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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
豊川商工会議所 メール NEWS
2013年4月1日号（vol.203）
ホームページ 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ください。
◇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
a@…………………………………………………………………………………………a
★ 今号の注目記事 ★
… 豊川市制70周年記念・第25回豊川市民まつり「おいでん祭」開催！
各イベント参加者募集中！
●会議所からのお知らせ
… 福祉住環境コーディネーター・環境社会（eco）検定試験のご案内
… 会議所会館内 無線LAN使えます
… トクトククーポン 新規事業所大募集！
… 591件を受付 平成24年分確定申告
… 講習会セミナーのお知らせ
・新入社員のための接遇実務研修
・新規青色申告者のための帳簿のつけ方教室
・設備資金貸付制度利用に関する説明会
… 豊川職業能力開発専門学院
・強い現場を作る管理・監督者講座
・経営者・管理者のための労務管理ポイント講座
・危険予知訓練（KYT）講座
・コミュニケーションスキルアップ講座
・製造現場の品質管理講座
… 東三河産業アカデミー
・1級土木施工管理技術検定試験対策講習会
… 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》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 豊川市制70周年記念・第25回豊川市民まつり「おいでん祭」開催！
各イベント参加者募集中！
http://www.toyokawa-cci.org/oiden/oiden.htm
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★使わなくなった毛布、衣類を「衣料回収コーナーへ」
皆さんの家庭で使わなくなった衣料品をアフリカやアジアの難民に送ります。
「おいでん祭」が行われる、5月25日・26日の二日間、野球場内の「衣料回収
テント」に使わなくなった衣料品をお持ちください。
例年同様、毛布（洗濯済み）、新品のシーツ・タオルを大歓迎します。
集まった衣料品は、「日本救援衣料センター」（神戸市）に輸送され、衣料
援助の要請のある海外の難民を支援する団体に輸送します。

★市民〝おどら舞（まい）〟コンテスト参加チームを募集
豊川商工会議所青年部では、「おいでん祭」2日目のメーンイベント「市民
〝おどら舞（まい）〟コンテスト」の参加者を募集しています。
▽と き 5月26日（日）12:00～15:30
▽ところ おいでん祭会場メーンステージ（野球場）他
▽参加資格 豊川市内又は豊川近郊の方で15名～50名で構成するチーム
（一般市民・企業・学校関係等。年齢は不問）
▽出場条件 ①課題曲を踊ること。②服装はできる限り統一のこと。
▽課題曲 次の5曲のうち1曲を選択。①おいでん豊川、②ここへ!!ＯＩＤＥＮ
③トモじゃん♪、④総演舞 夢煙火（ゆめはなび）、⑤南中ソーラン
▽応募方法・問合せ
所定用紙にて必要事項を記入頂きます。まずはお電話を。
豊川商工会議所青年部（松山・不二門℡86・4101）まで。
▽応募期限 4月5日（金）。但し、締切日前に25チームに達した場合は締め切り。
▽参加代表者説明会 4月12日、豊川商工会議所にて開催予定。
（後日ご案内します）

★フリーマーケット出店者募集
「おいでん祭」のフリーマーケットの出店者を募集しています。
▽と き 5月25日（土）・26日（日）のいずれも10:00～15:30（雨天中止）
※出店はどちらか1日のみ
▽ところ 市民プール西側・自由広場
▽募集数 両日とも80ブース（車による出店可能、定数に達し次第締切ります）
▽ブースの大きさ 1ブース間口5ｍ×奥行き約4ｍ（車の設置場所含む）
▽出店料 1ブース2,000円
（当日、集金します。なお、申込みは、1人隣接2ブースまで）
▽ブースの場所 各ブースの場所は当日受付順となります。
場所の指定はできません。
▽応募資格 豊川市在住の方のみ（名義貸しは認めません。当日の受付時に
免許証等で出店者の本人確認を行うことがあります。本人と確
認できない場合は、当日の出店をお断りすることがあります。
また、プロ（商売目的の方）はお断りします。団体で出店する
時は事前に事務局と相談の上決定（許可しない場合もある）。
▽募集期間 4月5日（金）まで。
▽申込み方法 官製ハガキに住所、氏名、電話番号、希望日（どちらか1日
のみ）、希望ブース数と出品内容を記入し、
〒442‐8540 豊川市豊川町辺通4‐4
豊川商工会議所内／豊川市民まつり事務局へ。
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受付後、出店許可証、会場への案内図を送付します。
電話、ＦＡＸ、メールなどでの申込みは受け付けません。
その他、搬入時や出店内容等に関する注意事項がありますので、詳細はホーム
ページをご覧になるか、事務局までお問い合わせ下さい。
