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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
あけましておめでとうございます。
平成26年最初のメールマガジンとなります。今年一年もよろしくお願いします。
★今号の注目記事★
… 平成26年度事業計画大綱を承認

中長期ビジョンの策定など15項目

●会議所からのお知らせ
… 地域を越えて交流 第5回東三河遠州広域人材交流会 平成26年3月3日に開催
… 次年度会長に加藤憲子さん（花工房バラの木）会議所女性会臨時総会開く
… 生活習慣病・ガン検診 3月10・12日に実施
… 日比会頭「旭日双光章」を受章 地域金融期間として大きな功績
… 大澤輝秀名誉会頭 感謝のつどい開催
… 講習会・セミナーのお知らせ
・会計セミナー（2回開催）
決算書の見方・活かし方と資金繰り改善のポイント
… 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
… 健康まめ知識「歯周病ケアで糖尿病を改善」

●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》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 平成26年度事業計画大綱を承認 中長期ビジョンの策定など15項目
http://www.toyokawa-cci.org/news/jigyoukeikakutaikou.htm
豊川商工会議所では、先月12日に開いた第527回常議員会において、平成26年
度に豊川商工会議所が取り組む事業計画大綱を決定しました。
（主な項目は以下のとおり。詳しくはホームページをご覧下さい）
１．時代の要請に対応する商工会議所づくりの推進
２．東日本大震災被災地の復旧・復興加速化の支援
３．現場に立脚した政策提言要望活動の実施
４．商工会議所の変革のための組織・運営基盤の強化
ページ(1)

メールNEWS vol.220.txt
５．会員のためのサービス事業の充実
６．地域中小企業の成長力強化のための支援
７．活力あふれる地域社会の創造と取組み支援
８． 展示商談会の開催とビジネス交流支援並びに産学官連携
９．人材育成・能力開発支援事業の実施
１０．雇用開発・雇用安定事業の推進
１１．危機対応体制の整備促進と環境の調和・持続可能社会の構築・促進
１２．調査・広報・情報化活動の充実・実施
１３．経営安定のための各種制度の普及・加入促進
１４．各種検定試験の実施
１５．広域連携による地域活性化の推進並びにインフラ整備
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《会議所からのお知らせ》
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■◇ 地域を越えて交流 第5回東三河遠州広域人材交流会 平成26年3月3日に開催
http://www.toyokawa-cci.org/news/jinzaikouryuu.htm
豊川商工会議所は東三河地域の商工会議所、商工会と浜松商工会議所と連携
し、会員事業所の人脈を少しでも広げることで、今後のビジネスチャンス獲得
のきっかけにしていただこうと、「第５回東三河・遠州広域人材交流会」を行
います。是非ご参加下さい。
◇と き
◇ところ
◇内 容

平成26年３月３日（月）１３時３０分～
豊川商工会議所
ビジネスマッチングのチャンスの場とするための
名刺交換会・個別商談会

【基調講演】
講 師：京都試作ネット／代表理事

竹田正俊氏

◇参加資格は次の商工会議所、商工会の会員。
豊川・豊橋・蒲郡・岡崎・浜松商工会議所、
音羽・一宮・小坂井・御津町・新城市・設楽町・東栄町・津具・
豊根村・田原市・渥美商工会
◇申込方法

参加は無料。いずれかでお申込下さい。
①下記リンクから必要事項を入力して送信。
http://www.toyokawa-cci.org/koikijinzaikoryu/mosikomi.htm
②所定の申込書に記入の上、FAX（0533-84-1808）。

