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11月16日会議所会員大会 ビリーバンバンコンサート
入場券販売中 会員には無料整理券を配布
講習会セミナーのお知らせ
・商業実践セミナー
「POP広告作成に挑戦！」
・ＩＴ活用支援セミナーⅡ
「タブレット端末で業務効率化
～タブレット入門からビジネス活用事例まで～」
豊川職業能力開発専門学院
・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
｢愛知県最低賃金｣は、10月26日から 時間額 780円に改正されます
海陽ヨットハーバーのネーミングライツパートナーを募集します
経営革新 助成金・補助金情報

●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
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《今号の注目記事》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 大澤輝秀会頭が退任 次期会頭に日比嘉男副会頭を内定
http://www.toyokawa-cci.org/news/kaitoutainin.htm
豊川商工会議所は9月5日(木)に第524回常議員会を開き、10月末に任期満了
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を迎える大澤輝秀会頭が退任を表明し、後任として日比嘉男副会頭を指名、
常議員会の賛同を得ました。大澤会頭は、会頭職を2期6年務めて勇退します。
11月1日開催の臨時議員総会で正式に決定します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《会議所からのお知らせ》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 3号議員15社と2号議員35社を選出 地域経済界の代表として活躍を
http://www.toyokawa-cci.org/news/3gou2gou.htm
豊川商工会議所は第22期議員の任期満了(10月末)に伴い、第23期の議員改選
を進めています。9月5日の第524回常議員会で3号議員15社を選任すると共に2号
議員35社の部会割当を決定、各部会で2号議員を選任するとともに、部会長・副
部会長ら部会役員を選出しました。1号議員は今月7日に立候補を締め切ります。
立候補者が定員(50名)を超えた場合には17日に選挙を行い同日開票、当選者
を確定します。
11月1日に開かれる第148回臨時議員総会で第23期役員(会頭、副会頭、専務理
事、常議員、監事)を選任します。
……………………………………………………………………………………………
■◇ ゆるキャラグランプリ2013へ 投票をお願いします！
http://www.toyokawa-cci.org/news/yurukyara.htm
豊川市の更なる知名度向上を目指して、「いなりん」にとって３度目となる
「ゆるキャラ(R)グランプリ2013」にエントリーしました！
１０位以内入賞できるようにがんばります。メールを見られた方も是非ご協
力下さい。投票方法などは、ホームページをご覧下さい。
(1)「ゆるキャラ(R)グランプリ2013」の概要
1.内
容 ゆるキャラ日本一をインターネット投票で決めるイベント
2010年から開催し、今回が４回目となります。
2.投票期間 平成25年9月17日(火)10時～平成25年11月8日(金)（53日間）
3.投票方法 「ゆるキャラ(R)グランプリ2013」のホームページから投票。
1日1回パソコン、スマートフォンから投票（クリック）する
ことができます。 URL：http://www.yurugp.jp/#open01
(2)「いなりん」の過去の成績
第2回（2011年）66位(348体中)、第3回（2012年）153位(865体中)
……………………………………………………………………………………………
■◇ 飲み食べ歩きイベント とよかわワンナイト「どっいいとよかわ」
10月3日は豊川のマチを楽しもう
http://www.toyokawa-cci.org/news/doeat.htm
豊川市商店街連盟(原田和義会長)は、10月3日(木)16時から23時(参加店によ
り開始・終了時間は異なります)、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！
専用チケットで、豊川のお店を“はしご”しませんか！
同イベント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
参加店と取扱所で発売中。インターネットによる予約も可能 http://mitemi-n.jp
10月2日(水)まで予約可能。但し、予約のチケット交換は当日、いっぷく亭で行
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です。
詳しくは、ホームページをご覧下さい。
……………………………………………………………………………………………
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簿記検定試験 インターネットによる申込みを開始します
http://www.toyokawa-cci.org/news/bokiinternet.htm

