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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。
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
本年最後のメールNEWSになります。今年１年ご愛読ありがとうございました。
来年も、様々な情報を提供させていただきます。新年は、１月１５日号から再開
させていただきのでお楽しみ下さい。
★今号の注目記事★
… 豊川市議会と懇談

市制への要望に関して意見交換

●会議所からのお知らせ
… 新任議員研修会 会議所の役割を深く理解していただく
… 第23回会員ゴルフ大会
片山博さん（シニア・女性の部）来山健一さん（一般男性の部）が優勝
… 全国高校駅伝 男子は豊川工業、女子は豊川高校が出場
… 石原まき子さんトークショーなど 2月8日に法人会「市民講演会」
… 豊川職業能力開発専門学院
・職長等教育研修会（製造業対象）
… 労働委員会【メールマガジン労働情報】抜粋
… 中小企業・小規模事業者のためのワンストップ年末特別相談会 開催
●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》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 豊川市議会と懇談 市制への要望に関して意見交換
http://www.toyokawa-cci.org/news/sigikaikondan.htm
豊川商工会議所は11月25日（月）にホールで、豊川市議会と市政への要望に
ついて懇談しました。市議会は、今泉議長、柳田副議長ら10名が参加。会議所
からは、日比会頭、川合、小野、笠原副会頭や各部会長、委員長らが24名が出
席しました。
懇談会では、会議所側が過日市政へ提出した予算編成に関する要望書に基づ
いて、市民まつりの運営や豊川職業能力開発専門学院への支援、「Ｂ―１グラ
ンプリ」後の観光振興など19項目について説明しました。市議会側からじは会
議所に対しての質問があり有意義な懇談を行いました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《会議所からのお知らせ》
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新任議員研修会 会議所の役割を深く理解していただく
http://www.toyokawa-cci.org/news/sinningiinkensyuu.htm

豊川商工会議所は、11月25日（月）に役員改選に伴い、新たに議員に就任し
た方を対象に研修会を開催しました。
研修会では、商工会議所の歴史的背景や部会・委員会といった組織の運営、
商工業者数・会員数や財政などの現状や今後の展開等について紹介しました。
また、商工会議所議員の任務について、議員憲章を基に地域産業の振興、街
づくり、中小企業支援のための提言活動等において地域を牽引する存在として
位置付けられていることを説明しました。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 第23回会員ゴルフ大会
片山博さん（シニア・女性の部）来山健一さん（一般男性の部）が優勝
http://www.toyokawa-cci.org/news/golf.htm
豊川商工会議所は、11月18日（月）に「第23回会員ゴルフ大会」を東海カン
トリークラブで開催。一般男性の部に56人、シニア・女性の部に32人が参加。
団体戦は、21組がエントリー。ダブルペリア方式で自慢の腕を競いました。
主な入賞者は次の通り
【一般男性の部】
▽優勝 来山健一（アコー解体建工）
▽準優勝 栗田芳宏（栗田インテリア）
▽３位 藤村康司（ナツメ）
【シニア・女性の部】
▽優勝 片山博（片山建設）
▽準優勝 梅村忠男（宮崎製材所）
▽３位
戸苅幸一（戸苅工業）
【団体戦】
▽優勝 チームタカミ
▽準優勝 穂の国ＪＣ・ＯＢ・現役Ｂ
▽三位 穂の国ＪＣ・ＯＢ・現役Ａ
また、当日は会員企業のかたから多くのご協賛をいただき、参加者へお渡し
しました。
「第23回会員ゴルフ大会」に、協賛商品提供企業は24社あり、協賛金提供役員
議員企業は51社、合計75社の企業協賛をいただき大会は運営されました。
ありがとうございました。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 全国高校駅伝 男子は豊川工業、女子は豊川高校が出場
http://www.toyokawa-cci.org/news/zenkokukoukouekiden.htm
全国高校駅伝競走大会愛知県予選会が11月３日（日）に知多市の知多運動公
園陸上競技場を発着点とする男子７区間42.195キロ、女子５区間21.0975キロの
特設コースで行われ、男子は豊川工が２時間８分32秒で２年ぶり15回目の優勝、
女子は豊川１時間８分14秒で７連覇を達成、12月22日に京都市で行われる全国
大会の切符を手にしました。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 石原まき子さんトークショーなど 2月8日に法人会「市民講演会」
http://www.toyokawa-cci.org/news/siminkouenkai.htm
東三河法人会豊川支部（木下良夫支部長）は市民講演会として石原裕次郎夫
人、石原まき子さんによるトークショーと、石原裕次郎さん主演「黒部の太陽」
の上演会を行います。
▽と