※問合せ先 豊川市民まつり事務局（TEL 0533-86-4101）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《会議所からのお知らせ》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 福祉住環境コーディネーター・環境社会（eco）検定試験のご案内
http://www.toyokawa-cci.org/news/tousyoukentei.htm
豊川商工会議所では、日本商工会議所と共催で簿記および珠算・暗算を、東
京商工会議所と共催で福祉住環境コーディネーター検定・環境社会検定（ｅｃ
ｏ検定）を実施しています。
平成25年度の豊川商工会議所で実施する検定試験はホームページをご覧下さい。

★第30回福祉住環境コーディネーター検定試験
▽試 験 日 7月7日（日）
▽試験時間 〈3級〉10:00～（制限時間2時間）〈2級〉13:30～（制限時間2時間）
▽受 験 料 3級4,200円、3級6,300円
▽受付期間 4月23日（火）～5月24日（金）
★第14回環境社会検定試験（ｅｃｏ検定）
▽試 験 日 7月21日（日）
▽試験時間 13:30～（制限時間2時間）
▽受 験 料 5,250円
▽受付期間 5月7日（火）～6月7日（金）
▽検定試験の申込み・問合せ 申込み受付から合格発表まで、一括して東京
商工会議所が行います。電話（03-3989-0777）またはインターネットでお
申込み下さい。→ http://www.kentei.org/
※豊川商工会議所では、申込みはできません。
問合せ先 会議所 業務課 浅井まで（TEL 0533-86-4101）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 会議所会館内 無線LAN使えます
http://www.toyokawa-cci.org/news/musenlan.htm
豊川商工会議所会館内では、パソコンやスマートホン、タブレットなどから
無線LAN環境でインターネット接続ができるようになりました。
利用に関しての注意事項は次のとおり。
①利用可能エリアは、当会館内及び各フロアとする（一部テナント部分は除く）。
ただし接続機器によってはつながりにくい場所もある。
②利用料金は無料。ただしインターネット上の有料サービスは利用者の負担とする。
③利用可能時間は、豊川商工会議所会館の開館時間内とする。
④接続に必要なパソコン、無線ＬＡＮカードなどの機器の貸し出しは行わない。
⑤利用する際は「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」を遵守すること。
⑥セキュリティ対策は利用者で行うこと。
⑦接続された機器のウィルス感染、情報漏えいなどによる被害に対しては、
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豊川商工会議所は一切の責任を負わない。
⑧利用者に予告することなく、接続を中止、廃止することがある。
……………………………………………………………………………………………
■◇ トクトククーポン 新規事業所大募集！
http://www.toyokawa-cci.org/news/tokutokucoupon.htm
豊川商工会議所では、多くの会員事業所から割引サービスを集い、会員の皆
様がそのサービスを広く利用することで会員メリットを最大限に活かすことを
目的とし、会員優待サービス事業・トクトククーポンを行っています。
現在、サービスを提供している事業所は、小売店12事業所、飲食店5事業所
など計47事業所。
この度、7月発行予定のトクトククーポンに、新たにサービスを提供いただ
ける事業所を募集しています。
▼掲載費用 無料
▼配 布 先 当所会員事業所（約2,400社）
▼申込対象 当所会員事業所に限る
▼申込締切 4月30日（火）まで
▼申込・問合せ 豊川商工会議所 トクトククーポン担当者 0533-86-4101
……………………………………………………………………………………………
■◇ 591件を受付 平成24年分確定申告
http://www.toyokawa-cci.org/news/kakuteisinkoku.htm
平成24年分の確定申告の期間中、豊川商工会議所中小企業相談所では、5人
の経営指導員及び専門指導員（税理士）が、申告相談に来た方の指導・受付を
行い、個人事業主の所得税、消費税など、591件（平成25年3月15日までの本所
受付分）の申告書を受付け、豊橋税務署に提出しました。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 講習会セミナーのお知らせ
http://www.toyokawa-cci.org/jyouhouteikyou/kousyuukai.htm
★新入社員のための接遇実務研修
新しく社会人となられる新入社員の方々に基本をしっかりと身につけ、企業
とは、仕事とはどんなものか認識して頂くことがねらい。
日常の業務行動のうえで欠かせない基本と応用動作を、実技を通して習得し
て頂きます。
◇と き 4月8日（月）10時～16時
◇ところ 豊川商工会議所
◇受講料 1人5,000円
◇講 師 中部産業連盟専任講師／金指佳代さん
◇定 員 30名
