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… 「創業塾とよかわ2013」受講者を募集
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～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」
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《今号の注目記事》
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■◇ 「創業塾とよかわ2013」受講者を募集 6月8・15・29日の3日間
http://www.toyokawa-cci.org/news/sougyoujyuku2013_2.htm
豊川商工会議所は、これからお店を開きたいと考えている方、また、検討し
ているサラリーマン、主婦、学生さんたちを対象に創業の基本が学べる短期集
中研修「創業塾とよかわ2013」の受講者を募集しています。
▼日程とテーマ
6月8日(土)開講式、創業の基礎知識
15日(土)ビジネスアイデア創出・ビジネスプラン作成のポイントと演習
29日(土)ビジネスプラン発表、事業成功のポイント、創業者による特別講演。
講義は、各日とも10時～16時。
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▼会 場
▼受講料
▼問合せ
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豊川商工会議所
1人3,000円（3日間の講座料）
豊川商工会議所中小企業相談所・渡辺（TEL 86-9984）または
メール（ info@toyokawa-cci.org ）でも受付ます。
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《会議所からのお知らせ》
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■◇ 豊川市制施行70周年記念事業・第26回豊川手筒まつり
8月24日（土）豊川市野球場で開催！
http://www.toyokawa-cci.org/tedutu/tedutu.htm
豊川市制施行70周年記念事業・第26回豊川手筒まつりを、8月24日(土)豊川
市野球場で開催。（雨天の場合、25日に順延）。
現在、豊川市民まつり協議会・豊川手筒まつり実行委員会では、協賛金とお
祝い手筒煙火の希望者を募集中。
詳しくは、ホームページをご覧ください。
▽問合せ先

豊川手筒まつり実行委員会事務局（豊川商工会議所内、86-4101）

……………………………………………………………………………………………
■◇ 第21回会員ボウリング大会 参加チームを募集
http://www.toyokawa-cci.org/news/boling.htm
豊川商工会議所では、8月6日(火)に「第21回会員ボウリング大会」を行いま
す。現在、参加チーム募集中！
▽開催日 8月6日(火)午後６時３０分競技開始
▽会 場 コロナキャットボウル（豊川コロナワールド内）
▽受付時間 17時45分～18時15分
▽参加資格 本所会員事業所の事業主とその家族、および従業員。
※会員企業合同チームの参加も可能です。
▽定 員 112人（定員に達し次第締め切ります）
▽参加料 1人1,500円（ゲーム代、貸靴代、消費税含む）

★賞品協賛企業募集します
商工会議所は、「会員ボウリング大会」「会員ゴルフ大会」「会員大会」へ
の賞品提供を募集しています。
これは各事業所の製品や商品を広く参加会員の方々に知っていただく事を目
的に、表彰式で行われる「大抽選会」で当選者へ手渡します。
会員ボウリング大会ならびに賞品協賛の申込み・問合せ
本所 村上、伊與田 TEL 86-4101まで。
……………………………………………………………………………………………
■◇ B-1グランプリin 豊川 協賛とボランティアにご協力を
http://www.toyokawa-cci.org/news/b-1_2.htm
「B-1グランプリin豊川」実行委員会は、開催・運営のための協賛企業と企業
ボランティアを募集しています。
【協賛金】1口3万円から（内容＝ガイドブック、ＨＰバナー、協賛社展示ボード等）。
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【ボランティア】
▽豊川市内の募集人数 2,200人（東三河全体で4,000人を募集。うち市町村
職員1,300人、ボランティア2,700人）
▽従事内容 出展者ブース派遣、チケット販売、駐車場整理、会場清掃、お
もてなし対応など。
※ 11月9日、10日、いずれか1日でも歓迎します。従事内容に関する説明
会は、10月頃に開催予定です。
お申し込み、お問い合わせはB-1実行委員会事務局（TEL 89-2262）へ
……………………………………………………………………………………………
■◇ 豊川経済同友会 政治経済講演会 講師に村田晃嗣氏（同志社大学長）
http://www.toyokawa-cci.org/news/seijikeizaikouenkai.htm
豊川経済同友会（大澤輝秀会長）は、市制70周年を記念し、同志社大学学長
で、テレビ番組のコメンテーターとして知られる村田晃嗣氏を講師に迎え『日
本の安全保障政策とこれからの対応』をテーマに政治経済講演会を行います。
聴講には整理券が必要です（豊川商工会議所のみで配布）。
▽と き 7月8日(月) 15時30分開演
▽ところ 豊川市文化会館中ホール
▽整理券配布 6月7日(金)9時から豊川商工会議所にて配布。1人2枚まで（無料）
▽問合せ 豊川経済同友会
（豊川商工会議所内 担当 渡辺・原田 TEL 86-4101）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 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
・TWI講座JI（仕事の教え方）コース
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7月2日（火）～4日（木）
1日目 13時30分～15時30分
2･3日目 13時30分～17時30分 3日間10時間

