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《今号の注目記事》
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■◇ あきんど塾Ⅰ
買い手・売り先を考えて製品開発を！
http://www.toyokawa-cci.org/news/akindojyuku1.htm
豊川商工会議所は、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、その経験談を中小企業の生き残り策の参考としていただくため、
「あきんど塾」をシリーズ開催しています。
第１回目は、豊田市にある、横山興業㈱BIRDY．商品企画室長の横山哲也氏を招
いて9月26日に開催しました。
横山氏は、当初、テレビ番組の企画制作に携わっていましたが、生き残り策を
模索していた家業の横山興業へ入社します。その際、膨大な新規事業に関する企
画書を何度も作り直す中で、プロも認めるカクテルシェーカーを作り上げました。
その時、自社の特徴を活かしたものが開発できないかと考え、「出来ないことを
前向きに諦める」を念頭に置き、コアな工程のみ自社でまかなうこととし、すで
にある技術や専門業者を活用することで、短時間での商品開発を実現しました。
また、実際に売れるものを開発することが必要と考え、企画段階から、買い手
が欲しがるもの、競合他社の状況や販売先の絞り込みを行いました。もともと親
企業からの図面をもとに製造するだけであったため、開発部門はなく、既存の従
業員が兼業で開発を行いました。
マーケティングをしっかり行い、売れる製品を開発したことにより、販売は好
調で、2年で海外進出も果たしています。今後更なるラインナップの開発を進めて
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いく予定です。
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《会議所からのお知らせ》
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■◇ 創業塾とよかわ2016閉講
http://www.toyokawa-cci.org/news/h28sougyoujyuku.htm
豊川商工会議所は、9月25日から10月15日まで、土、日曜日全3回の「創業塾と
よかわ2016」を開催し、30代～60代の男女8人が参加しました。
当講座は、とよかわ創業・起業支援ネットワークで組織する、豊川市、音羽・
一宮・小坂井・御津町商工会、㈱日本政策金融公庫、豊川信用金庫との協力で、
創業に向けた基礎知識から実務・事業プランの作成に至るまで行いました。
当講座のメイン講師として、中小企業診断士・佐原啓泰氏が、創業に必要なノ
ウハウを具体的に指導するほか、創業融資について、㈱日本政策金融公庫豊橋支
店、豊川信用金庫が講演しました。
また、特別講演会として、海外ブランドのベビー服・シューズのネット販売で
起業した、リリーアンドデイジー㈱代表取締役・麻生満美子氏が、「私の創業へ
のチャレンジ」と題し講演しました。
参加者は、豊川市以外に豊橋市、名古屋市などからも、参加があり、このうち
約半数が明確な起業プランを持っており、業種もさまざまです。
なお、当講座を受講した新規開業者は順次紹介する予定です。
本所では、今後も新規創業者を支援するため、さまざまな事業に取組む計画で
す。創業に関するご相談は、経営支援グループまで TEL86-4101
……………………………………………………………………………………………
■◇ 豊川商工会議所青年部
定時総会開く 次年度会長に余湖一晃氏（㈱リリーフ）
http://www.toyokawa-cci.org/news/h28seinenbuteijisoukai.htm
豊川商工会議所青年部（伊藤隆弘会長）は10月17日（月）本所にて第82回定時
総会を開き次年度役員を決めました。
次年度会長には、余湖一晃氏（㈱リリーフ）が選任され、「入会して10年目の
年に大役をさせて頂くことに感謝し、メンバーそれぞれが自己研鑽し青年経済人
として情熱をもって、青年部活動に取り組んでいきたいと思います」と抱負を述
べました。
次年度役員は次の通りです。
【会長】余湖一晃（㈱リリーフ）
【専務理事】藤村幸成（㈲たなか葬祭センター）
【副会長】乗本知尚（乗本畳店）、太田光紀（豊川印刷㈱）、小宮山力（㈲豊給食）、
髙木謙太朗（㈱タカギ）、井指章弘（㈱雅）
【理事】白井啓功（白井農園）、若林可楠子（㈲宮地商店）、鈴木敏博（食品百貨㈲鈴木屋食
料品店）、
太田雅士（㈱太田製作所）、山村精(山村美装)、伊豫田英貴（㈲プロシード）
【監事】宇野秀幸（㈲宇野商会）、井指和昭（井指設備工業㈱）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 第20回おもしろアイデア作品展
会頭賞・市長賞等を展示
http://www.toyokawa-cci.org/ibent/idea/h28ideasakubunkaiga3.htm
豊川商工会議所・豊川少年少女発明クラブの「第20回おもしろアイデア作品展」
が9月30日（金）から10月2日（日）の3日間、当所2階ホール・1階ロビーで行われ、
多くの入場者でにぎわいました。
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785点、中学生39点の応募があり全作品を展示しました。
おもしろアイデア作品展に応募があった作品の中から、9月28日に事前審査で50点
を選定、29日の本審査で以下の20点の入選作品を選定しました。
<おもしろアイデア作品展入選者>
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▼豊川商工会議所会頭賞＝小野田慎之介（御津北部小4年）ねながらテレビが見えるマクラ
▼豊川市長賞＝石原雅文（東部中1年）物干し楽ちんハンガー
▼豊川市議会議長賞＝佐竹穂乃（国府小3年）足もとてらしーな
▼豊川市教育長賞＝五十川天馬（豊小6年）かさプラネタリウム
▼豊川商工会議所青年部会長賞＝鈴木啓太（東部中3年）何でも絞れる『しぼるぞう』
（その他入選者の詳細は、ホームページでご覧ください。）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 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
「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
……………………………………………………………………………………………
■◇ 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
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）
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
