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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
観覧席券 好評販売中！
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
販売しています。
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
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
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（※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＝土・日・祝日を除く9時～17時30分
ただし、予定枚数販売終了次第売り切れ。
▽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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■◇ 会員企業の海外展開をサポート 海外ビジネス支援サービスのご利用を
http://www.toyokawa-cci.org/news/kaigai.htm
豊川商工会議所は海外ビジネス支援サービス事業を行っています。これは同
商議所国際経済委員会（木下良夫委員長）で検討を重ね事業を構築しました。
サービス事業はグローバル化、ボーダレス化等の進展により、企業の経営環
境が大きく変化する中で、今後海外進出などを考える会員企業への相談などを
支援するものです。海外進出に関する相談を窓口である商工会議所が受け、既
に海外進出をしている企業の国際部門担当者を紹介し、問題解決へ向け「情報
交換」をするシステムとなっているものです。是非ご利用下さい！
……………………………………………………………………………………………
■◇ 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。
……………………………………………………………………………………………
■◇ ”地域の絆”情報交換・商談会2013
http://www.toyokawa-cci.org/news/jyouhoukoukansyoudankai.htm
“地域の絆”情報交換・商談会は、仕事の相手先をみつけるために商工会議所
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・商工会が実施するビジネスマッチング支援サービスです。
参加の申込みをすると、すべての参加事業所のリストが開示されます。これ
を見て会いたい事業所へ商談の申込みをしますと、事務局が相手先へ確認し、
合意の場合は商談日時の調整をします。
話してみたい取引先に出会い、販路拡大・共同開発など、今後の可能性を見
つける絶好の機会です。商工業はもとより、当地域の特長である農業・林業・
漁業など、幅広い分野の方々のご参加を期待いたします。
＜事業の概要＞
日
時 平成25年10月29日(火)～30日(水) 2日間 10時～17時
場
所 豊橋商工会議所（〒440－8508 豊橋市花田町字石塚42-1）
参 加 費 無 料
※但し、参加一覧リストを冊子にてご希望の方は有料(1,000円）
となります。
参加資格 東三河とその周辺地域の商工会議所・商工会の会員、地域金融機
関・関係支援機関からの紹介事業所
行事内容 事前予約商談会、参加企業展示コーナー、商工会議所・金融機関
などの相談コーナー
お申込みは、豊橋商工会議所ホームページ http://www.toyohashi-cci.or.jp
をご覧ください。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 講習会セミナーのお知らせ
http://www.toyokawa-cci.org/jyouhouteikyou/kousyuukai.htm
★IT活用支援セミナーⅠ
「自社製品を売り込め～インターネットを活用した販売促進戦略～」
◇と き
◇ところ
◇講 師
◇受講料

9月13日(金) 14時～
豊川商工会議所1階 第1･2会議室
オフィスドーラ
水谷 誠 氏
2,000円
（但し、豊川商議所、東三河法人会豊川支部の非会員の方は4,000円）
◇問合せ 豊川商工会議所中小企業相談所（川村 電話86-9984）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 豊川職業能力開発専門学院
http://www.toyokawa-cci.org/jinzaikusei/gakuin.htm
・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

・医療・介護スタッフのための接遇マナー講座
日時 9月12日（木）
9時30分～16時30分 1日間6時間
・メンタルヘルス講座
日時 9月19日（木）26日（木）
9時30分～16時30分 2日間12時間
・職場の見える化講座
日時 10月15日（火）22日（火）
9時30分～16時30分 2日間12時間
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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/ ）
●一致指数、前月比０．８ポイント上昇／５月景気動向指数（速報）
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/di/di.html
●景気判断、東北除く８地域で上方修正／日銀地域経済報告
http://www.boj.or.jp/research/brp/rer/rer130704.htm/
●景況感ＤＩが大幅に改善／日銀の生活意識調査
http://www.boj.or.jp/research/o_survey/ishiki1307.pdf
●賃上げ額は全体平均で昨年を下回る／連合の賃上げ最終集計
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/roushi/20130710b.htm
●経団連、「就活」繰り下げ／大学３年３月解禁 現２年生から適用
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/roushi-k/20130710.htm
（会長発言要旨／経団連）
http://www.keidanren.or.jp/speech/kaiken/2013/0708.html
●夏のボーナス、平均手取り額６９万９，０００円／損保ジャパンＤＩＹ生保
http://diy.co.jp/cms/news/2013/1307054610.html
●半数以上の女性「会社内に目標としたい女性いない」／マイナビ調査
http://www.mynavi.jp/news/2013/07/post_133.html
●大企業製造業の業況判断ＤＩ、２期連続で改善／日銀６月短観
http://www.boj.or.jp/statistics/tk/tankan06a.htm/
●現金給与総額、前年同月と同水準／５月毎勤統計
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/25/2505p/dl/pdf2505p.pdf
（統計表）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/25/2505p/2505p.html
●雇用保険の基本手当日額引き下げ ８月１日から／厚労省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000035j9j.html
●５月の雇用調整助成金等対象者、約４６万人／厚労省速報
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000357m8.html
（再就職援助計画認定状況等）
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000357ta.html
●５月の完全失業率４．１％／労働力調査速報
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/index.htm
●５月の有効求人倍率０.９０倍、前月比０．０１ポイント改善／一般職業紹介状況
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000354jt.html
●５月の全国消費者物価指数、前年と同水準／総務省
http://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/index-z.htm
（東京都区部の６月中旬速報値）
http://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/index-t.htm
●勤労者世帯の消費支出、１６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
●５月の鉱工業生産指数、前月比２．０％上昇／経産省
http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/iip/result-1.html
●最近の海外労働情報／ＪＩＬＰＴ
＜中国＞
▽働く中国の女性に変化の兆し／背景に「仕事と家庭の両立」重視
http://www.jil.go.jp/foreign/jihou/2013_7/china_01.htm
▽最低賃金、平均引き上げ率２０％／２０１２年労働統計
http://www.jil.go.jp/foreign/jihou/2013_7/china_03.htm
●若年層の失業対策で合意／１兆円超を投入へ ＥＵ
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/kaigai/20130703.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/
・熱中症の予防について
→ http://www.pref.aichi.jp/kenkotaisaku/netyuusyou/nettyuusyou.html
・県内の企業における平成25年春季賃上げ要求・妥結状況調査結果をお知らせします。
→ http://www.pref.aichi.jp/0000063212.html
・モリコロパーク「もりの学舎」夏休み特別企画「モリコロパーク百景
フォトコンテスト」「あそび工房」ほか
→ http://www.pref.aichi.jp/0000062252.html
【豊川市】→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・とよかわ就農塾第4期生を募集します
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/sangyo/nogyo/nogyoshinko/shinkishu
no/nomuka20130712.html
・夏の安全なまちづくり市民運動が始まりました。
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/bohankotsuanzen/kotsuanzen/shiminnunn
dou2507.html
・風しん予防接種費用の一部を助成します。
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/kenkohokeniryo/iryojosei/hokencen
ter-25fusin.html
【蒲郡市】→ http://www.city.gamagori.lg.jp/
・これから始める方のタブレット体験講座
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/site/bunsposhusaikouza/tablet.html
・蒲郡市定住促進ポータルサイト「いいじゃん蒲郡」を開設しました
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kikaku/teiju.html
→ http://iijangamagori.jp/
・「蒲郡みかんの木」の挑戦
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/norin/mikan-tree-hashi.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8月1日（木）
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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、
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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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