきます。
出展する事業者は以下のとおりです。
【体育館内】㈱カトペン、社会保険労務士法人愛知労務、㈲日豊製作所（やねのにっぽう）
【体育館外】㈲千石寿し、㈲なかよし、㈲和食処松屋
……………………………………………………………………………………………
■◇ 11月の会員大会で表彰
我がまちの達人顕彰
http://www.toyokawa-cci.org/news/h28wagamatinotatujin.htm
豊川商工会議所は、当地域における「その道の達人」を表彰する「我がまちの
達人顕彰」の推薦を受け付けています。
◇受付期間＝10月7日（金）まで
◇申請場所＝豊川商工会議所
◇顕彰者の決定＝10月中旬頃に開催する「我がまちの達人顕彰実行委員会」にお
いて審査の上、決定します。
◇表彰式＝豊川商工会議所 会員大会（11月12日（土）、豊川市文化会館にて）
◇本件担当者 豊川商工会議所／（TEL86-4101 担当=川村)
推薦書・推薦調書は下記リンクからダウンロードすることもできます。
http://www.toyokawa-cci.org/news/h28suisensyo.pdf
記入要領は下記リンクからダウンロードすることもできます。
http://www.toyokawa-cci.org/news/h28kinyuuyouryou.pdf
（詳細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」3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～
※問合せ 豊川商工会議所（TEL86-4101 担当=近藤）
……………………………………………………………………………………………
■◇ おもしろアイデア作品展・環境ゴミ問題絵画展
絵画展に549点応募
http://www.toyokawa-cci.org/ibent/idea/h28ideasakubunkaiga2.htm
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豊川商工会議所・豊川少年少女発明クラブ、同女性会は「第20回おもしろア
イデア作品展・環境ゴミ問題絵画展」を9月30日（金）から10月2日（日）まで
の3日間、当所ホールにおいて開催しました。
おもしろアイデア作品展には、理科の授業を参考にした作品、牛乳パック等
を使った作品など小学生779点、中学生39点の応募があり全作品を展示。
おもしろアイデア作品展の入賞作品は、9月28日（水）に事前審査会、29日
（木）に本審査会を開催し決定しました。入賞作品については、後日発表します。
また、豊川商工会議所女性会（井指妙子会長）では、絵画を通じて、小学生に
環境・ゴミ問題について考える機会を与え、子供を中心にその家族、地域全体が
環境とゴミ問題に対する認識を深め、問題改善の為に行動を起こすことを目的に
「絵画コンクール」を実施。549作品の応募があり、9月21日に審査会を開催し各
賞を決定しました。各賞は次の通り。
（各賞の受賞者はホームページをご覧ください）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 健康まめ知識
「がん治療に備えて、 お口のケア」
http://www.toyokawa-cci.org/kenkou/kenkou.htm
お口の中には、多くの細菌が生息しています。ふだんは問題のない細菌も、がん
の手術や抗がん剤治療、あるいは放射線治療などで全身の抵抗力が低下しますと、
肺炎や重症の口内炎などの合併症の原因になり、手術後の治りに悪影響を与えます。
最近では、がんなどの治療を始める前にあらかじめ虫歯や歯周病などを治療して、
お口のケアを行うことで、合併症のリスクを減らすことが分かってきました。そのた
め、医科と歯科の連携により、がんの治療前のお口のケアを勧めています。
お口のケアで、期待できる効果……
（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
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/）
●2015年「社会福祉施設等調査」結果／厚労省まとめ
厚生労働省が15日公表した2015年「社会福祉施設等調査」結果によると、
2015年10月１日現在、「保育所等」は２万5,580施設で、前年比1,071施設
（4.4％）増、「有料老人ホーム（サービス付き高齢者向け住宅以外）」は
１万651施設で、同1,019施設（10.6％）増。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/fukushi/15/index.html
（概況）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/fukushi/15/dl/gaikyo.pdf
●今年度も10月を「年次有給休暇取得促進期間」に設定／厚労省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000135523.html
●介護サービス受給者409万8,200人／介護給付費等実態調査（7月）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/kyufu/2016/07.html
（統計表等）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/kyufu/2016/dl/201607_gaiyou.pdf
●二人以上世帯の貯蓄高1,805万円、3年連続増加／家計調査年報
-5-

http://www.stat.go.jp/data/sav/2015np/gaikyou.htm
●8月のアルバイト平均時給、全国平均992円／民間調査
http://www.inte.co.jp/library/wage/20160916.html
●現在の勤め先に満足な転職者、不満足な転職者を大幅超
／2015年「転職者実態調査」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/6-18c-h27.html
●2016年4月の総人口、前年同月比13万6,000人減／総務省人口推計
http://www.stat.go.jp/data/jinsui/new.htm
●「統計からみた我が国の高齢者」を公表／総務省
http://www.stat.go.jp/data/topics/topi970.htm
●第1子出産前後の妻の就業継続率、53.1％に上昇／第15回「出生動向基本調査」
http://www.ipss.go.jp/ps-doukou/j/doukou15/doukou15_gaiyo.asp
●7月の生産指数、前月比0.4％の低下／鉱工業指数・確報値
http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/iip/result-1.html
●50人以上規模で定年制のある企業、99.6％／人事院調査
http://www.jinji.go.jp/kisya/1609/h28akimincho.htm
●採用選考活動、６月前開始企業が５割強／就職問題懇談会調査
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/28/09/1377496.htm
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《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/
・子ども・若者の育成・支援を考える集いを開催します
→ http://www.pref.aichi.jp/soshiki/syakaikatsudo/28tsudoi.html
・「ロボットシンポジウム2016名古屋」の開催について
→ http://www.pref.aichi.jp/soshiki/jisedai/robot-symposium2016.html
・今が旬！あいちの『紅葉めぐり』を御紹介します。（平成28年10月）
→ http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kanko/hanajoho28-10.html
【豊川市】→
http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・私立高等学校と私立専修学校高等課程の授業料を補助
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/kosodate/teatejosei/shigaku.html
・平成29年4月採用予定
豊川市職員採用候補者試験（民間企業経験者等対象）（10月3日募集
開始）→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/jinnjishokuinsaiyo/shokuinsaiyo/saiyosh
iken.html
・平成28年度豊川市キュパティーノ中学生使節団出発式を行いました
.html→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/kokusaikoryu/shimaitoshi/kyupasyuppatsu
【蒲郡市】→
http://www.city.gamagori.lg.jp/
・第３３回三河湾健康マラソン大会開催のお知らせ
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/site/marathon/marathon33osirase.html
・平成２９年４月採用予定蒲郡市非常勤保育士採用試験を行います。
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kosodate/hizyoukinsaiyou.html
・平成29年度保育園入園について
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kosodate/29hoikuennnyuuenn.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17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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