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《今号の注目記事》
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■◇ 農・商・工・観連携を推進 会議所・ひまわり農協と懇談開く
http://www.toyokawa-cci.org/news/noukyoukondankai.htm
豊川商工会議所では、５月１５日（水）に「ひまわり農業協同組合との懇談
会」を開催。ひまわり農業協同組合（柴田勝組合長）との商業・工業・農業・
観光が一体となったまちづくりを推進するための相互交流・相互理解・相互連
携を目的に毎年開かれているものです。
懇談会で、大澤会頭は、「諸先輩等のお蔭で、ひまわり農協さんとは長年、
良好な関係の中で様々な交流・事業展開を図っている。柴田組合長の経営手腕
によるＪＡひまわりの新しい価値づくりの成果を称賛したい。新しい事にチャ
レンジする気持ちが強いので、仲よく会議もできる。今後もお互いに切磋琢磨
し活力と賑わい溢れる街づくりの推進に知恵を出していきたい」とあいさつ。
また、柴田組合長は「全国の農協の中でも商工会議所と連携事業を実施して
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いる例は少なく素晴らしい関係にある。この懇談会も他地区には例がない。経
済環境厳しい中、アベノミクスの３本の矢の効果、毛利元就の３本の矢の教え
からも、地域が発展するには農・商・工連携が不可欠」と、今後の連携事業へ
の期待を述べました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《会議所からのお知らせ》
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■◇ 豊川商工会議所 青年部 定時総会開く
http://www.toyokawa-cci.org/news/seinenbuteijisoukai.htm
豊川商工会議所青年部（宇野秀幸会長）は、４月２５日（木）１８時３０分
から、同所にて第７２回定時総会を開き、平成２４年度の事業報告・決算（案）
を承認した。
宇野会長はスローガンに「「熱意」～豊川ＹＥＧ行動力～"無"から"有"への
進化！」を掲げ、「本年度は、創立２５周年を迎える記念する年。誰もが持っ
ている「熱意」という言葉のもと、「無」から「有」へと進化する活動を、自
ら発言し創造していきたい」とあいさつ。
また、総会では本年度新入会員１０名を紹介しました。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 豊川商工会議所 女性会 定時総会開く
http://www.toyokawa-cci.org/news/jyoseikaiteijisoukai.htm
豊川商工会議所女性会（鈴木政代会長）は、４月２２日（月）１７時３０分
から、定時総会を開き、平成２４年度事業報告、同収支決算報告並びに平成２
５年度事業計画・同収支予算案が承認された。
定時総会の席上、挨拶に立った鈴木会長は「曽田前会長より重いバトンをお
受け致し２回目の会長として責務の重大さを十分に感じている。会員が大幅に
減少し、女性会事業活動の炎を絶やさぬよう地域の皆様や全会員と一致団結し
て、継続事業はもとより女性会活動の情報発信やＰＲ、そして懸案である会員
増強運動を展開し、会員が積極的に参加できる有意義で魅力ある組織づくりを
目指したい」とあいさつ。続いて、平成２５年度新入会員３名を紹介しました。
……………………………………………………………………………………………
■◇ わずらわしい事務手続きを代行 労働保険事務組合
http://www.toyokawa-cci.org/news/roudouhokenjimukumiai.htm
労働者を一人でも雇われている事業所は必ず労働保険に加入しなければなり
ません。豊川商工会議所では、厚生労働大臣の認可を受けた労働保険事務組合
が事業主に代わって多数の事業主から委託を受け、事務手続きを行っています。
労働保険の事務を委託するメリットについては、ホームページをご覧ください。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 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
▽ところ

7月8日(月) 15時30分開演
豊川市文化会館中ホール
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▽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）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 「若者チャレンジ訓練」創設続きを代行 ジョブカード制度・奨励金を支給
http://www.toyokawa-cci.org/news/wakamonochallenge.htm
○若者チャレンジ訓練
35歳未満の非正規雇用の若者を、自社の正社員として雇用することを前提に
自社内での実習（ＯＪＴ）と座学（Ｏｆｆ‐ＪＴ）を効果的に組み合わせた３
カ月以上２年以内の職業訓練です。
一定の要件を満たす場合は、別表の若者チャレンジ奨励金（訓練奨励金と正
社員雇用奨励金）が支給される。
○人材の育成・確保支援の拠点
豊川商工会議所内に設置したジョブ・カードサポートセンターは、制度の活
用を希望する企業に対し、職業訓練に結び付けられるよう、訓練実施計画の作
成や助成金の申請に向けた準備等のお手伝いをしています。
問合せ先
豊川商工会議所 愛知県地域ジョブ・カードサポートセンター（TEL 86-4101）
愛知労働局（TEL 052-219-5519）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 「B-1」をLEDでPRトピー工業より当所に寄贈
http://www.toyokawa-cci.org/news/b-1led.htm
トピー工業㈱豊川製造所（渡部恒夫所長）は。このほど「Ｂ‐１グランプリ
ｉｎ豊川」のＰＲに活用するためのＬＥＤパネルを、豊川商工会議所とＢ‐１
実行委員会（市役所内）に寄贈しました。
同社が持つ低消費電力で高照度を確保する薄型ＬＥＤ光源を活用しており、
「Ｂ‐１」のポスターのデザインを光で演出しています。
豊川商工会議所１階ロビーと豊川市役所正面玄関ロビーに設置しているの
