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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
豊川商工会議所 メール NEWS
2013年4月15日号（vol.204）
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 ★
… 海外進出のご相談に対応「海外ビジネス支援サービス」
●会議所からのお知らせ
… 各種団体と会議所を結ぶ小規模企業活性化委員
… 「アベノミクス」に期待 藤戸則弘氏が講演
… 第19回郷土芸術家四人展豊川 在住の芸術家四人の作品を展示
… 木材・建設業部会 豊川木材組合ゴルフ大会
… 珠算優良生徒23名を表彰 日本珠算連盟豊川支部
… 講習会セミナーのお知らせ
・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
・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
・職長・安全衛生責任者教育研修会（建設業対象）
… 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》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 海外進出のご相談に対応「海外ビジネス支援サービス」
http://www.toyokawa-cci.org/jyouhouteikyou/kaigai2.htm
豊川商工会議所は海外ビジネス支援サービス事業を行っています。これは同
商議所国際経済委員会（木下良夫委員長）で検討を重ね事業を構築しました。
サービス事業はグローバル化、ボーダレス化等の進展により、企業の経営環
境が大きく変化する中で、今後海外進出などを考える会員企業への相談などを
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支援します。海外進出に関する相談を窓口の商工会議所が受け、既に海外進出
をしている企業の国際部門担当者を紹介し、各企業の責任のもと、問題解決へ
向け「情報交換」をするシステムとなっています。
▽相談内容
① 海外の情報を聞きたい
② 海外の取引先を開拓したい
③ 海外進出準備の活動拠点がほしい
④ 現地法人設立手続きの相談をしたい
⑤ 現地の信頼のおける人材を探したい
⑥ 現地の病院や子供の学校等の情報を聞きたいなど
▽相談資格 豊川商工会議所会員
▽問合せ先 豊川商工会議所 TEL 0533-86-4101
★海外展開情報
http://www.toyokawa-cci.org/jyouhouteikyou/kaigai.htm
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《会議所からのお知らせ》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 各種団体と会議所を結ぶ小規模企業活性化委員
http://www.toyokawa-cci.org/keieisien/syoukibokigyoukasseika.htm
豊川商工会議所中小企業相談所では、会議所と事業主を結ぶパイプ役として
「小規模企業活性化委員」を設置しています。
同委員は、商店街、業種別組合の方に小規模事業者に対する各種施策のPRや
経営相談の連絡調整をお願いしています。
経営についてのお悩みは、お気軽にお近くの小規模企業活性化委員にご相談
をおねがいします。委員から連絡を受けましたら、商工会議所経営指導員が対
応させて頂きます。
平成25年度の委員は下記リンクをご覧下さい。
→ http://www.toyokawa-cci.org/keieisien/kasseikaiinmeibo.pdf
……………………………………………………………………………………………
■◇ 「アベノミクス」に期待 藤戸則弘氏が講演
http://www.toyokawa-cci.org/news/rizaikouenkai.htm
豊川商工会議所理財部会と豊川金融協会は、2月25日（月）に経済講演会を
開催しました。
講師に三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 参与・投資情報部長 シニア
投資ストラテジストの藤戸則弘氏を迎え、「今後の日本経済の展望」と題し講
演いただきました。聴講者は115名。
2013年の日本経済の見通しについて、日本の景気回復には外需回復が必要。
為替相場に関しては、企業物価指数が目安となり、95円～100円あたりで推移
するのでは？
『アベノミクス』に対する期待から円高是正と株高が進行、景況感も急回復の
動き。日経平均もトータル的には、堅調な推移を見せる。桜の咲く頃までは買
い。ただ、５月以降はヘッジファンドの戻しがあるため、注意が必要。」と述
べられました。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 第19回郷土芸術家四人展豊川 在住の芸術家四人の作品を展示
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http://www.toyokawa-cci.org/ibent/yoninten/yoninten.htm
豊川商工会議所は、日ごろから商工会議所等の活動を通じ協力頂いている芸
術家、山本須美雄氏（彫刻）、権田穂園氏（書、後田和孝氏（陶芸）、中根強
司氏（日本画）の作品を一堂に会して3月22日から24日までの三日間、「第19回
郷土芸術家四人展」を開催しました。
初日に行われた開場式では、テープカットを執り行った後に、主催者を代表
し、大澤輝秀会頭のあいさつの後、豊川市竹本幸夫副市長が来賓を代表して祝
辞を述べられました。その後芸術家四人を代表し、山本氏が来場者へお礼の挨
拶を行いました。
挨拶のあと行われた抽選会では、芸術家四人の作品などに、数名の方が当選
されました。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 木材・建設業部会 豊川木材組合ゴルフ大会
http://www.toyokawa-cci.org/news/mokuzaigolf.htm
豊川商工会議所木材木製品工業部会（岩瀬淳一郎部会長）は、豊川木材組合
（成田榮次郎組合長）と建設業部会（安田一夫部会長）との合同親睦交流ゴル
フ大会をみとゴルフ倶楽部で、3月17日（日）に開催しました。15人が参加。
入賞された方は、以下のとおり。
【優 勝】鈴木敏弘（㈱藤原木材工業所）
【準優勝】青山 剛（㈱千両製材所）
【３ 位】市川雅之（㈱市川造園）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 珠算優良生徒23名を表彰 日本珠算連盟豊川支部
http://www.toyokawa-cci.org/news/syuzanyuuryouseito.htm
日本珠算連盟豊川支部（松下紀人支部長）は3月10日（日）、優良生徒表彰
式を豊川商工会議所で開きました。
24年度、日珠連の珠算塾で特に優秀であった生徒を表彰するもので、式には
被表彰者23名中21名が出席。表彰状の授与が行われた後、支部長より「そろば
んは古くから世界で使用され、記憶力・集中力等の能力が養われる。皆さんも
更なる上級を目指すと共に、他の学習にもしっかり取り組んでほしい」と激励。
出席者全員の記念撮影も行われ、和やかな式となりました。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 講習会セミナーのお知らせ
http://www.toyokawa-cci.org/jyouhouteikyou/kousyuukai.htm
★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
◇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
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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
・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
