メールNEWS vol.212
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
豊川商工会議所
ホームページ

メールNEWS
2013年9月1日号（vol.212）
http://www.toyokawa-cci.org/

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
◇このメールは、豊川商工会議所へメールアドレスを教えていただいた方へ
送信しています。
◆このメールは「MSゴシック」などの等幅フォントで最適に表示されます。
読みにくい場合は、メールソフトの設定を変更してください。
◇登録アドレス変更、配信停止はメールにてお知らせ下さい。
→ info@toyokawa-cci.org
a@…………………………………………………………………………………………a
★今号の注目記事★
… 会員大会記念コンサート ビリーバンバン登場
9月20日から前売り券を販売
●会議所からのお知らせ
… 第24回会員大会 優良従業員推薦を受付 9月26日まで
… とよかわワンナイト「どっいい とよかわ」豊川のマチを今年も楽しもう！
12日から前売り券を販売します
… 豊川商工会議所「経営革新等支援機関」の認定受ける
… 第23期役員・議員改選スケジュール
… 11月18日 第23回会員ゴルフ大会 参加者募集中！
…
…
…
…
…

2014年観光カレンダー 企業PRの予約受付
11月16日会員大会で表彰「我がまちの達人」募集
B-1グランプリに向けて おみやげ品ガイドマップ掲載商品・掲載店を募集
12月1日青年部縁結び交流事業参加者（独身男女）募集 11月1日締め切り
おもしろアイデア作品展・環境ゴミ問題絵画展
27日から29日 会議所で開催

…

講習会セミナーのお知らせ
・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～」
・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
… 豊川職業能力開発専門学院
・医療・介護スタッフのための接遇マナー講座
・メンタルヘルス講座
・応対マナーセンスアップ講座
・職場の見える化講座
・若手社員スキルアップ講座
… 労働委員会【メールマガジン労働情報】抜粋
…「第３回 国際ビジネス・ナビゲーション相談会」
～海外展開や貿易･海外販路開拓に関するワンストップ相談会～

●行政・各種団体情報
… 愛知県・豊川市・蒲郡市の動き
… JANカード今月のイベント、こんにちはJCです、JAひまわり
… 催事カレンダー・ギャラリー情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《今号の注目記事》
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会員大会記念コンサート ビリーバンバン登場
9月20日から前売り券を販売
http://www.toyokawa-cci.org/news/consert.htm

豊川商工会議所第24回会員大会の記念コンサートが、豊川市制施行70周年記
念事業として文化会館大ホールで、11月16日(土)14時30分から開催されます。
テレビのＣＭなどでお馴染みのフォークデュオ・ビリーバンバンさんを招き
「～愛をテーマに贈るソフトなアコースティックサウンド～」と題して行いま
す。
★入場料は、Ｓ席と自由席で異なります。
Ｓ席は座席指定限定500席。
豊川商工会議所会員 → 1席2,000円
一般の方と豊川商工会議所非会員 → 1席3,000円
自由席は豊川商工会議所会員 → 無料
（ただし、入場整理券が必要、１人２枚まで）
一般の方と豊川商工会議所非会員 → 1席2,000円
入場券は9月20日(金)

9時から販売（整理券配布）。

ビリーバンバンさんは、1969年、兄弟デュオ「ビリーバンバン」としてキング
レコードから「白いブランコ」でレコードデビュー。
88年「いいちこ」のＣＭはＣＭサウンドセレクションＣＭ音楽ベスト６。
お問合せは、豊川商工会議所（担当

