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《今号の注目記事》
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■◇ 市民まつり・企業の人材育成に強力な支援を
豊川商工会議所が豊川市に要望
http://www.toyokawa-cci.org/news/youbou.htm
豊川商工会議所は10月15日（月）、日比嘉男副会頭、川合悦藏副会頭、小野
喜明副会頭、松下紀人専務理事が豊川市役所を訪れ、山脇実市長、今泉淳乙議
長はじめ市幹部に「平成26年度の豊川市予算編成に関する要望書」を提出しま
した。
市民まつりの運営や「B-1グランプリ」後の観光振興策、豊川職業能力開発
専門学院への支援など19項目について要望しました。
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要望事項の詳細については、ホームページをご覧下さい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《会議所からのお知らせ》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 新副会頭に笠原盛泰氏（ハクヨプロデュースシステム社長）
第525回常議員会で賛同
http://www.toyokawa-cci.org/news/sinfukukaitou.htm
豊川商工会議所は、10月17日（木）に第525回常議員会を開き、11月1日から
就任する副会頭に川合悦藏氏（新東工業㈱専務）、小野喜明氏（㈱トヨテック
社長）の２名の再任と、日比嘉男氏（豊川信用金庫理事長）の会頭就任に伴う
新副会頭に笠原盛泰氏（㈱ハクヨプロデュースシステム社長）の就任、また現
会頭の大澤輝秀氏の名誉会頭就任について賛同を得ました。
11月1日開催の臨時議員総会で正式に決定します。任期期間は平成25年11月1
日から28年10月末までの3年間です。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 地域商談会（三河・知多会場）受注企業を募集
http://www.toyokawa-cci.org/news/tiikisyoudankai.htm
三河・知多地域を中心に中小企業の受発注機会拡大のため、「地域商談会」
を来年2月に開催します。現在、受注企業を募集中。この機会に新たな取引先
の開拓にお役立て下さい。
【地域商談会（三河・知多会場）】
◇と き 平成26年2月18日（火）13時～17時10分
◇ところ 刈谷市産業振興センター「あいおいホール」
◇参加企業 発注企業50社、受注企業150社を予定。
◇商談方法 一面談25分
◇主 催 （財）あいち産業振興機構、県内の商工会議所
【受注企業募集要領】
◇募集期間 12月13日（金）まで
◇お申込 所定の様式にて貴社の概要等を提出頂きます。まずは電話を。
◇問合せ 中小企業相談所（TEL 86-9984 担当 不二門）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 豊川のみやげものガイドマップが完成
http://www.toyokawa-cci.org/news/guidemap.htm
B-1グランプリの開催で、ご当地グルメに注目が集まる中、豊川の「おみや
げ」にも注目してもらおうと、豊川商工会議所と市内4商工会（音羽・一宮・
小坂井・御津町）が共同で製作を進めてきた「みやげものガイドマップ」が
この度完成しました。
マップはB3版で、32店の選りすぐり商品を写真付きで紹介するほか、6社の
協賛企業を掲載。豊川市の観光スポットと共に、商品が購入できるよう、各
店の位置を表示しています。