・職長・安全衛生責任者教育研修会（建設業対象）
日時 6月6日（木）13日（木）9時30分～17時30分 2日間14時間
問合せ先 豊川商工会議所 専門学院担当者 TEL 0533-86-4101
……………………………………………………………………………………………
■◇ 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/ ）
●夏のボーナス、民間調査機関が見通し額を発表
民間企業の今夏のボーナスについて、民間調査機関が相次いで、見通し
を発表した。見通し額について、みずほ総合研究所と第一生命経済研究所
が前年に比べ増加、三菱UFJリサーチ＆コンサルティングが減少と予測し
ている。みずほ総研：36万1,303円（前年比0.8％増）、第一生命経済研：
36万877円（同0.7％増）、三菱UFJリサーチ＆コンサル：35万7,400円（同
0.3％減）。
（みずほ総合研究所）
http://www.mizuho-ri.co.jp/publication/research/pdf/insight/jp130409.pdf
（第一生命経済研究所）
http://group.dai-ichi-life.co.jp/dlri/rashinban/pdf/et13_006.pdf
（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング）
http://www.murc.jp/publicity/press_release/press_130403
●日本の「ものづくり」競争力、「低下する」が約６割／産業能率大学
http://www.sanno.ac.jp/research/tech_manage.html
●景気悪化時の入社、同期少なく昇進確率・賃金ともに高い傾向／ＲＩＥＴＩ
http://www.rieti.go.jp/jp/publications/nts/13e029.html
●就職戦線の見通し「厳しい」８割／外国人留学生
http://www.disc.co.jp/pressrelease/detail/isresearch14-897.htm
●３月の街角景況感、前月比４．１ポイント上昇／景気ウォッチャー調査
http://www5.cao.go.jp/keizai3/2013/0408watcher/menu.html
●大手企業の妥結額６，２０３円、１．９１％／経団連・第１回集計
http://www.keidanren.or.jp/policy/2013/027.pdf
●３月末の内々定率１１．１％／マイナビ・就職内定率調査
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http://www.mynavi.jp/news/2013/04/2014_3.html
●米雇用の伸び、大幅鈍化／８万８,０００人増 ３月
（ワシントン時事）
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/kaigai/20130410.htm
（米労働省労働統計局 ニュースリリース／英文）
http://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf
●現金給与総額、前年同月比０．７％減／２月毎勤統計
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/25/2502p/dl/pdf2502p.pdf
（統計表）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/25/2502p/2502p.html
●景況感ＤＩが大幅改善／日銀の生活意識調査
http://www.boj.or.jp/research/o_survey/ishiki1304.pdf
●３月の業況ＤＩ、前月比６．７ポイント改善／日商ＬＯＢＯ調査
http://www.jcci.or.jp/lobo/201303.html
●文系：ＪＴＢ、理系：ＪＲ東日本が首位／大学生就職人気企業ランキング
http://www.mynavi.jp/news/2013/03/2014_2.html
●賃金増加優先は雇用に悪影響の恐れ／三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
http://www.murc.jp/publicity/press_release/press_130327
●日本企業の海外事業意欲に「一服感」／ジェトロ調査
http://www.jetro.go.jp/news/releases/20130328918-news
●ユーロ圏失業率１２％／過去最悪続く ２月
（ロンドン時事）
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/kaigai/20130405a.htm
（ユーロスタット ニュースリリース／英文）
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-02042013-AP/EN/3-02042013-APEN.PDF
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《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/
・したら森林まつりが開催されます
→ http://www.pref.aichi.jp/0000060400.html
・愛知県森林公園 5月のイベントのご案内
→ http://www.pref.aichi.jp/0000060026.html
・離転職者等を対象にした職業訓練(委託訓練）の平成25年6月開講分の受講者を
4月11日（木）から募集します
→ http://www.pref.aichi.jp/0000060384.html
【豊川市】→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・平成25年度流域モニタリング一斉調査参加者募集
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/kankyosumai/seibututayosei/ryuikimonitoring.html
・とよかわの観光情報
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/saijibunka/matsurikanko/kankojoho.html
・とよかわ探検隊～ちょこっと食農体験～
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/kiratto/citysales/tanken527.html
【蒲郡市】→ http://www.city.gamagori.lg.jp/
・平成２５年度地域懇談会の予定とこれまでの実施状況をお知らせします
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/site/shicho/tiikikondankai.html
・学校教育の取り組み-学校教育ビジョン→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/gakko/h22torikumi.html
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・蒲郡手筒花火まつり
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kankoshoko/tedutu.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
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◆ 次回発行予定 ◆◆
平成25年5月1日（水）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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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