■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
豊川商工会議所
2016年10月15日号（vol.278）
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 会員には無料整理券を配布中
●会議所からのお知らせ
豊川職業能力開発専門学院 次年度カリキュラムに関するアンケート調査ご協力のお願
い …
…
第26回会員ゴルフ大会開催
11月18日
…
冨安ティア社長の講演など
… 意欲的な経営者の経験談を 創業・起業イベント開催
「あきんど塾」開催
… 講習会・セミナー情報
・良い人間関係が職場の問題発生を予防する
TWI講座JR（人の扱い方）コース
・部下からの信頼を勝ち取る！部下指導力向上講座
・あっ!!を無くすポカミス撲滅への体質改善と対策の進め方講座
・”お客様心理”を捉えた接客術
… 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》
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■◇ 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。
★★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）。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《会議所からのお知らせ》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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次年度カリキュラムに関するアンケート調査ご協力のお願
い■◇ 豊川職業能力開発専門学院
http://www.toyokawa-cci.org/jinzaikusei/gakuin2.htm
昭和62年4月に開講し、30年目を迎えた豊川職業能力開発専門学院は、常に長
期的視野に立った段階的かつ体系的な職業能力の取得と個々の従業員のレベルア
ップを目指し、企業経営の重大要素である人的能力開発事業に取り組んでおりま
す。
本学院では、日頃認定職業訓練講座を活用しておられる貴社のご意見・ご要望
を拝聴し、次年度開催する訓練講座の参考にさせて頂きたいと存じます。
つきましては、ご要望の多い講座を中心に開催していきますので、ご多用中誠
に恐縮に存じますが、是非「次年度カリキュラムに関するアンケート調査」にご
協力賜りますようお願い申し上げます。
※問合せ 浅井(達)、丸山(TEL 86-4101)まで。
締 切 11月11日(金)まで。
アンケート調査用紙ダウンロードは下記からお願いいたします。
(wordファイル) ⇒ http://www.toyokawa-cci.org/jinzaikusei/gakuin.doc
(PDFファイル) ⇒ http://www.toyokawa-cci.org/jinzaikusei/gakuin.pdf
（詳しい内容は、ホームページをご覧ください）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 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・起業イベント開催
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
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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）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 意欲的な経営者の経験談を
「あきんど塾」開催
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3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。
★★ 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～
★★ 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）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 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
良い人間関係が職場の問題発生を予防する
TWI講座JR（人の扱い方）コース
◇と き 11月8日（火）～11月10日（木）
1日目 13時30分～15時30分
2・3日目
13時30分～17時30分 3日間10時間
◇講
師
ＳＡＫＡＫＩＢＡＲＡ
代表
榊原洋史氏
◇受講料 1人9,000円（非会員は11,700円）
部下からの信頼を勝ち取る！部下指導力向上講座
◇と
き マツイ・マネジメント・オフィス
11月24日（木）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）
あっ!!を無くすポカミス撲滅への体質改善と対策の進め方講座
◇と
き 企業組合浜名湖えるだークラブ
12月1日（木）9時30分～16時30分小枝英生氏
1日間6時間
◇講
師
◇受講料 1人11,000円（非会員は14,300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
”お客様心理”を捉えた接客術
▽と
き 蒲郡商工会議所
11月10日（木） 13時30分～16時30分 1日間3時間
▽ところ
▽講
師 Leap
Creation前田京子事務所 代表 前田京子氏
▽受講料
会員3,000円（非会員は6,000円）
▽申込み 蒲郡商工会議所（TEL 0533-68-7171、担当＝寺田）
……………………………………………………………………………………………
■◇
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）
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（独立行政法人労働政策研究・研修機構のＨＰ → http://www.jil.go.jp/）
●「第4回 ハローワーク業務改善コンクール」を開催／厚労省
厚生労働省は9月28日に「第4回 ハローワーク業務改善コンクール」を開催、
128件の応募の中から7件の取組を表彰したと、11日公表した。ハローワークの
機能強化を図ることを目的に、2010年から2年に一度実施しているもので、今回
優勝した名古屋中公共職業安定所は、障害者雇用における就労移行支援機関との
連携に取り組み、管内の障害者法定雇用率達成企業を増加させた。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000139282.html
●「公務員倫理に関するアンケート」結果を公表／国家公務員倫理審査会
http://www.jinji.go.jp/kisya/1610/anketo28.htm
●1-9月「老人福祉・介護事業」の倒産77件、過去最多／民間調査
http://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20161007_01.html
●電通の女性社員を労災認定
入社9カ月、過労で自殺
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hanrei/20161012.html
●配偶者控除の廃止等を提言／経済同友会
http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2016/161003a.html
●国内景気は「建設」が下支え／民間調査
http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/k161001.html
●高齢期の一人暮らし、8割以上が「不安」／厚労省調査
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000137669.html
●要介護（要支援）認定者数625.4万人／介護保険事業状況報告（6月）
http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/jigyo/m16/1606.html
（統計表）
http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/jigyo/m16/dl/1606a.pdf
●2015年の年間平均給与420万円、前年比1.3％増／国税庁調査
https://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2016/minkan/index.htm
●業況判断DI、3期ぶりに上昇／中小企業景況調査
http://www.meti.go.jp/press/2016/09/20160929002/20160929002.pdf
●社長としての最優先経営課題、「利益率向上」「組織活性化」等／民間調査
http://www.jma.or.jp/news/release_detail.html?id=411
●残業2時間以上の4人に1人が「精神面で不調を感じる」／民間調査
http://www.jma.or.jp/news/release_detail.html?id=414
●2020年度技能五輪全国大会等の開催地を内定／厚労省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000139156.html
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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/
・県立新城東高等学校と県立新城高等学校との統合校について
→ http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kotogakko/kishahappyou.html
・「あいち少年少女創意くふう展2016」を開催します
→ http://www.pref.aichi.jp/soshiki/san-kagi/kufuuten2016.html
・平成28年度版
愛知の観光振興施策の実施状況（平成27年度年次報告書）について
→ http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kanko/2016report.html
【豊川市】→
http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・歴史企画展「人びとのくらしと災害展」を開催します
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/saijibunka/bunka/tenrankai/saigai.html
・都市計画マスタープラン見直し委員会(第3回)の開催結果について
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/toshikaihatsu/toshikeikaku/toshimasteri
in/toshimasteriin03.html
・「最低賃金」について
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/sangyo/koyoshien/saiteichingin.html
【蒲郡市】→
http://www.city.gamagori.lg.jp/
・さがらの森【スズメバチ大量発生による利用中止】
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/sports/sagara.html
・第31回国民文化祭・あいち2016
蒲郡市民音楽祭
→
http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/gakushu/siminongakusai.html
・蒲郡市長より「死亡事故多発に伴う緊急アピール」が発表されました
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→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kotsu/appeal.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11月1日（火）
次回発行予定 ◆◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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
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