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★ 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」
5月25日（土）・26日（日）開催
●会議所からのお知らせ
… 第55回商工業親善野球大会 参加チームを募集
… 創業塾とよかわ2013 受講者大募集
… 純米吟醸酒豊川いなり心願「叶」 5月4日から発売
… 商工会議所の共済制度 キャンペーンを実施します！
… 講習会セミナーのお知らせ
・不況に打ち克つものづくりセミナー
「売れ続けるオンリーワン商品のつくりかた～そのフライパン
は魔法と呼ばれてている～」
「町工場、みんなで勝ち残っていくために～日本のモノ作りを
拓く、町工場の星！登場」
… 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）
・はじめての出張・観光 中国語講座
・ＩＳＯ９００１内部監査員養成講座
… 東三河産業アカデミー
・営業力強化！”４つのチャレンジ”講座
… 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
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《今号の注目記事》
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■◇ 豊川市制70周年記念・第25回豊川市民まつり「おいでん祭」
5月25日（土）・26日（日）開催
http://www.toyokawa-cci.org/oiden/oiden.htm
★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。
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「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決まる
本年の「おいでん祭」メインイベントとなる「第11回市民〝おどら舞〟コ
ンテスト」の参加団体13チームがこの度決定した。当日は正午より、お
いでん祭会場（豊川市野球場）メインステージにて1チーム約５分の演舞を
行い、その美しさなどを競う。

★大ビンゴ大会

豊川市商店街連盟

豊川市商店街連盟（原田和義会長）は、5月1日（水）から26日（日）まで、
「おいでん祭大ビンゴ大会２０１３」と題し大売出しを行う。
この大売出し期間中には、加盟店でお買上毎に専用のビンゴカードを進呈
する。26日（日）午後四時、おいでん祭会場（豊川市野球場ステージ）で開
催する大ビンゴ大会に、ビンゴカードを持参すれば抽選会に参加できる。
★写真コンクール
おいでん祭をテーマにした写真コンクールを行う。奮ってご応募を。
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《会議所からのお知らせ》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 第55回商工業親善野球大会 参加チームを募集
http://www.toyokawa-cci.org/news/yakyuutaikai.htm
毎年好評を得て開催している豊川商工会議所・豊川鉄工会主催の第５５回豊
川商工業親善野球大会を開催する。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 創業塾とよかわ2013 受講者大募集
http://www.toyokawa-cci.org/news/sougyoujyuku2013.htm
豊川商工会議所は、新しく事業を始めようと計画している方々を対象に創業
の基本が学べる「創業セミナー」と少人数のゼミナール形式による創業までの
プログラムを組んだ短期集中研修「創業塾とよかわ２０１３」の受講者を募集
している。当講座では、創業の基礎知識、実務、開業に伴うビジネスプラン作
成など学ぶことができる。過去大勢の受講者が起業され、各業界で活躍してい
る。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 純米吟醸酒豊川いなり心願「叶」 5月4日から発売
http://www.toyokawa-cci.org/news/kanau.htm
大好評の純米吟醸酒「豊川いなり心願『叶』」の第４弾（熱処理済み）を豊川
稲荷の春季大祭が行われる５月４日（金）から販売する。<BR> 価格は１本
（４合瓶、７２０ml）１５７５円（消費税込・箱入り）。また今回から新たに１
号カップ入り（１８０ml）を４１０円で販売する。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 商工会議所の共済制度 キャンペーンを実施します！
http://www.toyokawa-cci.org/news/syoukoukaigisyokyousaiseido.htm
ページ(2)

メールNEWS vol.205
豊川商工会議所は、会員事業所の福利厚生と経営者の事業保障等を目的とした
福祉・共済制度の啓蒙と普及を図っている。そこで今回、６、７月に豊川商工
会議所共済制度の中心「手筒共済」の促進キャンペーンを行う。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 講習会セミナーのお知らせ
http://www.toyokawa-cci.org/jyouhouteikyou/kousyuukai.htm
★不況に打ち克つものづくりセミナーⅠ
「売れ続けるオンリーワン商品のつくりかた～そのフライパンは魔法と呼ばれて
いる～」
日経「ガイヤの夜明け」でも紹介。現在、３０ヶ月待ち状態がつづく「魔法の
フライパン」を完成。高価格にもかかわらず、飛ぶように売れている。脱下請け
を挑戦しつづけた錦見社長が熱く語る。
◇とき
◇ところ
◇講 師
◇受講料
◇問合せ

６月１１日（火）午後２時～
豊川商工会議所１階 第１・２会議室
錦見鋳造㈱ 社長 錦見 泰郎氏
１，０００円（但し、豊川商工会議所、東三河法人会豊川支部の非会
員の方は２，０００円）
豊川商工会議所中小企業相談所（不二門 電話８６‐９９８４）

