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《今号の注目記事》
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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
7月10日から観覧席券を販売
http://www.toyokawa-cci.org/tedutu/tedutu.htm
「豊川市制施行70周年記念事業・26回豊川手筒まつり」が、8月24日(土)に豊
川市野球場で開催されます。
豊川手筒まつり実行委員会では手筒煙火見物のベストポジションの桟敷席を
7月10日(水)から販売します。
観覧席は手筒放揚所から30メートルの至近距離にあり、手筒煙火の大迫力を
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五感で感じられるベストポジションです。
▽価格（手筒まつり運営協力費）
①観覧席＝Ｓ席15,000円、Ａ席13,000円、Ｂ席10,000円
（※観覧席の大きさは間口1.5間×奥行き1間）
②スタンド席（自由席）＝１枚1,500円
③芝生席（自由席）＝１枚1,000円
▽販売期間＝7月10日（水）から土・日・祝日を除く9時～17時30分
ただし、10日のみ8時30分から先着順にて販売、定数に達し次第締切り。
▽販売場所＝豊川商工会議所
▽その他、各種注意事項がありますので、詳しくはホームページをご覧下さい。
▽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、TEL

86-4101）
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《会議所からのお知らせ》
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■◇ 第147回議員総会 新部会「医療関連部会」の設置を承認
http://www.toyokawa-cci.org/news/giinsoukai.htm
豊川商工会議所は6月11日（火）に「第147回通常議員総会」を開き、新部会
「医療関連部会」の設置や平成24度事業・収支決算、常議員の選任などを承認。

第23期役員・議員改選スケジュール決まる
豊川商工会議所第22期議員の任期が今年10月末で満了となり、第23期議員の
改選がおこなわれます。豊川商工会議所議員とは、2,400の会員の中から、その
代表として選ばれ、会議所の運営にあたる人たちです。
議員は、1号・2号・3号の種類があり、9月から10月までに、3号・2号・1号の
順に選ばれます。
選任された議員には、11月１日開催される第148回臨時議員総会で、議員認証
状等が交付されます。
詳しい選任スケジュール等については、ホームページをご覧下さい。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 「B-1グランプリ」のPRモニターを設置 会議所の正副会頭が協力
http://www.toyokawa-cci.org/news/b-1_3.htm
豊川商工会議所の正副会頭事業所、並びに豊川商工会議所は、11月9日・10日
に開催される「Ｂ‐１グランプリin豊川」をＰＲする「カウントダウンボード」
を5月21日に名鉄国府駅の連絡通路に設置しました。また、同時にＰＲ映像を放
映する機材を豊川市諏訪のプリオ1階とＪＲ蒲郡駅構内にある蒲郡市観光交流セ
ンターにも設置。
詳しくは、ホームページまで
……………………………………………………………………………………………
■◇ 「B-1グランプリ」関連事業 地元優先発注を市長に要望
http://www.toyokawa-cci.org/news/b-1_4.htm
豊川商工会議所は、6月17日(月)に山脇市長を訪問し、11月に行われる「Ｂ‐
１グランプリ」に必要な資材・物品・工事等を地元事業所に優先的に発注するよ
う要望しました。
当日は日比・小野両副会頭、松下専務が要望書を持参し、「Ｂ－１をまちおこ
しに活かすためにも地元への優先発注を」と要望。
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山脇市長は「協賛やボランティア等で地元企業の皆さんに協力いただいており
要望に沿うことができるよう、調整したい」と答えた。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 中小企業・BCP（事業継続計画）導入策定セミナー
豊川商工会議所と４商工会共催で開催
http://www.toyokawa-cci.org/news/bcp.htm
豊川商工会議所は、音羽、一宮、小坂井、御津町商工会と共催で、愛知県の
「広域連携・合併支援事業」の採択・補助助成を受け、「中小企業・ＢＣＰ
（事業継続計画）導入策定セミナー」を開催します。
【基礎セミナー】
◇とき＝7月24日(水)、14時～16時30分、
◇受講料＝無料
◇内容＝「ＢＣＰとは」、ＢＣＰの全体が分かる基礎セミナー。
◇対象者＝業種を問わず、ＢＣＰの基礎を学びたい方、どなたでも参加出来る。
【実務講座】
◇とき＝8月8日(木)、9月6日(金)、10月17日(木)、12月9日(月)
いずれも14時～16時30分
◇内容＝「自社にＢＣＰを導入するために必要な知識と企業同士の情報交換など」
実際にＢＣＰの策定までを行う。
【フォローアップ】
◇とき＝平成26年1月17日(金)、2月6日(木)、9時30分～17時
◇内容＝実務講座を受講した方を対象に講師が、ＢＣＰ策定までアドバイスする。
◇ところ＝いずれも豊川商工会議所Ａホール
◇対象者＝業種を問わず、「自社ＢＣＰ導入を検討又は計画をしている企業」
の経営者等。
※セミナーの詳細は豊川商工会議所ホームページをご参照ください。
……………………………………………………………………………………………
■◇ アイデア作品展＆絵画展 作品を募集します 9月3日まで
http://www.toyokawa-cci.org/news/ideakaiga.htm
★おもしろアイデア作品は市内小中学生が対象
豊川少年少女発明クラブ(事務局・豊川商工会議所)は9月27日(金)～29日(日)
まで「第17回おもしろアイデア作品展」行います。現在、アイデアと工夫に富
んだ作品を募集しています。
詳しい応募方法などは、ホームページまたは、下記までお問い合わせ下さい。
▽問合せ