◇申込み 送付済みの所定申込書に記入の上、お申込み下さい。定員に達し
次第締め切り。
※詳細については本所事務局（TEL 0533-86-9984）松山・松元

★新規青色申告者のための帳簿のつけ方教室
青色申告の届出を出した個人事業所で、帳簿のつけ方がよくわからない人の
ために、簡易帳簿による記帳教室を開催します。当日は記帳継続指導の申込も
受付けます。
◇と き 4月18日（木）14時～16時
◇ところ 豊川商工会議所
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◇講 師 税理士 松井久治氏
◇問合せ 豊川商工会議所・中小企業相談所（TEL 0533-86-9984）渡辺

★設備導入資金貸付制度利用に関する説明会
経営基盤の強化に必要な設備に要する資金の半額を限度に「無利子」で融資
する公的制度「小規模企業者等設備導入資金貸付制度」の説明会を行います。
創業者の方もご利用可能です。
◇と き 4月24日（水）14時～
◇ところ 豊川商工会議所
◇講 師 （公財）あいち産業振興機構 設備投資支援Ｇ
◇問合せ 豊川商工会議所・中小企業相談所（TEL 0533-86-9984）近藤、渡辺
……………………………………………………………………………………………
■◇ 豊川職業能力開発専門学院
http://www.toyokawa-cci.org/jinzaikusei/gakuin.htm
・強い現場を作る管理・監督者講座
日時 4月18日（木）25日（木）9時30分～16時30分 2日間12時間
・経営者・管理者のための労務管理ポイント講座
日時 4月23日（火）13時30分～17時30分 1日間4時間
・危険予知訓練（ＫＹＴ）講座
日時 5月8日（水）15日（水）9時30分～16時30分 2日間12時間
・コミュニケーションスキルアップ講座
日時 5月16日（木）9時30分～16時30分 1日間6時間
・製造現場の品質管理講座
日時 6月4日（火）11日（火）18日（火）25日（火）
9時30分～16時30分 4日間24時間

問合せ先 豊川商工会議所 専門学院担当者 TEL 0533-86-4101
……………………………………………………………………………………………
■◇ 東三河産業アカデミー
http://www.toyokawa-cci.org/jinzaikusei/academy.htm
・1級土木施工管理技術検定試験対策講習会
・学科対策講習会
◇と き 6月11日(火)16日(日)18日(火)22日(土)25日(火)
9:00～17:00 5日間35時間
◇ところ 田原市商工会館
・実地対策講習会
◇と き 9月10日(火)17日(火)24日(火)
9:00～17:00 3日間21時間
◇ところ 田原市商工会館
※この受験対策講習会は、平成25年7月7日(日)に実施される学科試験(申込期間
：平成25年4月1日～15日）と平成25年10月6日(日)に実施される実地試験(申込
期間：平成25年8月21日～9月4日)の受験者を対象とした事前対策講習会ですの
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で、(財)全国建設研修センターへ検定試験のお申し込み手続きの完了をご確認
のうえ、お申し込みください。
◇申込み・問い合わせ先 田原市商工会 TEL 0531-22-6666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/ ）
●正社員のＯＦＦ－ＪＴ費用、今後上昇の見込み／能力開発基本調査
厚生労働省は26日、2012年度の能力開発基本調査の結果を公表した。
正社員１人当たりのＯＦＦ－ＪＴ費用について、「今後３年間」の見込み
と「過去３年間」の実績を比較すると、今後３年間は「上昇傾向」とする
企業割合が高くなり、実績に比べて9.8ポイント増加している。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002y7sy.html
●２０４０年には全都道府県で人口が減少／社会保障・人口問題研が推計
（要旨）
http://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson13/1kouhyo/yoshi.pdf
（概要）
http://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson13/t-page.asp
●海外現地法人の従業者数、１２期連続で増加／１０～１２月期
http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/genntihou/result-1/250328.html
●１０年度の日本企業の海外生産比率１８．１％／経産省調査
http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/kaigaizi/result/result_41/result_41.html
●最低賃金引き上げで波紋／米、雇用めぐり対立
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/kaigai/20130329.htm
●２月の求人広告掲載件数、前年同月比１５．４％増／全求協