村上、伊與田、TEL

86-4101）まで。
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《会議所からのお知らせ》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 第24回会員大会 優良従業員推薦を受付 9月26日まで
http://www.toyokawa-cci.org/kouryuu/kaiintaikai.htm
豊川商工会議所は、会員事業所に勤務する優良従業員を、11月16日（土）の
会員大会において表彰します。
このため、事業所からの被表彰者の推薦を受け付けます。
推薦に関する詳細はホームページをご覧下さい。
◆推薦締切日＝９月26日（木）必着
◆お問合せは、豊川商工会議所・不二門・近藤・松元（TEL 86-9984）まで。
……………………………………………………………………………………………
■◇ とよかわワンナイト「どっいい とよかわ」豊川のマチを今年も楽しもう！
12日から前売り券を販売します
http://www.toyokawa-cci.org/news/doiitoyokawa.htm
参加店マップを片手に、はしご酒で一夜を楽しみませんか？
豊川市商店街連盟（原田和義会長）は、10月3日(木)16時～23時（参加店に
より開始・終了時間異なります）、豊川稲荷周辺で一日限りの飲み歩きイベン
ト、「とよかワンナイト『どっいい とよかわ』」を開催します。
『どっいい とよかわ』には、専用チケットが必要です。5枚綴り3,000円
（当日は3,500円）で、参加店及び取扱所で9月12日(木)から販売を開始します。
▼チケット販売と利用期間
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下表の取扱一覧の他、インターネットによる予約も可能。
http//mitemi-n.jp/にて9月5日(木)から10月2日(水)まで受付。
但し、予約のチケット交換については当日イベント本部で行います。
また、使い残したチケットは、10月14日(火)まで参加店で利用可能。
▼参加店 主に豊川稲荷周辺の30店（8月10日現在）。
▼お問合せ 豊川商工会議所内・豊川市商店街連盟事務局（TEL86-4101 担当
不二門）、または、ジャンカード事務局（TEL89-2266）まで。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 豊川商工会議所「経営革新等支援機関」の認定受ける
http://www.toyokawa-cci.org/news/keieikakusin.htm
豊川商工会議所は中小企業経営力強化支援法に基づく「経営革新等支援機関」
の認定を受けました。
「経営革新等支援機関」は、近年、中小企業をめぐる経営課題が多様化・複雑
化する中、企業が安心して経営相談等が受けられるために、専門的知識や、実
務経験が一定レベル以上のものに対して、国が認定する公的な支援機関として
の位置付けを持つものです。
豊川商工会議所では、認定を受けたことにより、中小企業者が国の補助金や
日本政策金融公庫、信用保証協会等を利用する際に、補助率や貸付利率の減率
、信用保証料の減免等の推薦書を当所が提出することが可能となり資金調達機
能が高まります。
全国では13,458機関（7月10日現在)で、県下会議所は当所の他、豊橋・岡崎
・名古屋・一宮・春日井・半田商工会議所が同支援機関として認定を受けてい
ます。
問い合わせ先 豊川商工会議所 TEL86-9984
……………………………………………………………………………………………
■◇ 第23期役員・議員改選スケジュール
http://www.toyokawa-cci.org/news/yakuingiin.htm
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。議員の定数は100人で、再任可。任期は本年11月1日か
ら28年10月31日までの3年。
議員は、1号・2号・3号の種類があるが、これらは選任方法が異なるだけで、
議員としての権利や義務に差はなく、選任の時期は9月から10月までに、3号・
2号・1号の順に選ばれます。
詳しい選任方法、スケジュールなどはホームページをご覧下さい。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 11月18日 第23回会員ゴルフ大会 参加者募集中！
http://www.toyokawa-cci.org/kouryuu/golftaikai.htm
豊川商工会議所は、「第23回会員ゴルフ大会」を次のとおり開催します。
▽と き 11月18日(月)1組目午前9時スタート予定
▽ところ 東海カントリークラブ
▽参加資格 本所会員事業所の代表者、従業員。団体戦は3人または4人で1組
（団体の上位３名の合計で競います）。競技方法等の詳細は組
合せ表・スタート表とともに後日郵送します。組合せ、スター
ト順は事務局にご一任願います。
