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《今号の注目記事》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 第23期1号議員50社決まる 1日の臨時総会で役員を選任
http://www.toyokawa-cci.org/news/1gougiin.htm
豊川商工会議所は、任期満了に伴う議員改選で、第23期議員（任期11月１日
～28年10月31日）の１号議員50人を決定。１号議員は、９月20日に選挙公告を
し、立候補の受付を開始、10月７日に締切ったところ、定数50に対し50社が届
け出を行い、全員の無投票当選が確定しました。第23期の会頭・副会頭・常議
員・監事などの役員は、11月１日開催の第１４８回臨時議員総会で選任されま
した。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《会議所からのお知らせ》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 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
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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）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 第17回おもしろアイデア作品展 入賞者決定
http://www.toyokawa-cci.org/ibent/idea/ideakaiga.htm
豊川商工会議所・豊川少年少女発明クラブ「第17回おもしろアイデア作品展」
が９月27日（金）から９月29日（日）の３日間、当所２階ホールで行われ、た
くさんの入場者でにぎわいました。
おもしろアイデア作品展には、理科の授業を参考にした作品、牛乳パック等
を使った作品など小学生690点、中学生22点の応募があり全作品を展示。
おもしろアイデア作品展の作品については、去る９月24日・25日の審査会に
て入選作品を選定しました。
入賞された方については、ホームページをご覧下さい。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 福利厚生に会議所共済キャンペーンを展開中
http://www.toyokawa-cci.org/news/bwc.htm
豊川商工会議所は、会員事業所の福利厚生と経営者の皆さまの事業保障など
を目的とした各種共済制度の普及を図ることを目的に「秋の福祉・共済キャン
ペーン」を11月30日まで実施しております。
期間中、商品のご紹介を兼ね、当所職員と福祉・共済制度推進員（アクサ生
命）が会員事業所をお伺いさせていただきます。
ぜひ、この機会に福祉・共済制度にご加入ください。
問合せ＝豊川商工会議所・共済係（TEL

８６－４１０１）

……………………………………………………………………………………………
■◇ 次年度会長に夏目泰至氏（夏目電業所）会議所青年部定時総会開く
http://www.toyokawa-cci.org/news/jinendoseinenbukaityou.htm
豊川商工会議所青年部（宇野秀幸会長）は10月24日(木)本所にて第73回定時
総会を開き次年度役員を決めました。
次年度会長には、夏目泰至氏（㈱夏目電業所）が選任され、「自分は創立以
来のメンバー。その経験を活かした活動や会員同士のつながりを強化したい」
とあいさつされました。
次年度役員はホームページをご覧下さい。
……………………………………………………………………………………………
■◇ とよかわワンナイト大盛況の「どっいいとよかわ」豊川のマチで満喫！
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、豊川稲荷周辺の飲食店を
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中心とし、物販、サービス店も含めた計38店で、一夜限りのイベント「とよか
ワンナイト どっいい とよかわ」を開催。
居酒屋、喫茶店、食堂をはじめ、食料品、姓名判断、エステなどのサービス
もあり、専用チケットでイベント限定メニューが選べる仕組みで実施。
当日は参加店マップを片手に、はしご酒を楽しむ会社員らで大盛況となり、
席が空くのを待つグループなども見られ、豊川の夜は賑わいました。
また、まちなかイベントとして「流し」によるギター弾き語り、ゆるキャラ
「いなりん」「狐娘ちゃん」「すわポン」らも登場しイベントを盛上げました。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 海外進出等に関するアンケート調査にご協力ください（国際経済委員会）
http://www.toyokawa-cci.org/kaigai/kaigai.htm
当会員事業所の国際化支援に役立てるため、会員事業所の海外進出及び外国
人労働者の受け入れ状況についての現況を把握するためのアンケート調査を毎
年実施しています。
回答方法：専用の調査用紙にご記入いただき、FAX（0533-84-1808）もしくは
E-mail（ satou@toyokawa-cci.org ）でご回答いただきますようお願いいたし
ます。
回答期限：平成25年12月10日（火）
問合せ・申込：豊川商工会議所 浅井、佐藤