http://www.zenkyukyo.or.jp/shiryou/press/index.html
●米失業保険申請３３．６万人／市場予想下回る
（ワシントン共同）
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/kaigai/20130327a.htm
（米労働省雇用訓練局 ニュースリリース／英文）
http://www.dol.gov/opa/media/press/eta/ui/eta20130495.htm
●大卒予定者の就職内定率８１．７％、前年同期比１．２ポイント上昇
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002xcna.html
●高校生の就職内定率８８．３％、前年同期比１．９ポイント上昇
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002xcaa.html
●１月の現金給与総額、前年同月比０.１％増加／毎勤統計確報値
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/25/2501r/dl/pdf2501r.pdf
（統計表）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/25/2501r/2501r.html
●一致指数、前月比０．３ポイント下降／１月の景気動向指数改訂値
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/di/Revision.pdf
●１月の鉱工業生産指数確報値、前月比０．３％上昇／経産省
http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/iip/result-1.html
●大学生の大手企業志向、回帰の兆し／マイナビ就職意識調査
http://www.mynavi.jp/news/2013/03/post_126.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/
・平成24年経済センサス－活動調査結果速報（平成24年2月1日現在）市町村別の概要
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→ http://www.pref.aichi.jp/0000059976.html
・「東三河振興ビジョン」を策定しました
→ http://www.pref.aichi.jp/0000059932.html
・県内大学・短大生の就職内定率(2月末)は、対前年比3.4ポイント上昇の80.9％
→ http://www.pref.aichi.jp/0000059825.html
【豊川市】→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・豊川市行政経営改革プラン行政経営改革アクションプラン（平成25年度～平成27年度）
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/gyoseiunei/gyoseikaikaku/actionplan25-27.html
・とよかわオープンカレッジ5月開講分 ホームページからでも簡単申込み
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/saijibunka/aoinomon/opencollege/kantanmoshikomi.html
・週間どろぼう被害情報
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/bohankotsuanzen/bohan/dorobohigai.html
【蒲郡市】→ http://www.city.gamagori.lg.jp/
・平成25年度 新エネルギー導入補助金を募集します
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kankyo/25energy.html
・第21回はず夢ウォークのお知らせ
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kikaku/21hazuyume.html
・平成２５年４月１日から旅券（パスポート）の取扱を開始します
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/shimin/passport-pre.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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◆◆ 次回発行予定 ◆◆
平成25年4月15日（月）
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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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