タイトルは、「どうまい！が満載!!だリン☆豊川みやげもの完全攻略マッ
プ」とし、市の宣伝部長「いなりん」を起用しました。発行部数は5万部。
配布は、豊川商工会議所・4商工会、観光案内所などで行うが、今回は特に
「B-1グランプリ」と「豊川稲荷秋季大祭」に合わせて配布し、同日開催の観
光物産展（会場・豊川稲荷境内）での商品展示、販売も行います。
同マップは、豊川市のポータルサイトみてみン（ http://mitemi-n.jp/ ）
でも閲覧が可能。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 純米吟醸酒 豊川いなり心願「叶」（かなう）
23日から販売、B-1併催行事でも販売
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http://www.toyokawa-cci.org/news/kanau.htm
大好評の純米吟醸酒「豊川いなり心願『叶』」を、今回は生酒・約3,000本を
豊川稲荷の秋季大祭の11月23日（土）から販売します。
価格は1本（4合瓶、720ml）1,575円（消費税込、箱入り）。豊川稲荷秋季大
祭の会場で販売する他、次の15店舗で販売します。（完売次第、販売終了）
▽㈱森田屋酒店（TEL 86-2337）
▽富岡屋酒店（TEL 86-2022）
▽㈱大島屋（TEL 86-2069）
▽丸大商店（TEL 83-0012）
▽酒工房・和泉屋（TEL 86-2231）
▽㈲吟酒館たからや（TEL 89-8800）
▽サンクス豊川大崎店（TEL 84-8521）
▽ヤマサちくわ 豊川インター店（TEL 85-3451）
▽ヤマサちくわ 音羽インター店（TEL 87-0990）
▽三輪屋ギフト館豊川店（TEL 86-6586）
▽ＪＡひまわりグリーンセンター一宮（TEL 93-6111）
▽ 同 Ａコープ中部店（TEL 89-1201）
▽ 同 Ａコープ一宮店（TEL 93-2975）
▽ 同 Ａコープ小坂井店（TEL 78-3381）
▽ 同 産直ひろば御津（TEL 76-2135）
また、11月9日（土）と10日（日）の2日間、「B-1」の併催イベント「豊川市
観光物産展」の会場（豊川稲荷境内）で限定200本を先行販売します。
完売次第、終了。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 会議所青年部「みんなでいなり2013」 23日の稲荷秋季大祭会場で
http://www.toyokawa-cci.org/news/minnadeinari.htm
豊川商工会議所青年部（宇野秀幸会長）は豊川鮓商組合の協力を得て、11月
23日（土・祝）、秋季大祭の豊川稲荷境内で「豊川稲荷みんなでいなり2013」
を行います。
当日、参加者200名を募集しご祈祷済のアゲとシャリを使い、2,500個のいな
り寿司を作ります。
お米は「稲荷の里」米を使用。製作するいなり寿司で大文字を完成させ、
「ご祈祷いなり寿し」として参加者等に振舞います。
参加希望者は豊川稲荷寺宝館前に9時30分～10時頃にご来場を。完成後の振
舞いは13時頃を予定。問合せ＝青年部事務局（TEL 86-9984）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 講習会セミナーのお知らせ
http://www.toyokawa-cci.org/jyouhouteikyou/kousyuukai.htm
★経営革新計画書の作り方と活用法講座
法律により、愛知県から認証された「経営革新計画書」があると、資金調達
の際に信用保証の別枠適用や金利優遇、特許関係費用の減免などが受けられま
す。今回制度の説明と、書類作成方法について勉強します。今後の事業展開に
役立てて下さい。
◇と き
◇ところ
◇講 師
◇受講料
◇申込み