日本商工会議所、豊川商工会議所が開催している10月1日申込開始の第135回
簿記検定試験の受験申込より、従来の窓口受付に加えて、インターネットから
の申込みも可能となります。
豊川商工会議所のHPから、所定のフォームに必要事項を入力、お支払手続き
が完了すると、登録された住所あてに受験票を郵送致します。
なお、インターネットでの受験のお申込につきましては、受験料に加えて別
途630円の手数料がかかります。
支払方法につきましては、クレジットカード決済、コンビニ決済、Paay-easy
にてお支払が可能です。
下記リンクから申込みできます（10月1日から運用開始）。
https://www.kenteishiken.com/toyokawa/cc_usr_page.cgi?mode=1
……………………………………………………………………………………………
■◇ B-1グランプリ応援 ようこそ豊川キャンペーンを実施！
http://www.toyokawa-cci.org/news/youkosotoyokawa.htm
来る11月9日(土)、10日(日)、豊川市にてご当地グルメでまちおこし「B-1グ
ランプリin豊川」が開催されます。
そこで豊川商工会議所商業部会(笠原盛泰部会長)は、全国各地から訪れる大
勢のお客様におもてなしの心でお迎えするため「B-1グランプリ応援 ようこそ
豊川キャンペーン」を企画しました。
各参加店舗は、「ようこそ豊川へ」専用ポスターを店先に掲示し、訪れる人
々へ歓迎ムードを盛り上げます。キャンペーン期間中は、各店独自のおもてな
しサービスを展開。また、各参加店では、「たべりんくうポン券」が使用でき
ます。
▽キャペーン期間

平成25年11月１日（金）～平成25年12月１日（日）まで。

参加店等はホームページをご覧下さい。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 11月16日会議所会員大会 ビリーバンバンコンサート
入場券販売中 会員には無料整理券を配布
http://www.toyokawa-cci.org/kouryuu/kaiintaikai_.htm
豊川商工会議所第24回会員大会の記念コンサートは、豊川市制施行70周年記
念事業として文化会館で11月16日(土)14時30分から開催。
テレビのＣＭでお馴染みのフォークデュオ・ビリーバンバンを招き「～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。
S席は座席指定限定500席。豊川商工会議所会員は1席2,000円、一般の方と豊
川商工会議所非会員は1席3,000円。
自由席は豊川商工会議所会員は無料(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は1席2,000円。
問合せ先＝豊川商工会議所（担当 村上、伊與田、TEL 86-4101）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 講習会セミナーのお知らせ
http://www.toyokawa-cci.org/jyouhouteikyou/kousyuukai.htm
★商業実践セミナー「POP広告作成に挑戦！」
◇と

き

10月9日(水)

14時～
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豊川商工会議所2階 Aホール
POP広告スペシャリスト 佐藤忠生氏
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（不二門 TEL 86-9984）

