■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
豊川商工会議所
2016年11月1日号（vol.279）
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★
… 中長期ビジョンを策定 「開かれた商工会議所づくり」を
●会議所からのお知らせ
…
第24期1号議員50社決まる
…
創業・起業支援など24項目を要望
平成29年度の市予算に反映を
…
豊川インバウンド促進事業
「多言語化指差しシート・POP」を作成しませんか？
…
11月12日 会員には無料整理券を配布中
… 第27回会員大会
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
…
意欲的な経営者の経験談を
「あきんど塾」開催
…
豊川インバウンド促進事業
「中部圏のインバウンド動向」セミナー開催
…
東三河ものづくり事業のご案内
…
豊川職業能力開発専門学院
次年度カリキュラムアンケート調査ご協力のお願い
…
第25回会員ボウリング大会結果
… 健康まめ知識 「ジェネリック薬について」
… 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》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 中長期ビジョンを策定
「開かれた商工会議所づくり」を
http://www.toyokawa-cci.org/news/tyuutyoukivison.htm
豊川商工会議所の今後3年間（平成28年11月から31年10月まで）の事業活動
の指針となる「中長期ビジョン」がこの程、まとまり、10月28日（金）に行わ
れた「第155回臨時議員総会」で発表されました。同ビジョンは、平成25年11月
に発足した「長期ビジョン特別委員会」（土井義昭委員長）が研究・検討を重
ね、策定したものです。策定に際しては、各部会長とのヒアリングに基づく部
会再編成の提案や長岡（新潟県）、小田原箱根（神奈川県）商工会議所など、
他地域の会議所の事例を参考にしながら研究活動を進めてきました。
ビジョンはA3用紙両面でまとめられており、「基本的理念」に基づく「4つの
基本方針」、さらに基本方針を反映する８つの「重点的に取り組む事業項目」
としてまとめられています。
「基本方針」は、「『開かれた商工会議所づくり』を基本に、『会員第一主
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義』、『現場第一主義』を徹底し、地域全体を元気にする事業に取り組みます」
とし、会員の声を活かした事業活動、経営支援と創業・起業者育成、地域活性
化事業、積極的な提言・要望活動などを基本方針にしています。
豊川商工会議所は、「中長期ビジョン」に基づき、今後も会員事業所の声を
活かした事業に取り組んで参ります。今後とも、商工会議所事業にご理解とご
協力をお願いいたします。
（豊川商工会議所中長期ビジョンは下記からご覧いただけます）
http://www.toyokawa-cci.org/news/tyuutyoukivision.pdf
※問合せ 豊川商工会議所（TEL 86-4101、担当＝村上、浅井洋）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《会議所からのお知らせ》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 第24期1号議員50社決まる
http://www.toyokawa-cci.org/news/1gougiin_24.htm
豊川商工会議所は、任期満了に伴う議員改選で、第24期議員（任期平成28年
11月１日～31年10月31日）の1号議員50社を決定しました。1号議員は、9月23日
に選挙公告を行い、立候補の受付を開始、10月3日に締切ったところ、定数50に
対し50社が届け出を行い、全員の無投票当選が確定しました。
1号議員50社のうち新議員は、㈱アイレクスリテイル、大宝産業㈱、㈱田中不
動産、㈱東京おしぼり、㈱豊川仲店土産物連合、㈲トライプーム、㈱牧水道工業
所、山口化成工業㈱の8社です。
(１号議員の詳細はホームページをご覧ください)
……………………………………………………………………………………………
■◇ 創業・起業支援など24項目を要望
平成29年度の市予算に反映を
http://www.toyokawa-cci.org/news/h29yosanyoubou.htm
豊川商工会議所の日比会頭、笠原副会頭、松下専務理事が、10月14日（金）
に豊川市役所を訪れ、山脇実市長、太田直人議長はじめ市幹部に「平成29年度
の豊川市予算編成に関する要望書」を提出しました。ものづくりやまちづくり、
ひとづくりに関する次の24項目を要望しました。
ものづくり支援など6つのテーマ
1．ものづくり
2．まちづくり
3．ひとづくり
4．にぎわいづくり
5．地方創生
6．都市基盤整備
（要望の詳しい項目は、ホームページをご覧ください）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 豊川インバウンド促進事業
「多言語化指差しシート・POP」を作成しませんか？
http://www.toyokawa-cci.org/news/yubisasipop.htm
豊川インバウンド促進事業では、市内の飲食店などに、多言語指差しシート
やPOPの作成支援を実施しています。中国語（簡体・繁体）、韓国語、英語の指
差しシートを活用することで、訪れた外国人観光客とのコミュニケーションを
図ってもらうことが狙いです。
外国人観光客への対応にお困りの方は、一度ご相談ください。
案内チラシ
http://www.toyokawa-cci.org/news/yubisasipop.pdf
……………………………………………………………………………………………
■◇ 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
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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）。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 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/bansougata_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。