で、一度ご覧ください。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 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
日時 7月2日（火）～4日（木）
1日目 13時30分～15時30分
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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/ ）
●景況感、大企業、中堅企業で「上昇」超／法人企業景気予測調査
内閣府と財務省は11日、４～６月期の「法人企業景気予測調査」の結果
を公表した。企業に「貴社の景況」について聞いたところ、大企業、中堅
企業は「上昇」超、中小企業は「下降」超となっている。
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/hojin/menu_hojin.html
●消費者態度指数、前月比１．２ポイント上昇／５月消費動向調査
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/shouhi/2013/201305shouhi.html
●グローバル人財の採用・育成・活用について政策提言／経済同友会
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/roushi/20130614.htm
●全員参加型社会に向けたものづくり人材育成を分析／１３年版ものづくり白書
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000033od4.html
●「ジョブ型正社員の雇用ルール整備」など提案／規制改革会議が答申
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/publication/p_index.html
（首相官邸ウェブサイト）
http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/actions/201306/05kiseikaikaku.html
●１２年合計特殊出生率１．４１、前年比０．０２ポイント上昇／人口動態統計
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai12/index.html
●一致指数、前月比１．０ポイント上昇／４月景気動向指数（速報）
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/di/di.html
●ＧＤＰ実質成長率年率換算４．１％に上方修正／１～３月期・２次速報
http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/gaiyou/gaiyou_top.html
●５月の街角景況感、前月比０．８ポイント低下／景気ウォッチャー調査
http://www5.cao.go.jp/keizai3/2013/0610watcher/menu.html
●５月の米就業者数１７万５，０００人増 失業率は７．６％に上昇／労働省
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/kaigai/20130612.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
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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/
・今夏の省エネ・節電対策について（県民の皆様へ）
→ http://www.pref.aichi.jp/0000061775.html
・親子ふれ愛・水源地探検ツアー ～夏休みに親子で水道の故郷へ行こう～
→ http://www.pref.aichi.jp/0000062278.html
・平成25年度海水浴場水質検査等の結果がまとまりました
→ http://www.pref.aichi.jp/0000061931.html
【豊川市】→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・『わくわくまちなか未来会議』の第一回目を開催しました。【70周年記念事業】
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/toshikaihatsu/chishinshigaichitais
aku/tokei20130614.html
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・平成25年度危険物施設消防訓練を実施
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/press/syouboukunnren.html
・平成25年第1回臨時市議会
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/shigikai/honkaigiannai/rinjikaijokyo/25ne
n/gijika2013051314.html
【蒲郡市】→ http://www.city.gamagori.lg.jp/
・蒲郡みかんの木から、いいものできた！ 「塗箸」と「積み木」
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/norin/mikan-tree-hashi.html
・南海トラフ巨大地震の被害想定
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/anzen/nankaitorafu.html
・「市長表彰制度」を創設しました
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/hisho/shicho-hyosho.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7月1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/
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