◇問合せ

豊川商工会議所
担当：川村、大高、松山。TEL 0533-86-4101
……………………………………………………………………………………………
■◇ 次年度会長に加藤憲子さん（花工房バラの木）会議所女性会臨時総会開く
http://www.toyokawa-cci.org/news/jinendojyoseikaikaityou.htm
豊川商工会議所女性会（鈴木政代会長）は、去る12月10日(火)に市民プラザ
において臨時総会を行い、平成26年度の役員を選任しました。
次年度会長には加藤憲子氏（花工房バラの木）が選任され、「今年度の会長
が創り上げてきた良い所を活かしつつ、新しい事にも挑戦しながら、次の世代
の方々と絆を深めたい。また再来年、節目の30周年を迎えるにあたり準備委員
会を設け活動していきたい」と挨拶しました。
★次年度役員は次の通り。
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【会長】加藤憲子（花工房バラの木）
【副会長】大久保佐智子（豊川印刷㈱）
曽田光子（豊川信用金庫）
井指妙子（井指製茶(株)）
【理事】井上百合子（㈲レンタルいなり）
稲垣喜代子（㈱オニックスエステ事業部シエスタ・同好会幹事）
古川真理子（日本メカケミカル(株)）
藤原真由美（ミチ美容室）
栗山悦子（㈲サンリツインテリア）
石黒孝子（㈲セーヌ）
宮地和子（ミヤチ(株)・同好会幹事）
宮地幸江（㈲宮地商店）
宮﨑すみれ（㈱ＡＩＨＯ）
【監事】神谷典江（㈲丸栄）
鈴木政代（鈴木克幸事務所）

★新入会員を随時募集中
女性会では、新入会員を随時募集中。入会資格は、本所会員のうち女性経営
者もしくは、経営に参画している女性。心からお待ちしております。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 生活習慣病・ガン検診 3月10・12日に実施 ※対象は会員事業所のみ※
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、生活習慣病の早期発見、健康意
識を高めることによる健康の保持、増進を図ることを目的に「生活習慣病健診
とガン検診」を、3月10日(月)・12日(水)の8時30分～11時まで、本所2階ホール
で実施します。
近々送付する所定申込書にご記入の上、申込締切日までにお申込み下さい。
詳細は、ホームページをご覧頂くか、豊川商工会議所（不二門・松元 電話
86・4101）までお問合せ下さい。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 日比会頭「旭日双光章」を受章 地域金融期間として大きな功績
http://www.toyokawa-cci.org/news/hibikaitoujyokun.htm
豊川信用金庫理事長、豊川商工会議所会頭の日比嘉男氏は、平成25年秋の叙
勲で金融功労による「旭日双光章」を受章した。
日比氏は昭和37年に同金庫に入行。常務理事、副理事長を歴任、平成15年か
らは理事長を務めており、地域金融機関としての地域貢献が高く評価されまし
た。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 大澤輝秀名誉会頭 感謝のつどい開催
http://www.toyokawa-cci.org/news/oosawameiyokaitoukansyanotudoi.htm
豊川商議所は、12月12日(木)に大澤輝秀名誉会頭の「感謝のつどい」をオー
エスジーゲストハウスで行いました。
大澤名誉会頭は37年の長きにわたり、豊川商工会議所の会頭をはじめとする
要職を務め、平成25年10月末日をもって会頭を退任。11月1日から名誉会頭に
就任しています。
今回の感謝のつどいは豊川商工会議所の日比会頭、川合・小野・笠原副会頭
が発起人となって企画したもので、当日は山脇市長など来賓や会議所役員など
46人が参加しました。
冒頭、発起人を代表して日比会頭が「多くの教えをいただいた。グローバル
な視点で、つねに冷静な判断ができる方。今後も会議所、市に助言をいただけ
たら」とあいさつ、大澤名誉会頭は「皆さんに支えてもらった会頭時代の6年間。
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たくさんの皆さんが集まり、会を催していただき、感謝します」と述べられま
した。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 講習会セミナーのお知らせ
http://www.toyokawa-cci.org/jyouhouteikyou/kousyuukai.htm
★会計セミナー（2回開催）
決算書の見方・活かし方と資金繰り改善のポイント
決算書を理解していますか？
今回、利益アップのために、決算書の基本や見るべきポイント、また、資金
繰りを改善させるための考え方について、2日間に分けてお話します。
◇テーマ

