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《今号の注目記事》
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■◇ 第26回豊川手筒まつり 8月24日に野球場で開催
http://www.toyokawa-cci.org/tedutu/tedutu3.htm
豊川の夏のフィナーレを飾る豊川市制施行70周年記念事業「第26回豊川手筒
まつり」が、8月24日(土)に豊川市野球場で行います。
豊川手筒まつりは、市内各連区でそれぞれの神社に奉納されている伝統の手
筒煙火を一堂に集め、勇壮に放揚するもので、今や全国に知れ渡っているもの
です。また、スターマイン、綱火、仕掛煙火、中国煙火などの煙火も打ち上げ
られます。今年の夏は豊川手筒まつりで締めくくり！どうぞご期待ください。
手筒まつりの観覧席を発売中
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▽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＝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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■◇ 第34回建設情勢懇談会 山脇市長、地元建設工事を説明
http://www.toyokawa-cci.org/news/jyouseikondankai.htm
豊川商工会議所建設業部会（安田一夫部会長）は、6月24日(月)13時30分から
商議所において、豊川市長山脇実氏、建設部長竹本和男氏ら建設関連部次長10
名を迎え「第34回建設情勢懇談会」を開催しました。
当日は、前もって豊川市長に提出した「建設工事に関するお願い」事項に基
づき懇談。お願い事項の内容は、「市工事発注について(3項目)」「その他
(6項目)」。
懇談会は、市役所出席者の紹介の後、部会代表者がお願い事項を一項目ずつ
問いかけ、市側から各要望に対する現状の報告と今後の対応について回答を頂
きました。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 経営課題に専門家がアドバイス！ 豊川商工会議所「専門家人材バンク」
http://www.toyokawa-cci.org/news/senmonkajinzaibank.htm
豊川商工会議所・豊川人材バンク協議会は「専門家人材バンク」事業として
司法書士や税理士などの専門家による経営課題に対するアドバイス事業行って
います。
この事業は、多様化・高度化する事業所の経営課題に対し、専門的な見地か
らアドバイスを行うことで課題解決をお手伝いするもので、現在、税理士、司
法書士など31名の専門家が登録しています。
豊川商工会議所で随時、相談の申し込みを受け付け、相談内容についての確
認とヒアリングを行い、専門家による支援が必要と判断した場合、該当する分
野の専門家と一緒に相談申込み事業所を訪問し、アドバイスを行います。
専門家によるアドバイスは、1回あたり1時間以内を目安とし、初回分は無料。
（同一テーマによるアドバイスは連続2回目まで無料）で受けることができます。
詳しい申込方法については、商工会議所までお問い合わせください。
問い合わせ先＝豊川商工会議所（担当・渡辺 TEL 86-9984）
……………………………………………………………………………………………
■◇ B-1グランプリイベント用チケット「たべりんくうポン券」利用協力店を募集！
http://www.toyokawa-cci.org/news/taberinkuupon.htm
本年11月9日(土)、10日(日)に開催の「第8回ご当地グルメでまちおこしの祭
典！ B-1グランプリin豊川」のイベント用チケット「たべりんくうポン券」を
利用することができる「協力店」を募集します。
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地元地域への熱い思いを持った多くの協力店の応募をお待ちしています。
▽応募期間
8月1日(木)～9月10日(火)まで
▽応募方法
B-1グランプリｉｎ豊川のホームページより応募用紙をダウンロードしてい
ただき、FAX 95-0010にてお申込ください。
▽その他
応募いただいた協力店宛てに取扱い要領、掲示用ポスター、請求書兼振込
用紙を送付いたします。
また、詳細についてはB-1グランプリin豊川のホームページをご覧ください。
http://toyokawa.b-1grandprix.com/
▽問合せ先 B-1実行委員会事務局（TEL 89-2262）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 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）

★消費税転嫁対策窓口相談等事業

消費税率引き上げ対策セミナー

◇と き 9月2日(金) 14時～
◇ところ 豊川商工会議所1階 第1・2会議室
◇講 師 豊川商工会議所 専門家人材バンク登録税理士
◇問合せ 豊川商工会議所中小企業相談所（渡辺・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
・応対マナーセンスアップ講座
日時 10月10日（木）
9時30分～16時30分