需要開拓支援の一環として、10月21日・22日に開催さ
れた、「第12回かわしんビジネス交流会」への共同出展を支援しました。
出展した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
★★経営計画策定などを支援★★
今後は、当事業の中心である、経営分析から需要動向調査、経営計画策定・
実行支援を進めていきます。
専門家が事業所を訪れ、事業所の経営状況や商圏分析をすることで課題を抽
出、その後経営計画策定および実行の支援を行っていきます。
会員事業所で、小規模事業者であれば、支援に係る費用は無料です。今年度
は10社までを支援します。是非お早目にお申し込みを。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 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）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 豊川インバウンド促進事業 「中部圏のインバウンド動向」セミナー開催
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http://www.toyokawa-cci.org/news/inbound_seminer.htm
外国人観光客の呼び込みに関連する「昇龍道プロジェクト」の推進に携わって
いる、株式会社ステイプランナーの森川敬一氏（中部圏インバウンドセールスプ
ロジェクト事務局員）を招き、当プロジェクトの現状などをお話いただきます。
▽日時 11月15日（火）14時～15時30分
▽場所 豊川商工会議所
▽聴講無料
▽申込み・問合せ 豊川商工会議所（TEL 86-4101、担当＝川村）
案内チラシ
http://www.toyokawa-cci.org/news/inbound_seminer.pdf
……………………………………………………………………………………………
■◇ 東三河ものづくり事業のご案内
http://www.toyohashi-cci.or.jp/keiei/koryu/sangyososhutsu/akebonokengakukai.p
df
平成27年度
豊橋商工会議所の顕彰制度「ものづくり大賞」を受賞した
(株)曙製作所の見学会を開催します！
是非この機会をお見逃しなく！！1社から複数の参加も歓迎いたします。
（参考）
豊橋商工会議所
ものづくり大賞とは…豊橋商工会議所地区内において、
ものづくり分野における「優れた技術、生産工程」を開発、または、
これらを活用し、製品開発をした会員企業、団体に贈られる賞。
▽日 時 平成28年11月11日（金）14:00 ～ 19:00
▽見学場所 (株)曙製作所 〒441-3147 豊橋市大岩町字前田40-8
▽参 加 費 4,000円
▽定 員 25名（＊誠に勝手ながら「先着順」にて締め切ります）
【問合わせ・お申込み先】
添付の申込書にご記入の上、下記事務局へご返信下さい。
東三河産業創出協議会
事務局 豊橋商工会議所 大竹、井川、松坂、伊藤
〒440-8508
愛知県豊橋市花田町字石塚42-1
TEL:0532-53-7211
FAX:0532-53-7210
E-mail：matsuzaka@toyohashi-cci.or.jp
……………………………………………………………………………………………
■◇ 豊川職業能力開発専門学院
次年度カリキュラムアンケート調査ご協力のお願い
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。
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(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25回会員ボウリング大会結果
http://www.toyokawa-cci.org/news/25kaiinboling.htm
「第25回会員ボウリング大会」を10月12日（水）、豊川コロナキャットボウ
ルで開催しました。
大会は8社から40人が参加。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。
競技終了後、会員サービス委員より団体戦・個人戦の各賞品と、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。主な入賞者は次の
通りです。
【個人戦】
▽優勝＝緒方恵美子さん（㈱ＵＡＣＪ銅管）
▽準優勝＝小林香仁さん（アジアハイテックス㈱）
▽３位＝早川由紀子さん（ＵＡＣＪ銅管㈱）
【団体戦】
▽優勝＝㈱ＵＡＣＪ銅管（近田裕介さん、早川由紀子さん、緒方恵美子さん、山本靖明さん）
▽準優勝＝アジアハイテックス㈱（平松良樹さん、外山優子さん、小林香仁さん、小林麻由美さ
ん）
▽３位＝㈱ＡＩＨＯ‐Ａ（古戸澄さん、秋本佳紀さん、岡野功治さん、戸澤哲二さん）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 健康まめ知識
「ジェネリック薬について」
http://www.toyokawa-cci.org/kenkou/kenkou.htm
週刊誌が現在の医療について警鐘を鳴らす特集を掲載していますが、ジェネリ
ック薬についても「飲んではいけない」といった記事が見られます。患者さんの
立場で、こうしたセンセーショナルな記事を目にすると不安になってしまうこと
もあるでしょうが、自己判断で薬を中止してしまう前に、必ず担当の医師、薬剤
師に相談をすることが重要です。勝手に薬を止めることのほうが大変危険です。
ジェネリック薬に変更したとたん、「薬疹がでた」とか、「血圧が上がった」と
いったケースだけを取り上げて、ジェネリック薬が危ないと結論づけることは科
学的ではありません。なぜなら、……
（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
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）
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労災事故ゼロのための