・機械製図 図面の見方・読み方講座
日時 7月8日（月）22日（月）29日（月）
13時30分～17時30分 3日間12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/ ）
●経団連が労働時間法制改革などの見直し策を提言
経団連は４月16日、提言『労働者の活躍と企業の成長を促す労働法制』
をとりまとめ、公表した。提言では、雇用の維持・創出を図るには、労働
者保護の政策だけでなく、企業の事業活動の柔軟性確保や多様な就業機会
の創出の観点を重視し、バランスのとれた政策としていくことが不可欠だ
と強調。そのうえで、労働者が働きやすく、透明性の高い労働法制に向け
た具体策として、（１）労使自治を重視した労働時間法制改革、
（２）勤務地・職種限定契約に対する雇用保障責任ルールの透明化、
（３）労使自治を重視した労働条件の変更ルールの透明化――を求めている。
http://www.jil.go.jp/kokunai/blt/backnumber/2013/06/042.pdf
●新入社員 ジェネラリスト志向が過去最高水準に
http://www.jil.go.jp/kokunai/blt/backnumber/2013/06/043.pdf
●在職者のジョブ・カード活用の可能性など整理／厚労省が報告書
http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=187445
●死亡災害、死傷災害、重大災害、いずれも増加／１２年労働災害発生状況
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000032ryk.html
●個人企業の業況判断、０．２ポイント改善／個人企業経済調査・確報
http://www.stat.go.jp/data/kojinke/sokuhou/4hanki/index.htm
（2012年度結果）
http://www.stat.go.jp/data/kojinke/sokuhou/nendo/index.htm
●４月の求人広告掲載件数、前年同月比１６．３％増／全求協
http://www.zenkyukyo.or.jp/outline/research.php
●景気の基調判断を上方修正／５月の月例経済報告
http://www5.cao.go.jp/keizai3/getsurei/getsurei-index.html
（首相官邸ウェブサイト）
http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/actions/201305/20geturei.html
●一致指数、前月比１．３ポイント改善／３月の景気動向指数改訂値
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/di/Revision.pdf
●３月の現金給与総額、前年同月比０.９％減少／毎勤統計確報値
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/25/2503r/dl/pdf2503r.pdf
（統計表）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/25/2503r/2503r.html
●３月の鉱工業生産指数確報値、前月比０．９％上昇／経産省
http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/iip/result-1.html
●ハローワークを通じた障がい者の就職件数、３年連続で過去最高を更新
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000031ock.html
●１～３月期のＧＤＰ実質成長率、年率３．５％
http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/gaiyou/gaiyou_top.html
●勤労者世帯の貯蓄高１，２３３万円で前年と同水準／家計調査年報
http://www.stat.go.jp/data/sav/sokuhou/nen/index.htm
●個人企業の業況判断、前期比横ばい／個人企業経済調査・速報
http://www.stat.go.jp/data/kojinke/sokuhou/4hanki/index.htm
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●消費者態度指数４４．５に上昇／４月消費動向調査
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/shouhi/shouhi.html
●４月の内々定率は３４．６％／マイナビ・就職内定率調査
http://www.mynavi.jp/news/2013/05/2014_5.html
……………………………………………………………………………………………
■◇ あいち産業振興機構からのお知らせ
「国際ビジネス相談デスク」のご案内
初歩から実践まで、国際ビジネスに関する様々な相談に経験豊富な専門家が
お答えします。（相談無料）
【開 催 日】

【開催場所】

定期相談（原則 毎月第2・4火曜日 14：00～16：00 ）と、
ご相談者と専門家の日程を調整して開催する随時相談がありま
す。
愛知県産業労働センター（ウィンクあいち）18階
又は、名古屋センタービル別館8階※相談内容によって会場が
異なります。

●詳しくは
●問合せ先

http://www.aibsc.jp/tabid/129/Default.aspx
(公財)あいち産業振興機構情報・国際ビジネス部
国際ビジネスグループ
TEL 052-715-3065
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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/
・がんセンター中央病院に新たな「外来化学療法センター」がオープンします
→ http://www.pref.aichi.jp/0000061808.html
・平成25年度緊急雇用創出事業基金事業（起業支援型地域雇用創造事業）
「経営革新に挑戦する中小企業の成功事例集作成事業」の業務委託先を募集します
→ http://www.pref.aichi.jp/0000061102.html
・スギちゃん様への「LOVEあいちサポーターズ」委嘱について
→ http://www.pref.aichi.jp/0000061750.html
【豊川市】→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・ネクタイからネックレスをつくろう！
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/gomirecycle/recycle/risaikurukouz
a.html
・70周年記念「NHKのど自慢」の申込み受付が始まりました！
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/machizukuri/shisei70shunen/sonota/kika
ku_nodojiman.html
・フリーマーケット開催情報
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/gomirecycle/recycle/freemarketkai
saijoho.html
【蒲郡市】→ http://www.city.gamagori.lg.jp/
・脱メタボのための筋トレ・脳トレ実践教室
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/site/hokencenter/datumetabo.html
・ドッキドキペアボート試乗会の参加者を募集します
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kyotei/pairboat2013.html
・国民健康保険･後期高齢者医療【脳ドック検査費用助成】
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/nenkin/kokuhokyufu023.html
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……………………………………………………………………………………………
★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6月17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
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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