▽定 員 120名
▽会 費 5,000円（賞品、パーティ代を含む）
プレー代（ビジターのプレー代は、通常料金より4,000円割引で
セルフ10,500円、キャディ付き希望の方は事前予約制で先着20組
まで、別途3,000円必要）
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▽申込み 10月18日（金）までに参加会費を添えて事務局へ。
▽表 彰 優勝、準優勝、３位、飛び賞、ＢＢ賞、ベスグロ賞等用意。
▽お問合せ 豊川商工会議所・村上、伊與田（TEL 86-4101）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 2014年観光カレンダー 企業PRの予約受付
http://www.toyokawa-cci.org/news/calender.htm
豊川商工会議所は、毎年好評の観光カレンダーを本年度も作製します。
発行は10月を予定。会社PRを入れたオリジナルカレンダーにするため、予約
を受け付けます。
▼テーマ 豊川市の観光（仮）
▼大きさ A2版＝横42㎝×縦60㎝（最終ページは縦66㎝）
▼印 刷 カラー印刷、但し広告部分は黒一色
▼広告スペース 横42㎝×縦6㎝
▼領布価格 1部450円。100部以上、100部単位での受け付け。
ほかに広告スペースの版下代等30,000円が必要。
▼申込み方法 所定の申込書に広告の原稿を添えて豊川商工会議所まで。
▼申込み締切り 9月20日(金)まで。
▼問合せ 豊川商工会議所・川村 TEL 86-9984）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 11月16日会員大会で表彰「我がまちの達人」募集
http://www.toyokawa-cci.org/news/wagamatinotatujin.htm
豊川商工会議所は、当地域における「その道の達人」を表彰する「我がまち
の達人顕彰」の推薦を受け付けています。
表彰実施要領は次のとおり。ぜひ、「その道の達人」をご推薦ください。
◇顕彰の対象者
豊川商工会議所の会員事業所における全業種に係る技能者のうち、表彰の
期日現在において、同一職種に15年以上従事し、年齢が満35歳以上である
者で、次の要件を満たす方。
①当地域において「その道の第一人者」と称するにふさわしいこと。
②勤務成績、日常行為が極めて優秀で、後継者の育成に強い意欲を示していること。
◇受付期間＝9月30日(金)まで
◇表彰式＝豊川商工会議所 会員大会（11月16日(土)、市文化会館）
◇本件担当者 豊川商工会議所／村上 TEL 86-4101）
※詳しくはホームページをご覧下さい。
……………………………………………………………………………………………
■◇ B-1グランプリに向けて おみやげ品ガイドマップ掲載商品・掲載店を募集
http://www.toyokawa-cci.org/news/omiyage.htm
豊川商工会議所と市内四商工会は、「B-1グランプリ」開催で注目が集まる
豊川で、豊川の「おみやげ品」をPRするガイドマップを作成するための掲載商
品・掲載店を募集します。
詳しい内容は、ホームページをご覧下さい。
▽問合せ・申込
所定申込用紙にて参加条件等をご確認の上、お申込頂きます。
担当 不二門・川村 TEL86-4101まで
……………………………………………………………………………………………
■◇ 12月1日青年部縁結び交流事業参加者（独身男女）募集 11月1日締め切り
http://www.toyokawa-cci.org/news/enmusubi.htm
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豊川商工会議所青年部は、12月1日(日)10時から、ブライダルステージ・シン
フォニー（牛久保駅通5-16）において、「縁結び交流事業」を開催します。
本年で６回目、現在参加者を募集中。
ゲームやフリートーク、軽食を楽しみながら、カップル成立を支援します。
募集要項は次のとおり。
男性は豊川市在住又は在勤の20歳から45歳までの独身。
女性は20歳から40歳までの独身（男女共に学生は除く）。
▽申込方法 官製はがきに ①郵便番号 ②住所 ③氏名 ④氏名ふりがな
⑤性別 ⑥生年月日 ⑦連絡先TEL ⑧勤務先 ⑨勤務先住所
をご記入の上、豊川商工会議所へご送付下さい。
▽募集人数 男女各30名。（申込多数の場合、抽選となります）
▽参加料
男性4,000円、女性2,000円。
▽申込締切 11月1日(金)必着分まで。
▽お申込み・問合せ
TEL 86-9984
〒442-8540 豊川市豊川町辺通4-4
豊川商工会議所青年部担当 近藤・不二門
……………………………………………………………………………………………
■◇ おもしろアイデア作品展・環境ゴミ問題絵画展 27～29日会議所で開催
http://www.toyokawa-cci.org/ibent/sakubunkaiga/ideakaiga_2.htm
▽参加対象

