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◇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。
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… 新春経済講演会 ２月５日どうなる！アベノミクスの行方と日本経済
… 女性のための生活習慣病・ガン検診２月17・20・25日に実施
… 豊川商工会議所オリジナル 観光カレンダー販売中
… 会員に信頼され、喜ばれる会議所づくりの推進等を宣言
第24回会員大会盛大に開催
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《今号の注目記事》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 新会頭に日比嘉男氏
副会頭に川合・小野両氏を再任、新副会頭に笠原盛泰氏を選任
http://www.toyokawa-cci.org/news/rinjigiinsoukai.htm
豊川商工会議所は、11月１日に「第１４８回臨時議員総会」を開き、任期満
了に伴う第23期役員改選で、会頭に日比嘉男氏（豊川信用金庫理事長）の選任
案を承認しました。副会頭には川合悦藏氏（新東工業専務）、小野喜明氏（ト
ヨテック社長）を再任、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）とする選任案と松下紀人専務理事の再任を承認、日比新体制がスタート
しました。任期は、平成25年11月１日から28年10月31日までの３年間。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《会議所からのお知らせ》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 融資相談を受け付け 12月４日に「１日公庫相談」開催！
http://www.toyokawa-cci.org/news/1nitikouko.htm
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豊川商工会議所は、日本政策金融公庫の協力により一日公庫融資相談会を開
催します。予約優先します。ご希望の方は事前にお申込みを！
事前に必要書類を提出いただければ、相談日に融資審査を行います。
▽と き 12月４日（水）13時～16時
▽ところ 豊川商工会議所
▽問合せ 豊川商議所中小企業相談所・近藤 TEL 86-9984
……………………………………………………………………………………………
■◇ 新春経済講演会 ２月５日どうなる！アベノミクスの行方と日本経済
http://www.toyokawa-cci.org/news/sinsyunkeizaikouenkai.htm
豊川商議所は金融コンサルタント・経済評論家・経済アナリストで大阪経済
大学客員教授の岩本沙弓氏を迎え、「どうなる！アベノミクスの行方と日本経
済、そして激動の世界経済」をテーマに新春経済講演会を行います。
▽講師 岩本沙弓氏（大阪経済大学客員教授）
▽テーマ どうなる！アベノミクスの行方と日本経済、そして激動の世界経済
▽とき ２月５日（水）14時～15時30分
▽ところ 豊川商工会議所 ホール
▽申込み 参加無料。
メールアドレス ( kawamura@toyokawa-cci.org )にてお申込みいた
だくか、TEL 86-4101（川村）まで。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 女性のための生活習慣病・ガン検診２月17・20・25日に実施
http://www.toyokawa-cci.org/news/seikatusyuukanbyou.htm
豊川商工会議所では、会員事業所を対象に、女性を対象にして、女性スタッ
フ（医師・検査技師等）による「女性のための生活習慣病健診とガン検診」を
２月17日（月）・20日（木）・25日（火）８時30分から15時まで、「しらゆり
クリニック健診センター」で実施します。（対象は会員事業所のみ）
女性のための生活習慣病健診・ガン検診
▼日時

