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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146回通常議員総会 平成25年度事業計画など承認
… 春の人事異動 歓送迎会開く 約100名がお祝いに
… 学生が真剣に面談 合同会社説明会開く21社が参加
… 会員企業の経営をサポート 特別融資制度 最大で5,000万円
… 豊川市商店・商店街コンクール 各賞を決定
… 大澤会頭「海外進出のあゆみ」、川合副会頭「ものづくりと発展の道」書籍を出
版
… 景況動向調査 平成24年度第4四半期結果
… エコキャップ運動 58,102個を回収
… 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
・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
… 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》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 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」
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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。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《会議所からのお知らせ》
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■◇ 第146回通常議員総会 平成25年度事業計画など承認
http://www.toyokawa-cci.org/news/tuujyougiinsoukai.htm
豊川商工会議所は、3月29日（金）15時から会議所ホールで「第146回通常議
員総会」を開き、新年度の事業計画、収支予算などを承認しました。
新年度は、市医師会、歯科医師会、薬剤師会でつくる医療部会の設置を準備
。事業計画では議員改選の他、中小企業経営強化対策として、商議所の全職員
が会員企業を巡回し経営指導を行う事を説明。･･･
……………………………………………………………………………………………
■◇ 春の人事異動 歓送迎会開く 約100名がお祝いに
http://www.toyokawa-cci.org/news/kansougeikai.htm
豊川商工会議所では、さる4月16日（火）、春の人事異動で交替となった官
公庁の方々をお招きし歓送迎会を開き、豊川市の産業界から約100名がお祝い
にかけつけました。大澤輝秀会頭、山脇豊川市長のあいさつの後、異動となっ
た方々より抱負などが述べられました。
→ 異動になった方々については、HPをご覧下さい。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 学生が真剣に面談 合同会社説明会開く21社が参加
http://www.toyokawa-cci.org/news/goudoukaisyasetumeikai.htm
豊川商工会議所学生就職情報室と蒲郡学生就職情報センター・新城商工会で
は、3月30日（土）10時から豊川商工会議所で来春大卒者（短大 ・専門学校含
む）を対象とした「地元企業合同会社説明会」を開きました。
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当日は、訪れる求職の学生たちの出足は鈍く会場を訪れた学生は86人。昨年
より少なかった。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 会員企業の経営をサポート 特別融資制度 最大で5,000万円
http://www.toyokawa-cci.org/news/tokubetuyuusiseido.htm
豊川商工会議所は、地元金融機関と連携して、市内の主な金融機関のベスト
商品プランから、最大5,000万円までの大型融資「会員向け特別融資制度」の
利用をすすめています。
この制度は担保や第三者保証人は原則不要で、会員だけの有利な金利で、ス
ピーディーな審査で受けられるものです。
当制度のパンフレット及び会員証明願いは、豊川商工会議所の他、関係金融
機関にございます。（会員証明書の発行は、商工会議所のみとなりますので、
お間違えのないようにお願いいたします）。
また、金融機関の審査の結果、ご希望に添えない場合もございますので、予
めご了承下さい。
【お問合せ先】豊川商工会議所中小企業相談所（TEL 86-9984）または、参加
金融機関の各営業窓口へご相談下さい。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 学生が真剣に面談 合同会社説明会開く21社が参加
http://www.toyokawa-cci.org/news/goudoukaisyasetumeikai.htm
豊川商工会議所学生就職情報室と蒲郡学生就職情報センター・新城商工会で
は、3月30日（土）10時から豊川商工会議所で来春大卒者（短大 ・専門学校含
む）を対象とした「地元企業合同会社説明会」を開きました。
当日は、訪れる求職の学生たちの出足は鈍く会場を訪れた学生は86人。昨年
より少なかった。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 豊川市商店・商店街コンクール 各賞を決定
http://www.toyokawa-cci.org/news/syoutenconcours.htm
店舗の新築・改装や新商品開発を行った店舗、また、商店街に貢献した個人
・グループに表彰を行う商店・商店街コンクール（豊川市・豊川商工会議所・
豊川市商店街連盟共催）の審査会を3月30日（土）に開催。日比嘉男豊川商工
会議所副会頭ら4人の審査委員によって4件を審査、各賞を決定しました。
なお今回は、商店街貢献賞として、移転オープン記念に「稲荷寿司食べ歩き
券」を発行、地域活性化に貢献した「豊川信用金庫いなり支店」が豊川市長賞
に、諏訪商店街の各種イベントに貢献した同青年部に豊川商工会議所会頭賞に
選ばれました。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 大澤会頭「海外進出のあゆみ」、川合副会頭「ものづくりと発展の道」書籍を出版
http://www.toyokawa-cci.org/news/syuppan.htm
豊川商工会議所の大澤輝秀会頭（オーエスジー㈱会長兼ＣＥＯ）は「出稼ぎ
地球会社を目指して ＯＳＧ海外進出の歩み」を出版した。平成24年8月1日か
ら25年2月28日の間、中部経済新聞に176回にわたり掲載された内容を単行本化
したものです。
また、川合悦藏副会頭（新東工業㈱専務）は「グローバル競争に勝つ日本の
ものづくりと技術経営 日本のものづくり発展の道」を出版しました。
空洞化に直面しているものづくり産業の原因を、過去40年間の日本経済とも
のづくり・技術開発の歴史に中に答えを見つけることをテーマに、ものづくり
現場に密着し、技術と経営の融合による競争力強化、負の連鎖を断ち切る日本
の成長戦略、複雑、多様化する現代の競争要因を吹き飛ばす為の考えが紹介さ
れています。
……………………………………………………………………………………………
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景況動向調査 平成24年度第4四半期結果
http://www.toyokawa-cci.org/news/keikyou.htm