TEL 86-4101

FAX 84-1808

回答用紙はホームページから取り出せます。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 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 11月21日（木）14時00分～16時00分
◇ところ 豊川商工会議所
◇講 師 愛知県産業労働部中小企業金融課 小関 真人氏（中小企業診断士）
◇受講料 無 料
◇申込み 豊川商工会議所・中小企業相談所［近藤 TEL 86-9984］まで。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 豊川職業能力開発専門学院
http://www.toyokawa-cci.org/jinzaikusei/gakuin.htm
・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/）
●消費者マインドは改善基調も大きく低下／１０月消費動向調査
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内閣府は12日、10月の消費動向調査の結果を公表した。今後半年間の
見通しを示す一般世帯の「消費者態度指数（季節調整値）」は前月と比べ
て4.2ポイント下降の41.2となり２カ月ぶりに前月を下回った。指数の
動きから見た消費者マインドは、改善基調にあるが10月は大きく低下した
としている。
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/shouhi/2013/201310youten.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-1/result_46.html
●一致指数、前月比０．６ポイント上昇／９月景気動向指数（速報）
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/di/di.html
●月例賃金と底上げにこだわった交渉を／連合の２０１４闘争中央討論集会
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/roushi/20131108.htm
●１３年冬のボーナス、前年比増加と予測／民間調査機関見通し
（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング）
http://www.murc.jp/publicity/press_release/press_1301101
（第一生命経済研究所）
http://group.dai-ichi-life.co.jp/dlri/rashinban/pdf/et13_235.pdf
●＜フランス＞
▽公的年金制度改革案の発表／保険料拠出期間の延長と公平性への配慮
http://www.jil.go.jp/foreign/jihou/2013_11/france_01.htm
●１０月の業況ＤＩ、前月比３．２ポイント改善／日商ＬＯＢＯ調査
http://www.jcci.or.jp/news/2013/1031140047.html
●９割超の企業が新卒の初任給据え置き／経団連調べ
http://www.keidanren.or.jp/policy/2013/093.pdf
●ユーロ圏失業率１２．２％／９月も最悪水準
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/kaigai/20131106a.htm
（ユーロスタット ニュースリリース／英文）
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-31102013-BP/EN/3-31102013-BP
-EN.PDF
●育児休業給付の見直しへ／労政審雇用保険部会「たたき台」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000027874.html
▽資料に引用されたJILPT出版物
『データブック国際労働比較2013』
http://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/databook/index.html
●１３年夏季賞与前年比０．３％増／９月毎勤統計
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/25/2509p/dl/pdf2509p.pdf
（統計表）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/25/2509p/2509p.html
●９月の鉱工業生産指数、２カ月ぶり上昇／経産省
http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/iip/result-1.html
●「ブラック企業」に関する認識など調査／連合総研・勤労者短観
http://www.rengo-soken.or.jp/webpage/28.html
……………………………………………………………………………………………
■◇ 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
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
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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
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《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/
・地方法人課税の見直しに関する緊急共同要請についての知事記者会見動画を配信しま
した
→ http://www.pref.aichi.jp/0000066283.html
・愛知県森林公園12月のイベントのご案内
→ http://www.pref.aichi.jp/0000064045.html
・「知の拠点あいち」重点研究プロジェクトにおいて残留農薬が簡単に調べられるソフ
トウエアを開発しました
→ http://www.pref.aichi.jp/0000066034.html
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【豊川市】→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・第4回親子ふれあい工房を開催します
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/kosodate/kodomocenter/oyakofureai/oyakoos
irase.html
・豊川市文化ホール公演事業
「上原彩子ピアノリサイタル～上原彩子がお贈りする極上のオール・ラフマニノフ・
プログラム～」
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/saijibunka/bunka/concert/ueharaayako.html
・とよかわの観光情報に
11月13日（水曜）の「宮路山ドウダンツツジ」、「大和オオイチョウ」の紅葉状況を
掲載。
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/saijibunka/matsurikanko/kankojoho.html
【蒲郡市】→ http://www.city.gamagori.lg.jp/
・蒲郡市健康大学糖尿病予防学部 第１期生 卒業特別講演会
あの、話題の「タニタ食堂」が蒲郡にやってくる！！
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/site/hokencenter/tanita.html
・スマートフォン！これから始める方のための体験講座！
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/site/bunsposhusaikouza/smartphone.html
・第１回 蒲郡市民 いきいきウォーキング開催します
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/site/hokencenter/ikiiki.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12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。
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