平成26年２月17日（月）、20日（木）、25日（火）
（上記日程のうちいずれか1日）

８時30分～15時

【生活習慣病健診】
▼検診項目
①身体測定
②血液検査（ＧＯＴ・ＧＰＴ・ｒ―ＧＴＰ・中性脂肪・ＨＤＬコレステロ
ール・ＬＤＬコレステロール・尿素窒素・尿酸・血糖・ヘモグロビンＡ
１Ｃ・赤血球・血色素・ＬＤＨ・総たん白・ＡＬＰ・ＺＴＴ・ＴＴＴ・
白血球・血小板・ヘマトクリット値）
③血圧
④心電図
⑤眼底検査
⑥胃部Ｘ線間接撮影
⑦尿検査
⑧医師診察
▼検診料＝１人10,000円
▼その他＝検診者は前日の21時以降、食物、飲み物をとらないで、胃の中を
「空」の状態で検診を受けていただきます。
【ガン検診】（受診料一部補助）
▼乳ガン検査＝マンモグラフィ＝１人4,000円
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※一部、乳房超音波検査対応も有
▼子宮ガン検査＝子宮頸部細胞診＝１人4,000円
▼腹部超音波検査＝胆のう・肝臓・腎臓・膵臓・脾臓のエコー検査。胃の中
を「空」の状態で受診＝１人5,000円
※ガン検診のみの方は、午後受診となります。
※しらゆり健診センター・商工会議所からの受診料補助
ガン検診については、受診料の２分の１を補助します。また、３検査全てを
受診された方には、7,000円を補助します。（7,000円で３検査を受診できます）
担当 豊川商工会議所（不二門・松元 TEL 86-4101）まで。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 豊川商工会議所オリジナル 観光カレンダー販売中
http://www.toyokawa-cci.org/news/calender.htm
豊川商工会議所の2014年観光カレンダー「豊川市の観光」を販売中。
各ページにて、豊川市内の施設、名所などを紹介しています。１部800円。
豊川商工会議所窓口で販売中。是非お買い求め下さい。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 会員に信頼され、喜ばれる会議所づくりの推進等を宣言
第24回会員大会盛大に開催
http://www.toyokawa-cci.org/news/kaiintaikai.htm
豊川商議所は11月16日（土）に市文化会館で「第24回会員大会」を開催しま
した。会員関係者など約1,000人が参加、第一部式典の式典で日比会頭は、「会
員事業所への支援強化を図り、会員増強に結び付けたい、B-1は多くの皆さんの
ご理解と協力のおかげで無事、開催できた。さらなる観光振興にも力を注いで
いきたい」と式辞を述べました。
続いて従業員表彰、各種顕彰の表彰状の授与、大会宣言、抽選会を、第２部
は「ビリーバンバン」のコンサートを行いました。
【抽選会ご協賛事業所】
アクサ生命保険㈱、（宗）豊川閣妙厳寺、㈱ＵＡＣＪ銅管、豊川カード事業
組合、富士火災海上保険㈱、浜島防災システム㈱、㈱トリイパン粉、㈱ツシマ
、㈱イトコー、㈱ＡＩＨＯ、㈱フェニックス、豊川信用金庫、オーエスジー㈱
……………………………………………………………………………………………
■◇ 講習会セミナーのお知らせ
http://www.toyokawa-cci.org/jyouhouteikyou/kousyuukai.htm
★年末調整説明会
家族専従者や他人従業員がいる事業所は、給与所得者の決算といえる年末調
整が必要です。今年は特に扶養控除が見直しされ、注意が必要です。
是非、この機会に受講下さい。
▽と き
▽ところ
▽講 師
▽受講料
▽問合せ

12月16日（月）14時～
豊川商工会議所 第１会議室
豊橋税務署 記帳指導推進官
無 料
豊川商工会議所中小企業相談所
（川村 TEL 86-9984）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 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/）
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●１０月の完全失業率４．０％、前月と同率／労働力調査
総務省が29日公表した労働力調査（基本集計）によると、10月の完全
失業率（季節調整値）は4.0％となり、前月と同率だった。男性は4.3％と
前月と同率、女性は3.7％で前月に比べ0.2ポイント上昇した。
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/index.htm
●１０月の有効求人倍率０.９８倍、前月比０．０３ポイント上昇／一般職業紹介状況
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000030042.html
●１０月の全国消費者物価指数、前年比０．９％上昇／総務省
http://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/index-z.htm
（東京都区部の１１月中旬速報値）
http://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/index-t.htm
●勤労者世帯の消費支出、２カ月ぶり減少／家計調査報告
http://www.stat.go.jp/data/kakei/sokuhou/tsuki/index.htm
●経済センサス活動調査の１２年詳細編を公表／総務省・経産省
http://www.meti.go.jp/press/2013/11/20131127002/20131127002.html
●時間額１２０円以上、月額１万６，０００円以上を統一要求へ／全労連の春闘方針案
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/roushi/20131129.htm
●賃上げ「期待感なし」が７割／日本能率協会「ビジネスパーソン１０００人調査」
http://www.jma.or.jp/news/release_detail.html?id=236
●１５６社がミャンマーへ進出／帝国データバンク
http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p131104.html
●統計トピックス「女性・高齢者の就業状況」／総務省
http://www.stat.go.jp/data/shugyou/topics/topi740.htm
●１０月の求人広告掲載件数、前年同月比２１．９％増／全求協
http://www.zenkyukyo.or.jp/outline/research.php
●経営課題は「人件費の上昇」／ジェトロの米国・カナダ進出日系企業調査
http://www.jetro.go.jp/news/releases/20131121690-news
●「賃金格差１２倍超」を容認／企業幹部の高額報酬で是非 スイス国民投票
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/kaigai/20131127.htm
●民間企業の障がい者の雇用者数と実雇用率、過去最高を更新／厚労省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000029691.html
●一致指数、前月比０．８ポイント上昇／９月の景気動向指数改訂値
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/di/di.html
●中小は９，５００円目安、非正規は時給３０円目安の賃上げ要求へ
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/roushi/20131122.htm
●＜中国＞
▽戸籍制度改革の「いま」／広がる緩和・撤廃の動き、難色示す地方政府も
http://www.jil.go.jp/foreign/jihou/2013_11/china_03.htm
●国家公務員、１３年度は給与改定せず／閣議決定
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jinji/02jinji02_03000086.html
（公務員の給与改定に関する取扱いについての人事院総裁談話）
http://www.jinji.go.jp/kisya/1311/danwa251115.pdf
（地方公務員の給与改定等に関する取扱いについての総務副大臣通知）
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei12_02000041.html
●大卒初任給１９万８，０００円、前年比０．８％減／厚労省調査
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/13/dl/01.pdf
（概況）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/13/index.html
●大卒予定者の就職内定率６４．３％、前年同期比１．２ポイント上昇
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000027478.html
●高卒予定者の就職内定率４５．６％、前年同期比４．６ポイント上昇
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000027466.html
●１３年上期の工場立地件数、太陽光発電を目的に電気業で大幅増／経産省調査
http://www.meti.go.jp/press/2013/11/20131115007/20131115007.html
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●中途入社社員の採用数、「前年より増えた」が４割超／マイナビ
http://www.mynavi.jp/news/2013/11/post_138.html
……………………………………………………………………………………………
■◇ 国際セミナー情報
http://www.toyokawa-cci.org/jyouhouteikyou/kaigai.htm
★海外投資セミナーのご案内（名古屋）わが国製造業企業の海外事業展開
本セミナーでは、毎年ご報告している「中期的海外事業展開見通し」や「有
望事業展開先国・地域」などわが国製造業企業の海外事業展開の方向性に加え、
個別テーマである「事業展開先国におけるインフラのニーズと課題」、「グロ
ーバル経営の課題と今後の戦略」についてもご説明致します。
わが国の製造業企業が中期的な海外事業戦略をどのように考えているのか把
握する機会として、皆様の海外事業展開のご検討の参考になれば甚だ幸いです。
本セミナーに、是非とも多くの方々にご参加頂きたくご案内申し上げます。