◇ところ
◇講 師
◇受講料

★ＩＴ活用支援セミナーⅡ
タブレット端末で業務効率化～タブレット入門からビジネス活用事例まで～
◇と き 10月25日(金) 14時～
◇ところ 豊川商工会議所1階 第1・2会議室
◇講 師 ㈱ファイブスター 社長 金山義則氏
◇問合せ 豊川商工会議所中小企業相談所（不二門 TEL 86-9984）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 豊川職業能力開発専門学院
http://www.toyokawa-cci.org/jinzaikusei/gakuin.htm
・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/）
◇労働者派遣制度の見直し案を報告／厚労省研究会
厚生労働省・今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会（座長：
鎌田耕一・東洋大学教授）は８月20日、現行の26業務区分に基づく規制の
廃止を含めた期間制限のあり方の見直しを盛り込んだ報告書をまとめた。
http://www.jil.go.jp/kokunai/blt/backnumber/2013/10/032-033.pdf
●８月の全国消費者物価指数、前年比０．８％上昇／総務省
http://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/index-z.htm
（東京都区部の９月中旬速報値）
http://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/index-t.htm
●海外現地法人の売上高、２期連続マイナス／４～６月期
http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/genntihou/result-1/250925.html
●１４年の新卒採用活動、企業の充足率は前年並み／マイナビ
http://www.mynavi.jp/news/2013/09/2014_8.html
●雇用延長７０歳まで／個人営業職、１０月から 大和証券
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/kigyo/20130927.htm
●仏失業者、２年４カ月ぶり減少
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/kaigai/20130927.htm
●８月の求人広告掲載件数、前年同月比２９．５％増／全求協
http://www.zenkyukyo.or.jp/outline/research.php
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●一致指数、前月比１．１ポイント改善／７月の景気動向指数改訂値
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/di/di.html
●７月の現金給与総額、前年比０．１％減少／毎勤統計確報値
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/25/2507r/dl/pdf2507r.pdf
（統計表）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/25/2507r/2507r.html
●中小ものづくり企業の新製品開発、課題は人材・資金確保／東商調査
http://www.tokyo-cci.or.jp/page.jsp?id=28281
……………………………………………………………………………………………
■◇ ｢愛知県最低賃金｣は、10月26日から 時間額 780円に改正されます。
日給制、月給制の労働者の場合は、時間当たりの金額に換算して愛知県最低
賃金(時間額)780円と比較します。また、実際に支払われている賃金から次の
ものを除外した賃金額が最低賃金額以上でなければなりません。
①臨時に支払われる賃金（結婚手当等）
②１か月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与等）
③時間外労働・休日労働に対する賃金
④深夜労働に対する割増賃金
⑤精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
なお、この他、特定の産業の事業場で働く労働者については、愛知県最低賃
金よりも金額の高い特定(産業別)最低賃金(7業種)〔現在、改正等のため調査
審議中〕が適用される場合がありますのでご注意ください。
詳しくは、愛知労働局ホームページ
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
愛知労働局労働基準部賃金課(電話052-972-0257) 、または、最寄りの労働基
準監督署にお尋ねください。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 海陽ヨットハーバーのネーミングライツパートナーを募集します
http://www.pref.aichi.jp/0000064564.html
愛知県では、蒲郡市にある海陽ヨットハーバーにネーミングライツを導入す
ることとし、ネーミングライツパートナーを公募します。
今回は、年間価格250万円以上（税抜き）、契約期間3年間でネーミングライ
ツパートナーを募集します。
ネーミングライツパートナーになると、海陽ヨットハーバーに企業名、商品
名を入れた愛称を標示するとともに、愛知県のネーミングライツパートナーで
あることを自社のウェブページ、出版物等に表示することができます。
ネーミングライツ料は、海陽ヨットハーバーをはじめとした港湾施設の管理
に役立ててまいります。
詳しい要項・申込方法はホームページをご覧下さい。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 経営革新 助成金・補助金情報
【地域商店街活性化事業（助成金）第３次募集について】
http://www.syoutengai.or.jp/chiiki3/index.html
【問い合わせ先】
全国商店街振興組合連合会 ［TEL］03－3553－9300
【商店街まちづくり事業（補助金）第３次募集について】
http://www.syoutengai.or.jp/machi3/index.html
【問い合わせ先】
商店街まちづくり事業事務局 ［TEL］03－5551－9291
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【地域中小商業支援事業（中小商業活力向上事業）の第２次募集について】
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2013/130823katuryoku.htm
【問い合わせ先】
中小企業庁商業課 ［TEL］03－3501－1929
【地域中小商業支援事業（地域商業再生事業）の第２次募集について】
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2013/130823tiiki.htm
【問い合わせ先】
中小企業庁商業課 ［TEL］03－3501－1929
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《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/
・「ロボットシンポジウム2013名古屋」の参加者を募集します
→ http://www.pref.aichi.jp/0000065108.html
・「愛知・名古屋産業交流展in東京2013」を開催します
→ http://www.pref.aichi.jp/0000065095.html
・医療・福祉機器ニーズセミナーの参加者及び専門家派遣の派遣先募集
→ http://www.pref.aichi.jp/0000064902.html
【豊川市】→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・とよかわオープンカレッジ あと1週間でお申込みを締め切ります
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/saijibunka/aoinomon/opencollege/kareji.ht
ml
・豊川市インターネット公売のお知らせ
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/kobai/osirase.html
・第3回親子ふれあい工房「竹のトンボを作ろう」を開催します。
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/kosodate/kodomocenter/oyakofureai/oyakoos
irase.html
【蒲郡市】→ http://www.city.gamagori.lg.jp/
・みなとオアシスイベントクルーズ 「がまごおりから津なぎさまちへ」
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kikaku/oasis.html
・第３回「がんを知るセミナー」を開催しました
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/site/hokencenter/ganwosirusemina.html
・特別講演会「スマートシティとヘルスケアのまちづくり」
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kikaku/smartcity-healthcare.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10月15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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