き

２月８日（土）12時開演
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▽ところ

豊川市文化会館

★★入場には整理券が必要（豊川商議所のみで配布）★★
▽整理券配布＝１月10日（金）午前９時から豊川商議所にて配布。
１人２枚まで（無料）
▽問合せ 東三河法人会豊川支部（豊川商議所内、担当・近藤、TEL86-4101）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 豊川職業能力開発専門学院
http://www.toyokawa-cci.org/jinzaikusei/gakuin.htm
職長等教育研修会（製造業対象）
◇と き 平成26年２月６日（木）13日（木）
９時30分～16時30分 ２日間12時間
◇講 師 西郷労働安全コンサルタント事務所 代表 西郷省吾氏
◇受講料 １人15,000円（非会員は18,000円）
◇申込み 豊川商工会議所［伊與田、浅井 TEL86-4101］まで。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 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／１１月消費動向調査
内閣府は10日、11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1.3ポイント上昇の42.5だった。指数の動きから見た消費者マインドは、
改善基調にあるとしている。
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/shouhi/2013/201311youten.html
●９月のパート平均時給、東日本９４９円、西日本９０２円／民間調査
http://apj.aidem.co.jp/cgi/index.cgi?c=data_wage_zoom&pk=99
●「労働時間の新たな適用除外制度の創設」を提案／規制改革会議 雇用ＷＧ
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/committee2/131205/agend
a.html
●７～９月期のＧＤＰ実質成長率、年率１．１％／２次速報値公表
http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/gaiyou/gaiyou_top.html
●１１年度の社会保障給付費、１０７兆円超／社会保障・人口研
http://www.ipss.go.jp/ss-cost/j/fsss-h23/fsss_h23.asp
●景況感、大企業・中堅企業で「上昇」超／法人企業景気予測調査
http://www.mof.go.jp/pri/reference/bos/results/1c2503.htm
●１％以上の賃上げ要求方針を決定／金属労協の２０１４闘争方針
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/roushi/20131211b.htm
●２０１４、１５年度ともに３，５００円の賃上げを要求
／基幹労連の賃上げ要求構想
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/roushi/20131211a.htm
●就活時期後ろ倒し、企業の６割強が「特に影響なし」／アイデム調査
http://www.aidem.co.jp/company/topics/pdf/20131206_3aidem.pdf
●米就業者２０万３，０００人増／失業率７％、雇用回復鮮明に １１月
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/kaigai/20131211a.htm
（米労働省労働統計局 ニュースリリース／英文）
http://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf
●現金給与総額、前年同月比０．１％増／１０月毎勤統計
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/25/2510p/dl/pdf2510p.pdf
（統計表）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/25/2510p/2510p.html
●全産業の人件費、前年比４．７％減／財務省・法人企業統計調査
http://www.mof.go.jp/pri/reference/ssc/results/h25.7-9.pdf
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●すべての組合が月例賃金１％以上の賃上げ／連合が闘争方針を決定
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/roushi/20131206a.htm
●４，５００円の賃上げ（ベア）要求方針を提案／ＪＡＭ討論集会
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/roushi/20131206b.htm
●ベア分として３，７００円を統一要求へ／私鉄総連が賃上げ要求方針案を提起
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/roushi/20131206c.htm
●大学３年の就活スタート／都内で合同説明会 内々定ピークは来年４月
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/doukou/20131206.htm
●１１月の景況判断、東北など５地域を上方修正／内閣府・地域経済動向
http://www5.cao.go.jp/keizai3/chiiki/2013/1129chiiki/menu.html
●１０月の雇用調整助成金等対象者、約２４万人／厚労省速報
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000030418.html
●１０月の鉱工業生産指数、前月比０．５％上昇／経産省
http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/iip/result-1.html
●１３年賃上げ実施企業７９．８％、前年比４．５ポイント上昇／厚労省調査
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/13/index.html
●１１月の業況ＤＩ、ほぼ横ばい／日商ＬＯＢＯ調査
http://www.jcci.or.jp/news/2013/1129140005.html
●若手社員、２％賃上げ／４，０００人対象 野村証券
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/kigyo/20131204.htm
●外国人就業者が前年比３万人減少／２０１３年度の外国人雇用動向
http://www.jil.go.jp/foreign/jihou/2013_12/korea_02.htm
●有望国、中国４位後退／首位インドネシア 国際協力銀調査
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/kaigai/20131204a.htm
▽わが国製造業企業の海外事業展開に関する調査報告／国際協力銀行
http://www.jbic.go.jp/ja/information/press/press-2013/1129-15775
……………………………………………………………………………………………
■◇ 中小企業・小規模事業者のためのワンストップ年末特別相談会 開催
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kinyu_monitoring/torikumi/131211/soudan
kai.html
年末に向け、中小企業・小規模事業者の皆さんの金融やその他各種施策に
関する相談に対応するため、関係省庁等の担当者が集まって、ワンストップ
で親身に対応させていただく相談会を開催します。是非ご利用下さい。
◇と
◇場

き
所

平成25年12月24日（火）10時～16時
ウインクあいち１１０３会議室（名古屋市中村区名駅４）

相談会参加省庁・関係機関等
・経済産業省、金融庁、厚生労働省、農林水産省及び国土交通省
・日本政策金融公庫、信用保証協会、商工中金中央金庫及び中小企業基盤整備機構
・税理士及び社会保険労務士等 ・愛知県（あいち産業振興機構）
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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/
・平成25年度第2回県政世論調査の結果について
→ http://www.pref.aichi.jp/0000066606.html
・愛知県森林公園1月のイベントのご案内
→ http://www.pref.aichi.jp/0000064631.html
・次世代エネルギーシステムセミナー～バイオマスエネルギー～の開催について
→ http://www.pref.aichi.jp/0000067250.html
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【豊川市】→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・市内バス路線の年末年始の運行について
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/kokyokotsu/kokyokotsuoshirase/jin
kenkotsu251213001.html
・とよかわオープンカレッジ特別講座 Will あなたがいてくれて よかった
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/saijibunka/aoinomon/opencollege/tokubetuk
ouza.html
・平成25年度豊川市コミュニティバス広告事業主を募集しています。
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/kokyokotsu/kokyokotsuoshirase/com
unibuskokonushi.html
【蒲郡市】→ http://www.city.gamagori.lg.jp/
・市長の選ぶ１０大ニュース
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/site/shicho/10dai-news.html
・願いのツリープロジェクトin蒲郡
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kankoshoko/negai-no-tree.html
・第２４回はず夢ウォークのお知らせ
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kikaku/24hazu.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26年1月15日（水）
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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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