11月21日（木）14時00分～16時00分
豊川商工会議所
愛知県産業労働部中小企業金融課 小関
無 料
豊川商工会議所・中小企業相談所［近藤
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……………………………………………………………………………………………
■◇ 豊川職業能力開発専門学院
http://www.toyokawa-cci.org/jinzaikusei/gakuin.htm
・部下が育つ褒め方と叱り方講座
日時 11月21日（木）
9時30分～16時30分 1日間6時間
・ポカミス撲滅への体質改善と対策の進め方講座
日時 12月4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/）
●景況感はわずかに改善／ビジネス・レーバー・モニター調査
JILPTでは企業・業界団体などを対象に各業種の業況実績と次期の業況
予想を定点観測的に聞いています。2013年４～６月期の業況実績は、
アベノミクスによる株高などで、高額商品の消費は依然として活発。
海外に展開する企業では、為替効果で業績を伸ばすところが出てきて
います。一方、燃料費や原材料費の上昇の打撃を受ける業種は業況感
が上向かない状況にあり、総じて景況感はわずかに改善したといえる
としています。
http://www.jil.go.jp/kokunai/blt/backnumber/2013/11/052-054.pdf
●９月の雇用調整助成金等対象者、約２６万人／厚労省速報
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000027599.html
（再就職援助計画認定状況等）
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000027572.html
●福祉分野の雇用動向など掲載／厚労省「労働市場分析レポート」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/roudou_report/i
ndex.html
●９月の完全失業率４．０％に改善／労働力調査
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/index.htm
（2013年７～９月期平均 速報）
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/4hanki/ft/index.htm
●９月の有効求人倍率０.９５倍、前月と同水準／一般職業紹介状況
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000027087.html
●勤労者世帯の消費支出、３カ月ぶり増加／家計調査報告
http://www.stat.go.jp/data/kakei/sokuhou/tsuki/index.htm
●９月の全国消費者物価指数、前年比０．７％上昇／総務省
http://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/index-z.htm
（東京都区部の１０月中旬速報値）
http://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/index-t.htm
●９月の求人広告掲載件数、前年同月比３９．３％増／全求協
http://www.zenkyukyo.or.jp/outline/research.php
●２０１４年春闘方針構想を確認／国民春闘共闘委員会
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/roushi/20131030.htm
●キャリア支援企業、厚生労働大臣表彰に１０社決定
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000026011.html
●高校の質が学力、賃金に与える影響を分析／ＥＳＲＩディスカッションペーパー
http://www.esri.go.jp/jp/archive/e_dis/e_dis304/e_dis304.html
●上昇傾向が継続、景況判断「緩やかに持ち直し」／７～９月期地域経済産業調査
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http://www.meti.go.jp/press/2013/10/20131024001/20131024001.html
●５年ぶりにベア相当分を統一要求へ／連合の２０１４春闘基本構想
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/roushi/20131025.htm
●７～９月の景況感が改善／地域経済四半期動向 日商
http://www.jcci.or.jp/news/2013/1017152431.html
●米就業者数１４万８，０００人増／雇用の伸び鈍化 失業率は７．２％に低下 ９月
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/kaigai/20131025.htm
●景気判断、全国９地域で上方修正／日銀地域経済報告
http://www.boj.or.jp/research/brp/rer/rer131021.htm/
●一致指数、前月比０．１ポイント低下／８月の景気動向指数改訂値
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/di/di.html
●８月の現金給与総額、前年比０．９％減少／毎勤統計確報値
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/25/2508r/dl/pdf2508r.pdf
（統計表）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/25/2508r/2508r.html
●４０代までの４人に１人がマタハラ被害／連合調査
http://www.jil.go.jp/kokunai/blt/backnumber/2013/11/033.pdf
●労働者の６割が仕事などで強い不安やストレス／厚労省調査
http://www.jil.go.jp/kokunai/blt/backnumber/2013/11/034-035.pdf
……………………………………………………………………………………………
■◇ 国際セミナー情報
★「米国経済事情と子会社設立の法律問題」
http://www.jetro.go.jp/events/item/20131018162/
ジェトロ名古屋では、米国進出を検討されている企業、または既に米国に事
業進出されている企業を対象として、米国経済の最新動向や通商政策を紹介し
カリフォルニア州を事例にした子会社設立や関連法律問題について解説するセ
ミナーを開催します。
日