1日間6時間

・職場の見える化講座
ページ(3)

日時

メールNEWS vol.211
10月15日（火）22日（火）
9時30分～16時30分 2日間12時間

・若手社員スキルアップ講座
日時 10月24日（木）
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 TEL86-4101
……………………………………………………………………………………………
■◇ 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/）
●経済活動を支える基盤など分析／１３年度経済財政白書
甘利明・経済再生担当相は23日の閣議に2013年度の経済財政白書を提出
した。副題は「経済の好循環の確立に向けて」。日本経済の現状を「デフ
レ状況に変化が見られる」と分析。３章構成の第３章「経済活動を支える
基盤」の中で、「人材を巡る３つの論点」として、（１）若年層の雇用と
人的資本形成（２）ICT関連産業の動向と労働需給（３）グローバルな
人材獲得競争について分析している。
http://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je13/13.html
（第３章経済活動を支える基盤）
http://www5.cao.go.jp/keizai3/2013/0723wp-keizai/setsumei03-1.pdf
●景気の基調判断を上方修正／７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/201307/23geturei.html
●今後の労働者派遣制度のあり方を提言／経団連
http://www.keidanren.or.jp/policy/2013/070.html
＜フランス＞
▽失業者数、過去最多を更新／４月末時点で３２６万人、政府発表
http://www.jil.go.jp/foreign/jihou/2013_7/france_01.htm
●一致指数、前月比０．９ポイント改善／５月の景気動向指数改訂値
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/di/Revision.pdf
●１２年個人企業経済調査（構造編）結果を公表／総務省
http://www.stat.go.jp/data/kojinke/kouzou/index.htm
●上級レベルの英語力求める企業、３０％弱の水準にとどまる／民間調査
http://www.inte.co.jp/library/survey/20130722.html
●パート労働者の雇用管理改善に取り組む企業を募集、
社労士による無料アドバイスも／厚労省
http://www.mizuho-ir.co.jp/topics/2013/part-time.html
……………………………………………………………………………………………
■◇「愛知県中小企業省エネコーチング」参加企業を募集します！＜参加費無料＞

愛知県では、県内の中小企業を対象に、社内で省エネを推進できる人材を
育成するコーチング事業を実施いたします。
本事業は、省エネルギーと効率性の改善・コストダウンの両立を目指し、
座学のほか、現場において指導員と一緒になりながら実施する体験型事業で
す。社内の省エネを目指して積極的なご参加をお待ちしています。
【募集企業】
エネルギー管理コース５社
マテリアルフロー管理コース５社
【申込期限】平成25年8月7日(水)必着
【申込み先】(社)中部産業連盟 FAX：052-931-5198
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○詳しくはこちら
http://www.pref.aichi.jp/0000053108.html
○お問合せ先
愛知県環境部地球温暖化対策室（松尾）
TEL：052-954-6242
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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/
・あいちトリエンナーレ2013開幕記念列車の出発式を東岡崎駅で行います
→ http://www.pref.aichi.jp/0000063626.html
・「見て、さわって、感じて！」あいちの農林水産業を支えるサイエンスウィークを開
催します
→ http://www.pref.aichi.jp/0000063505.html
・「新城ラリー2013」について
→ http://www.pref.aichi.jp/0000063490.html
【豊川市】→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・平成25年度ふれあいセンター夏まつり
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/event/kanko/25hureai_natumaturi.html
・第58回愛知県消防操法大会について
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/anzenanshin/shobo/shobooshirase/s
hobosomuka20130725.html
・文化ホール公演事業「ウェイウェイ・ウー二胡コンサート」のご案内
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/saijibunka/bunka/concert/niko.html
【蒲郡市】→ http://www.city.gamagori.lg.jp/
・ドッキドキナイター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/pairboat2013-3.html
・H25.7.26節水へのご協力をお願いします
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/site/suido/sessui250726.html
・蒲郡市観光開発計画（案）についてご意見を募集します。
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/keikaku/kankokaihatsupublic.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 ◆◆
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平成25年9月2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。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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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