①…決算書の見方と活かし方
②…資金繰り改善のポイント

◇と

①…2月3日(月)
②…2月10日(月) いずれも18時～20時30分
※ ①、②いずれかのみの受講でも結構です。

き

◇ところ
◇講

師

◇受講料

豊川商工会議所
みどり経営グループ

代表社員・税理士天野

卓男氏

1回 2,000円（但し、豊川商工会議所、法人会豊川支部会員の方）
※ 上記以外の方は、4,000円となります。

◇申込み 商工会議所へ電話にてお申込み下さい。担当・近藤 TEL 86-4101
……………………………………………………………………………………………
■◇ 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/）
●一致指数、前月比０．１ポイント上昇／１１月景気動向指数（速報）
内閣府が10日公表した2013年11月の景気動向指数（速報）によると、
景気の現状を示す「一致指数」は110.5となり、前月比で0.1ポイント上昇
した。有効求人倍率（除く学卒）などが上昇に寄与した。景気の先行きを
示す「先行指数」は1.0ポイント上昇の110.8、景気の広がりを示す「遅行
指数」は1.8ポイント上昇の114.7だった。
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/di/di.html
●景況感ＤＩが悪化／日銀の生活意識調査
http://www.boj.or.jp/research/o_survey/ishiki1401.pdf
●２００９春闘以来の賃金改善要求方針を決定／自動車総連の中央委員会
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/roushi/20140110.htm
●採用実施企業割合が２年ぶりに増加／経団連
http://www.keidanren.or.jp/policy/2014/001.html
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●ユーロ圏失業率、１２．１％ なお最悪水準／昨年１１月
（ロンドン時事）
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/kaigai/20140110.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/3-08012014-BP/EN/3-08012014-BP
-EN.PDF
●１３年人口動態統計の年間推計を公表／厚労省
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/suikei13/index.html
●１２月の業況ＤＩ、マイナス３４．１／日商ＬＯＢＯ調査
http://www.jcci.or.jp/lobo/201212.html
●大手企業の冬のボーナス、前年比３．４７％増／経団連第最終集計
http://www.keidanren.or.jp/policy/2013/114.pdf
●賃上げ、額・率ともに横ばい／１３年１～６月、経団連調査
http://www.keidanren.or.jp/policy/2013/116.pdf
●１２年度の実質労働生産性上昇率、３年連続プラス／日本生産性本部
http://activity.jpc-net.jp/detail/01.data/activity001399.html
＜韓国＞
▽「賃金ピーク制」支援金制度を拡大／６０歳以上定年制の義務化に向けて
（JILPT国際研究部）
http://www.jil.go.jp/foreign/jihou/2014_1/korea_01.htm
……………………………………………………………………………………………
■◇ 健康まめ知識「歯周病ケアで糖尿病を改善」
http://www.toyokawa-cci.org/kenkou/kenkou.htm
糖尿病で治療を受けている方や疑いのある方は、是非、歯周病の検診を受け
てみて下さい。歯と、お口の健康は、健康寿命の延伸につながっています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《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9回とよがわ流域県民セミナーの参加者を募集
→ http://www.pref.aichi.jp/0000067083.html
・第25回全国高等学校駅伝競走大会で優勝した豊川高等学校駅伝部（女子）の知事表敬
訪問について
→ http://www.pref.aichi.jp/0000067781.html
・農薬（マラチオン）を検出した冷凍食品について
→ http://www.pref.aichi.jp/eisei/nouyaku/newpage3.html
【豊川市】→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・ふるさと再発見講座「長篠の合戦と鳥居強右衛門」
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/boshu/hurusato.html
・映画『永遠の0』の撮影に美術協力した三脚付双眼鏡を展示
民俗資料館企画展『モノが語る戦時下の時代展』
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/saijibunka/bunka/bunkazai/minzokushiryosh
itsu/monogakataru.html
・とよかわ「おもてなしレシピ」グランプリ！を開催します
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/sangyo/nogyo/nogyoshinko/omotenash
i_recipe.html
【蒲郡市】→ http://www.city.gamagori.lg.jp/
・紙の印鑑登録証をお持ちの方へ
（平成26年3月31日をもって印鑑登録証明書が発行できなくなります）
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/shimin/shininkantorokusyo.html
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・第33回蒲郡市農林水産まつり＆食育フェスタ
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/norin/nourinsuisanmatsuri.html
・水道管の凍結・破裂を予防しましょう
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/site/suido/touketu.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2月3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。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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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