時

場 所
2-2-22）
参加費

2013年11月14日（木曜） 13時45分～16時30分
ジェトロ名古屋 IBSCホール 名古屋センタービル別館8階（名古屋市中区錦
無料

★「それでも中国 現状中国の課題と諸問題」
http://www.tokai-center.gr.jp/_file/HP2013.11.12.pdf
本年9月29日に新設されました「中国尾（上海）自由貿易試験区」に関する金
融、貿易、投資等幅広い分野の規制緩和の現状、ならびに日経企業の今度の中匡
事業運営での経営課題と対策等について解説いたします。
日 時
2013年11月12日（火）13時30分～17時30分
会 場
名古屋商工会議所 2階 大会議室
参加費
無料
……………………………………………………………………………………………
■◇ ものづくり中小企業革新展開セミナー 実施（愛知県）
http://www.pref.aichi.jp/0000065515.html

「ものづくり中小企業『経営革新』セミナー in東三河」参加者を募集しています！

東三河県庁では、中小企業の新事業展開、企業間連携に役立・
ﾂセミナーを開
ページ(5)

メールNEWS vol.216
催します。
日本テレビ「世界一受けたい授業」等に出演し、「日本の中小企業は世界最
強」と説く、橋本久義氏による講演や、県内外の企業の事例紹介により、取り
組みへのヒントを提供します。
【日時】平成25年11月27日（水） 午後1時から午後4時40分まで
【場所】名豊ビル 8階コミュニティーホール及びホールＤ
（豊橋市駅前大通2-48、豊橋駅より徒歩5分）
【主催】愛知県
【対象】・自動車部品メーカーを始めとする中堅・中小企業者
・医療・福祉関連機器への新規参入に関心のある企業
【プログラム】
○基調講演 「臥龍経済日本の中小企業の行方
～日本のものづくり、「倍返し」のためのヒント～」
（政策研究大学院大学 名誉教授 橋本久義 氏）
○新事業展開等に役立つ施策の紹介
○事例発表Ａ【テーマ：自動車産業のイノベーション】
「高精度部品加工技術で宇宙・
ﾉ飛び立つ」
（株式会社蒲郡製作所 代表取締役社長 伊藤智啓 氏）
「京都を一大「試作加工集積地」にするために」
（京都試作ネット 代表理事 竹田正俊 氏）
○事例発表Ｂ【テーマ：医療・福祉機器への新規参入】
「浜松を健康・福祉・医療機器の集積地に！橋本螺子と協同組合HAMINGの取組」
（橋本螺子株式会社 代表取締役社長 橋本秀比呂 氏）
「世界初の本格的な車イス自動洗浄機で、福祉分野に新規参入」
（アタム技研株式会社 代表取締役社長 塚原 弘祥 氏）
○名刺交換会
【参加費】無料
【定 員】150名（先着順）
【申込み方法】申込用紙に必要事項を記入の上、FAXかEメールにて申込み
（11月20日（水）〆切）
【詳細及び申込用紙】下記の県ホームページをご覧ください。
http://www.pref.aichi.jp/0000065515.html
【申込み・問合せ先】愛知県東三河総局企画調整部産業労働部
TEL：0532－35－6116（ダイヤルイン）
FAX：0532－54－7239
Eメール：higashimikawa@pref.aichi.lg.jp
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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/
・設楽ダム連続公開講座 第8回とよがわ流域県民セミナーの参加者を募集します
→ http://www.pref.aichi.jp/0000065696.html
・平成25年度「あいち緑のカーテンコンテスト」の優秀事例を決定しました
→ http://www.pref.aichi.jp/0000065857.html
・平成25年度第3回県政世論調査にご協力ください
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【豊川市】→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・ワークショップ「公演をつくってみよう！」第2期生募集のお知らせ
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/shisetsu/bunkakyoiku/sakuragaokamuseum/ma
tizukuriiinkai/koenwotsukutemiyo2.html
・注意 空き巣連続発生
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/bohankotsuanzen/bohan/akisutyuui.
html
・市長行事予定【毎週更新】
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/shichoshitsu/gyojiyotei.html
【蒲郡市】→ http://www.city.gamagori.lg.jp/
・市民総ぐるみ防災訓練に合わせヤフー防災速報訓練を実施します
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/anzen/bosaisokuhokunren.html
・蒲郡市シェイクアウト訓練を実施します
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/anzen/shake.html
・第９回くらふとフェア蒲郡２０１３
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kankoshoko/craft.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11月15日（金）
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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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