▼日 時
2013年12月18日（水曜日） 15時00分～18時00分（受付開始14時30分）
▼場 所
名古屋商工会議所 5階会議室（名古屋市中区栄2-10-9）
▼主 催
名古屋商工会議所、あいち産業振興機構、JBIC
▼参加費
無 料（但し定員100名）
▼プログラム
（予定）1．「2013年度海外事業展開調査」結果報告
JBIC業務企画室 調査課 課長 阿由葉 真司
2．「新興国投資の動向と今後の展望」
KPMGマネジメントコンサルティング株式会社
執行役員 丹羽 正 氏
▼申込先
参加ご希望の方は、参加申込書にご記入の上、ファックスにてお申
込み下さい。 お申込みファックス番号:06-6311-2529
→ http://www.jbic.go.jp/wp-content/uploads/event_ja/2013/11/15603/
20131218_form_nagoya.pdf
▼お問い合わせ
株式会社国際協力銀行 西日本オフィス 浜田、高尾
ファックス番号: 06-6311-2529
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《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/
・「あいち観光まちづくりゼミ」のゼミ生参加モニターツアー
(新城設楽コース)の実施について
→ http://www.pref.aichi.jp/0000066552.html
・ダニエル・カール氏による金融経済講演会を開催します！
～オラの日米おもしろお金講座～
→ http://www.pref.aichi.jp/0000066255.html
・「ゆるキャラの森」事業の実施について
～ゆるキャラたちがスマートフォンを通してモリコロパークをご案内！～
→ http://www.pref.aichi.jp/0000065139.html
【豊川市】→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・とよかわ農業市の開催について
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/sangyo/nogyo/nomuka.html
・平成26年度一般会計予算編成状況の公表
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→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/zaisei/yosankesanzaisei/yosan/hens
eizyokyo/26yohenko.html
・応援ありがとうございました！【ゆるキャラ(R)グランプリ2013】
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/kiratto/inarin/index.html
【蒲郡市】→ http://www.city.gamagori.lg.jp/
・生涯学習講座「クレイでバラのケーキをつくろう」
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/bunspo/clay.html
・名鉄利用促進 愛知こどもの国あさひが丘スケートリンク滑走料無料企画
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kikaku/25kodomo.html
・蒲郡競走場 場内接客サービス委託業務の業者募集について
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kyotei/kyotei-sekkyaku.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12月16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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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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