豊川少年少女発明クラブ（担当・村上、大高

TEL86-4101）

★「環境・ゴミ問題」絵画は市内小学生を対象に
小学生の皆さん「環境・ゴミ問題」をテーマに絵画を描いてコンクールに参
加しませんか。環境・ゴミ問題について家族で今一度考え、絵画に表現して下
さい。
詳しい応募方法などは、ホームページまたは、下記までお問い合わせ下さい。
▽問合せ先

豊川商工会議所女性会事務局
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（担当・中嶋、近藤、不二門 TEL86-4101）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 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
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
・５Ｓ活動・改善の進め方講座
日時 7月11日（木）18日（木）
9時30分～16時30分 2日間12時間
・クレーム対応講座
日時 8月7日（水）
9時30分～16時30分

1日間6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/ ）
●海外現地法人の従業者数、１３期連続で増加／１～３月期
経済産業省は26日、「海外現地法人四半期調査」の結果を公表した。
2013年１～３月期の日本企業の海外現地法人の従業者数は372万9,000人で
前年同期に比べ0.5％増え13期連続のプラスとなった。
http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/genntihou/result-1/250626.html
●採用広報開始時期後ろ倒し、「就職せず卒業する学生増える」が４割超
http://www.mynavi.jp/news/2013/06/2013_1059.html
●夏のボーナス、予測で見解分かれるも実績は前年並みか微増で推移
http://www.jil.go.jp/kokunai/blt/backnumber/2013/07/042.pdf
●精神障害の労災認定件数が過去最多に／厚労省まとめ
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/gyousei/20130626.htm
●「当面の建設人材不足対策」をとりまとめ／厚労省・国土交通省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000035515.html
●「成長戦略の中核である女性の活躍」を特集／男女共同参画白書
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http://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/index.html
●５月の求人広告掲載件数、前年同月比２１．２％増／全求協
http://www.zenkyukyo.or.jp/outline/research.php
●就活「３月情報解禁、８月選考開始」キャリアセンターの半数が否定的
http://activity.jpc-net.jp/detail/lrw/activity001378.html
●若者無業者６３万人、同世代の２．３％／子ども・若者白書
http://www8.cao.go.jp/youth/suisin/hakusho.html
▽第４章社会的自立（若年無業者は第２節に記載）
http://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h25gaiyou/pdf/b1_04-1.pdf#page=3
●対日投資、２０年に倍増／３年間を「集中改革期間」安倍首相、ロンドンで経済講演
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/gyousei/20130621.htm
●一致指数、前月比０．７ポイント改善／４月の景気動向指数改訂値
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/di/Revision.pdf
●６月１日現在の大卒就職内定率６７．１％／民間調査
http://www.disc.co.jp/pressrelease/detail/14monitor_2013june-1018.htm
●インターンシップ、学生の８割が「マッチ度向上に役立つ」／民間調査
http://www.leggenda.co.jp/news/press/20130612-01.html
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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/
・小規模事業経営支援事業費補助金に係る商工会及び商工会議所の実績報告の概要を公
表します
→ http://www.pref.aichi.jp/0000061817.html
・応急危険度判定士講習会のお知らせ
→ http://www.pref.aichi.jp/0000062790.html
・今年度の地域提案公募型観光推進事業の実施団体を決定しました
→ http://www.pref.aichi.jp/0000062771.html

【豊川市】→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・「防災・減災カレッジ」（防災人材育成研修）について
→http://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/anzenanshin/bosai/bosaigensaikareji
.html
・とよかわ探検隊～ものづくり現場見学～
→

http://www.city.toyokawa.lg.jp/kiratto/citysales/tankentaimonodukuri.html
・天平の里資料館講座「藍染体験」の受講者募集
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/event/koza/aizome.html

【蒲郡市】→ http://www.city.gamagori.lg.jp/
・蒲郡まつり みなと会場・アピタ東会場の出店者を募集します
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kankoshoko/syuttennyouryou.html
・海の日記念２０１３ ヨット体験乗船会
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/bunspo/yacht.html
・蒲郡市健康大学 糖尿病予防学部開講しました
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/site/hokencenter/kenkoudaigaku.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
ページ(5)

メールNEWS vol.209
★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7月16日（火）
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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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