豊川少年少女発明クラブ（会長 中川正俊豊川商工会議所機械金属工業部会
長）では、9月27日(金)～29日(日)まで豊川商工会議所ホールで「第17回おも
しろアイデア作品展」を開催します。入場無料。
併せて豊川商工会議所及び豊川商工会議所女性会が主催する小学生を対象と
した「小学生（環境・ゴミ問題）絵画コンクール」も同時に開催。
応募いただいたおもしろアイデア作品と絵画は、全作品を展示します。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 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
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・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
日時 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/）
●最低賃金 加重平均で１４円の改定目安を答申／中央最低賃金審議会
厚生労働省は８月７日、中央最低賃金審議会（会長＝仁田道夫・国士舘
大学経営学部教授）を開き、田村憲久厚生労働大臣に平成25年度の地域別
最低賃金額改定の目安を答申した。改定額は全国加重平均で14円となり、
昨年度の目安より７円高い。10円以上の目安が示されたのは３年ぶりのこ
と。
http://www.jil.go.jp/kokunai/blt/backnumber/2013/09/038-039.pdf
●国家公務員一般職試験合格者４，３８２人／人事院
http://www.jinji.go.jp/kisya/1308/ippandaisotsu25_goukaku.pdf
●１２年の労働争議５９６件、過去最少を更新／厚労省調査
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/14-24-07.pdf
（結果の概要）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/14-24.html
●外資系企業の従業員数が増加／１２年調査、経産省
http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/gaisikei/result/result_46.htm
●個人企業の業況判断、前期比５．５ポイント改善／総務省調査
http://www.stat.go.jp/data/kojinke/kakuhou/4hanki/index.htm
●７月の求人広告掲載件数、前年同月比１９．７％増／全求協
http://www.zenkyukyo.or.jp/outline/research.php
●法施行後も、定年年齢は６０歳が大多数／産労総研調査
http://www.e-sanro.net/sri/news/pr_1308/
●７月のアルバイト平均時給９８８円、１１カ月ぶり前年比プラス／民間調査
http://www.inte.co.jp/library/wage/20130826.html
●有期雇用派遣、個人単位で期間の上限設定など提起／労働者派遣の在り方研報告書
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000016029.html
●入職率、離職率とも上昇／１２年雇用動向調査
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/13-2/dl/houdou.pdf
（結果の概況）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/13-2/index.html
●一致指数、前月比０．５ポイント下降／６月の景気動向指数改訂値
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http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/di/di.html
●６月の現金給与総額、前年比０．６％増加／毎勤統計確報値
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/25/2506r/dl/pdf2506r.pdf
（統計表）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/25/2506r/2506r.html
●女性管理職、過去５年間で増加した企業１６．８％／帝国データ
http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p130802.html
●１３年上半期の日中貿易、上半期ベース総額が４年ぶり減少／ジェトロ
http://www.jetro.go.jp/news/releases/20130814611-news
……………………………………………………………………………………………
■◇「第３回 国際ビジネス・ナビゲーション相談会」
～海外展開や貿易･海外販路開拓に関するワンストップ相談会～
貿易・海外販路開拓や海外進出を計画している企業向けに、海外ビジネスを
支援する団体・企業がワンストップで各種相談に応じます。
海外展開に必要な情報・ノウハウ・ネットワークを築く絶好の機会です。
【開催日時】9月25日（水）10：00～17：00
【開催場所】愛知県産業労働センター（ウインクあいち）８階 展示場
【出 展 者】ジェトロ、中小機構、日本貿易保険、JICA、大韓貿易投資振興
公社、タイ投資委員会、インドネシア投資調整庁、マレーシア
投資開発庁、香港貿易発展局、東海日中貿易センター、愛知県
中小企業診断士協会、愛知県弁護士会、愛知県知財総合支援協
議会、金融機関、信用調査会社、国際物流会社、中国ビジネス
コンサルタント、他
●詳しくは
http://www.aibsc.jp/tabid/159/Default.aspx
●問合せ先
(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
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《行政・各種団体情報》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 愛知県・豊川市・蒲郡市の動き
【愛知県】→ http://www.pref.aichi.jp/
・県内の企業における平成25年夏季一時金要求・妥結状況調査結果をお知らせします。
→ http://www.pref.aichi.jp/0000064401.html
・アニメキャラクター「あいち戦国姫隊」が誕生！～「武将のふるさと愛知」をPR～
→ http://www.pref.aichi.jp/0000064310.html
・愛知県の経済四季報（平成25年4－6月期）
→ http://www.pref.aichi.jp/0000064155.html
【豊川市】→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・2013トヨカワシティマラソン大会を開催します
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/saijibunka/sports/citymarathontop.html
・豊川市制施行70周年記念プロモーションビデオ
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/kiratto/citysales/promovideo.html
・節水にご協力ください
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/sudogesuido/josuido/suido20130725
.html
【蒲郡市】→ http://www.city.gamagori.lg.jp/
・フリーマーケット出店者を募集します
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kankyo/furima-shutten.html
・あいちを食べにおいでん祭
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kankoshoko/aichifoodfesta.html
・H25.8.26第４回節水 ダムは危機的状況です
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http://www.city.gamagori.lg.jp/site/suido/sessui250826.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
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◆

次回発行予定 ◆◆
平成25年9月17日（火）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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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