豊川商工会議所は、平成24年度年第4四半期（25年1月～3月）までの景況動
向調査を行いました。
会員企業421社を対象に調査を行い、146社から回答を得た（回答率34.6％）。
「自社の業況（総合判断による）」の回答によれば、前年同期比（平成24年
1月～3月と比較）より「好転した」と回答したのは16.1％、「悪化した」と回
答したのは30.1％でＤＩ値は▲14.0、前回調査（24年度第３四半期、24年10月
～12月）の同数値の▲10.4から約４ポイント悪化しました。
……………………………………………………………………………………………
■◇ エコキャップ運動 58,102個を回収
http://www.toyokawa-cci.org/news/ecocap.htm
豊川商工会議所では、ペットボトルのキャップを回収、再資源化し、その売
却益で世界の子供達にワクチンを贈る活動「エコキャップ運動」を実施してお
り、この度、リサイクル業者への持込を行いました。
集まったキャップは、愛知県立宝陵高等学校様からお持ち込み頂いた19,333
個を含め、58,102個を回収。累計で514,491個となり、623.6人分のワクチン、
3,929キログラムのＣО２削減に相当するものとなりました。
同所では、今後もエコキャップ運動を実施していきますので、事業所でペッ
トボトルキャップが溜まってきたら、是非会議所までお持ち下さい。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 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～」
◇と き
◇ところ
◇講 師
◇受講料
◇問合せ

6月11日（火）14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」
◇と き
◇ところ
◇講 師
◇受講料

7月11日（木）14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
・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
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・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
・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 豊川職業能力開発専門学院 担当者 TEL 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/ ）
●定年退職者の退職金、大卒標準者で２,４９１万円／経団連調査
経団連は４月26日、会員企業などを対象にした「2012年９月度退職金・
年金に関する実態調査」の結果を発表した。標準者が60歳で定年退職した
場合の退職金は減少傾向にあり、総合職の大学卒（管理・事務・技術労働
者）で2,491万7,000円（支給月数43.9カ月分）となっている。
http://www.keidanren.or.jp/policy/2013/038.pdf
●５年後の賃金見通しも設問／連合総研・勤労者短観
http://www.rengo-soken.or.jp/webpage/27.html
●若者の失業、今年は７，３４０万人 先進国の回復鈍く／ＩＬＯ
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/kaigai/20130510b.htm
●欧州有名ブランド生産 安い労働力が支える―崩壊の縫製工場／バングラ
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/kaigai/20130510a.htm
●３月の雇用調整助成金等対象者、約６０万人／厚労省速報
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000030rwg.html
（再就職援助計画認定状況等）
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000030on7.html
●子どもの数１，６４９万人、過去最低に／総務省
http://www.stat.go.jp/data/jinsui/topics/topi700.htm
●３月の完全失業率、４．１％、０．２ポイント改善／労働力調査速報
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/index.htm
（労働力調査・基本集計 2013年１～３月期平均）
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/4hanki/ft/index.htm
（労働力調査・基本集計 2012年度平均）
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nendo/index.htm
●３月の有効求人倍率０.８６倍、前月比０．０１ポイント上昇／一般職業紹介状況
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000304fx.html
●３月の全国消費者物価指数、前年比０．５％下落／総務省
http://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/index-z.htm
（東京都区部の４月中旬速報値）
http://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/index-t.htm
●現金給与総額、前年同月比０．６％減／３月毎勤統計
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/25/2503p/dl/pdf2503p.pdf
（統計表）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/25/2503p/2503p.html
●勤労者世帯の消費支出、１４カ月連続の実質増加／家計調査報告
http://www.stat.go.jp/data/kakei/sokuhou/tsuki/index.htm
●３月の鉱工業生産指数、前月比０．２％上昇／経産省
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http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/iip/result-1.html
●４月の業況ＤＩマイナス１５．２に改善／日商ＬＯＢＯ調査
http://www.jcci.or.jp/lobo/201304.html
●１部上場企業の夏ボーナス（春季交渉組）、前年比０．６％の減少／労務行政研調査
http://www.rosei.or.jp/research/pdf/000058982.pdf
＜中国＞
▽依然として大きい年金の官民格差／制度一元化が政府の最終目標
http://www.jil.go.jp/foreign/jihou/2013_5/china_01.htm
●４月の米就業者１６万５,０００人増／失業率は７．５％に低下
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/kaigai/20130508a.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
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《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/
・愛知県森林公園のイベント（6月）のご案内
→ http://www.pref.aichi.jp/0000060095.html
・愛知県立東三河高等技術専門校への自動販売機設置に係る一般競争入札公告
→ http://www.pref.aichi.jp/0000061343.html
・漁況速報 ～おさかな旬報～
→ http://www.pref.aichi.jp/0000010792.html
【豊川市】→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・豊川市制施行70周年記念式典
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/event/other/hishoka2013.html
・『わくわくまちなか未来会議』の委員の募集について【70周年記念事業】
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/toshikaihatsu/chishinshigaichitaisaku/
toshikeikakuka130424.html
・選挙事務アルバイトの募集について
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/senkyo/kanriiinkai/Arbeitboshu.htm
l
【蒲郡市】→ http://www.city.gamagori.lg.jp/
・蒲郡ボートレース場リニュアルに伴う飲食サービス業者募集について（第３回）
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kyotei/boat-insyokubosyu3.html
・地域密着型サービス事業者の募集
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/choju/mittyaku-bosyu.html
・【生命の海科学館】 市民講座のご案内
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/site/kagakukan/lecture.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
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★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6月3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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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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