★不況に打ち克つものづくりセミナーⅡ
「町工場、みんなで勝ち残っていくために～日本のモノ作りを拓く、町工場の星！
登場」
日経「ウーマンズ・オブ・イヤー２０１３」大賞受賞者でも知られる町工場の
輝く星、二代目、女性経営者の感性と決断と行動力を学ぶ。生産管理のＩＴ化や
若手育成など力を注ぎ業績が向上。成功事例を紹介するとともに、中小製造業の
生き抜くための道を示す。
◇とき
◇ところ
◇講 師
◇受講料

７月１１日（木）午後２時～
豊川商工会議所２階 Ａホール
ダイヤ精機㈱ 社長 諏訪 貴子氏
１，０００円（但し、豊川商工会議所、東三河法人会豊川支部の非会
員の方は２，０００円）
◇問合せ 豊川商工会議所中小企業相談所（渡辺 電話８６‐９９８４）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 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
・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

2日間12時間

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
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・はじめての出張・観光 中国語講座
日時 6月6日（木）13日（木）20日（木）
19時～20時30分 4日間6時間
・ISO９００１内部監査員養成講座
日時 6月12日（水）19日（水）26日（水）
9時30分～16時30分 3日間18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
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。

営業力強化！”4つのチャレンジ”講座
顧客の特性を把握し、顧客の立場に立った第一線営業担当者として、今、
チャレンジすべき４つのポイントについて学びます。
◇と き 6月25日（火）10時00分～16時30分 1日間5時間30分
◇ところ 豊橋商工会議所
◇講師 ㈲プロフィット 代表取締役 染谷次男氏
◇受講料 会員８０００円（非会員は１万２０００円）
◇申込み 豊橋商工会議所℡０５３２・５３・７２１１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/ ）
●外需関連を中心に業況は低調／ビジネス・レーバー・モニター調査
http://www.jil.go.jp/kokunai/blt/backnumber/2013/05/056-059.pdf
●１０～１２月の各地域の経済・雇用／地域シンクタンク・モニター調査
http://www.jil.go.jp/kokunai/blt/backnumber/2013/05/060-065.pdf
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●外国人受入れ、技能実習制度などで改善措置を勧告／総務省
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/73055.html
●労働者派遣と有料職業事業、「国際先端テスト」の対象に／規制改革会議
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/committee/130417/agenda
.html
●１３年度 全国安全週間のスローガン決定／厚労省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000303nq.html
●一致指数、前月比０．８ポイント改善／２月の景気動向指数改訂値
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/di/Revision.pdf
●全地域で景況判断が改善／１～３月期地域経済産業調査
http://www.meti.go.jp/press/2013/04/20130418001/20130418001.html
●新入社員の初任給、大手企業の９５．４％で据え置き／労務行政研究所
http://www.rosei.or.jp/research/pdf/000058929.pdf
●新入社員「キャリア」への関心高いが「行動力」発揮は苦手／日本能率協会
http://www.jma.or.jp/news/release_detail.html?id=204
●１４年新卒採用予定数が回復傾向に／マイナビ
http://www.mynavi.jp/news/2013/04/2014_4.html
●１４年度の新卒採用予定数、「増加」企業が上回る／民間調査
http://www.disc.co.jp/pressrelease/detail/14monitor_2013apr-919.htm
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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/
・第35回愛知県障害者技能競技大会の参加者を募集します！！
→ http://www.pref.aichi.jp/0000060175.html
・首都圏在住消費者に対する「あいちの観光と食の魅力」PR支援事業の委託先を募集し
ます！
→ http://www.pref.aichi.jp/0000060844.html
・平成25年度「環境月間 県民のつどい」を開催します
→ http://www.pref.aichi.jp/0000060448.html
【豊川市】→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・とよかわオープンカレッジの講師を新規募集します
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/saijibunka/aoinomon/opencollege/koushi.ht
ml
・平成25年度国民健康保険料1．2期は仮の保険料で納めてください
→

http://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/kenkohokeniryo/kokuho/hokenryou.html
・第2期 豊川市国民健康保険 特定健康診査等実施計画を策定しました
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/kenkohokeniryo/kokuho/tokuteikens
in.html

【蒲郡市】→ http://www.city.gamagori.lg.jp/
・一般非常勤歯科衛生士募集中（平成25年7月採用）
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/jinji/sikaeiseisiboshuchu.html
ページ(5)

メールNEWS vol.205
・後期高齢者医療 【人間ドック検査費用助成追加募集】
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/nenkin/koukidokkutuika.html
・食コンシェルジュ（食の案内人）になろう！！
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/site/hokencenter/syokukonsyerujyu.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5月15日（水）
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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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