職長等教育研修会（製造業対象） 2日間12時間
◇と
き
2月1日（水）、8日（水）9時30分～16時30分
◇講
師 西郷労働安全コンサルタント事務所
◇受講料
1人16,000円（非会員は20,800円） 代表 西郷省吾氏
☆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）
（独立行政法人労働政策研究・研修機構のＨＰ → http://www.jil.go.jp/）
●熊本地震に関する「地域雇用開発奨励金」の特例措置を実施／厚労省
厚生労働省は19日、2016年熊本地震で被災した地域の雇用機会確保のため、
「地域雇用開発奨励金」の特例措置を講じる、と公表した。事業主が熊本県内に
事業所の設置・整備を行い、求職者または熊本地震による一時離職者を雇い
入れた場合に、奨励金を支給する。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000140202.html
●東日本大震災に係る地方公務員派遣状況等を公表／総務省
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei11_02000068.html
●景気判断、中国と九州・沖縄引き上げ、東海引き下げ／日銀地域経済報告
http://www.boj.or.jp/research/brp/rer/rer161017.pdf
●勤務間インターバルと36協定の上限規制の導入求める／連合中央委
http://www.jil.go.jp/kokunai/topics/mm/20161019.html
●従業員1人当たりの教育研修費用は3万5,662円／民間調査
http://www.e-sanro.net/jinji/j_research/j_research05/pr_1610/
●5月の総人口、前年同月比15万5,000人減／総務省人口推計
http://www.stat.go.jp/data/jinsui/new.htm
●賃上げ要求水準は16闘争と同じ2％程度を基準に
／連合2017春季生活闘争基本構想
http://www.jil.go.jp/kokunai/topics/mm/20161021.html
●9月のアルバイト平均時給、全国平均1,003円／民間調査
http://www.inte.co.jp/library/wage/20161019.html
●新規学卒者の卒業後3年以内の離職状況を公表／厚労省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000140526.html
●総括判断、「弱さがみられるものの、緩やかに回復」に据え置き
／全国財務局管内経済情勢報告
http://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/kannai/201603/hitodebusoku083.pdf
（「人手不足の現状及びその対応策」）
http://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/kannai/201603/index.html
●9月の完全失業率、3.0％／労働力調査
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/4hanki/ft/index.htm
（2016年7～9月期平均）
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/index.htm
●働き方の多様化・柔軟化制度導入率、「フレックスタイム」が最多／民間調査
http://activity.jpc-net.jp/detail/esr/activity001487.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/
-6-

・平成27年国勢調査人口等基本集計結果について
→ http://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/kokuchou2015.html
・「食と花の街道」に取り組む地域を募集します！
→ http://www.pref.aichi.jp/soshiki/nogyo-shinko/kaidou.html
・「愛知県地域医療構想（案）」に対する意見募集の結果について
→ http://www.pref.aichi.jp/soshiki/iryofukushi/kousou-kekka.html
【豊川市】→
http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・和から洋への装い工夫展チャリティバザー
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/event/other/eko-2016.html
・運転免許自主返納者のタクシー割引開始！
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/bohankotsuanzen/kotsuanzen/jisyuhennot
axiwaribi.html
・平成28年秋の火災予防運動を実施します！
l → https://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/anzenanshin/shobo/shobooshirase/09.htm
【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
・蒲郡市シェイクアウト訓練を実施します
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/bosai/shakeout.html
・蒲郡市子ども・子育て支援事業計画の進捗状況の点検・評価について
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kosodate/evaluation.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15日（火）
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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