◇受講料師 西郷労働安全コンサルタント事務所
1人16,000円（非会員は20,800円） 代表 西郷省吾氏
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☆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/）
●長時間労働を生む2交替制夜勤職場の割合が過去最高／日本医労連・2016年度実態調査
3割強の看護職員が長時間労働となる２交替勤務で働き、その過半数が「16時間
以上」の長時間夜勤を行っている――こんな看護現場の実態が、日本医労連（中
野千香子委員長、15万4,800人）の「2016年度夜勤実態調査」で明らかになった。
また、看護師確保法の基本指針を上回る「3交替で月９日以上」「2交替で月4.5回
以上」の夜勤を行っている人が、それぞれ22.9％、33.5％と、過酷な看護現場の
実態が浮き彫りになっている。（JILPT調査部）
http://www.jil.go.jp/kokunai/topics/mm/20161109.html
●非正規割合37.6%、前年同期比0.4ポイント上昇／労働力調査・詳細集計7～9月期平均
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/4hanki/dt/index.htm
●大手企業の冬のボーナス、前年比0.84%増／経団連第1回集計
http://www.keidanren.or.jp/policy/2016/098.pdf
●10月の転職求人倍率、1.80倍／民間調査
https://www.recruitcareer.co.jp/news/pressrelease/2016/161107-01/
●女性活躍推進、「順調に進んでいない」36.9%／民間調査
http://www.jma.or.jp/news/release_detail.html?id=418
●2015年の留学生の日本企業等への就職状況を公表／法務省
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00111.html
●「老人福祉・介護事業者」の新設法人、2年連続で減少／民間調査
http://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20161028_01.html
●小企業の従業員不足感、7年連続上昇／民間調査
https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/tokubetu_161031.pdf
●2015年度の日本の時間当たり名目労働生産性、8年ぶりに過去最高
／日本生産性本部調査
http://activity.jpc-net.jp/detail/01.data/activity001489.html
●70歳以上まで働ける企業割合、21.2%／厚労省調査
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000140837.html
●旧姓の通称使用、「したいと思わない」62.1%／内閣府・世論調査
http://survey.gov-online.go.jp/h28/h28-danjo/index.html
●次世代経営者育成研修の重視テーマ、「リーダーシップ強化」がトップ／民間調査
http://www.jma.or.jp/news/release_detail.html?id=419
●味の素、障害者雇用で新会社
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/kigyo/20161111.html
▽味の素・プレスリリース
http://www.ajinomoto.com/jp/presscenter/press/detail/2016_11_04.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《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/
・中日本段ボール工業組合との「災害時における応急生活物資供給等の
協力に関する協定」の締結について
→
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/saigaitaisaku/kyoutei161115.html
・「外国人100人が選ぶ
あいち・なごやのお土産コンクール」の受賞商品が決定しました
→
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kanko/omiyagehyousyou.html
・「ポケモンGO」の運営会社に対し、ゲームアプリの安全対策上の措置を要請します
→ http://www.pref.aichi.jp/soshiki/chiikianzen/28pokemon-yousei.html
【豊川市】→
http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・1枚で3度おいしい、第6回すわポン・狐娘ちゃんマネー
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/toshikaihatsu/chishinshigaichitaisaku/s
uwachiku/6suwakokomoney.html
・シャガール展―色彩で語る愛ー
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/saijibunka/bunka/tenrankai/chagall.html
・育児休業明け保育所入所予約制度について
-4-

→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/kosodate/portal/azukeru/hoikusho/nyuusho/hoiku
ka20160805.html
【蒲郡市】→
http://www.city.gamagori.lg.jp/
・児童虐待防止推進月間
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kosodate/jidogyakutai.html
・平成28年度「体重測定100日チャレンジ！」
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/site/hokencenter/taiju100intro.html
・指定管理者制度
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/gyosei/shiteikanrisha.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12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
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