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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
★今号の注目記事★
… おいでん祭情報
・使わなくなった衣料のご提供を
・フリーマーケット出店者募集

衣料品回収

●会議所からのお知らせ
… 第149回議員総会 中長期ビジョンの策定・人材育成支援を強化
新年度事業計画など承認
… 役立つ11講座 人材育成セミナー開催
… 消費税率引き上げによる検定受験料等を改訂
… 学生が真剣に面談 地元企業合同会社説明会
… 563件を受付 平成25年分確定申告
… 労働委員会【メールマガジン労働情報】抜粋
●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》
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■◇ おいでん祭情報
・使わなくなった衣料のご提供を 衣料品回収
・フリーマーケット出店者募集
http://www.toyokawa-cci.org/oiden/oiden.htm
第26回豊川市民まつり「おいでん祭」は5月24日(土)・25日(日)の2日間、豊
川市野球場などで開催します。
今年も「市民〝おどら舞(まい)〟コンテスト」や商業・グルメコーナー、フ
リーマーケット、愉快なキャラクターショーなど２日間、多彩なイベントを繰
り広げます。
「衣料回収コーナー」は家庭で使わなくなった衣料品をアフリカやアジアの
難民に送ります。みなさまのまごころをお願いいたします。
回収する衣料品の詳細についてはホームページをご覧下さい。
★フリーマーケット

出店者募集中

「おいでん祭」のフリーマーケットの出店者も募集しています。。
▽とき 5月24日(土)・25日(日)のいずれも10時～15時30分（雨天中止）
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※２日間の出店も可。
▽ところ 市民プール西側・自由広場
▽募集数 両日とも80ブース（車による出店可能、定数に達し次第締切ります）
▽ブースの大きさ 1ブース間口5ｍ×奥行き約4ｍ（車の設置場所含む）
▽出店料 1ブース2,000円
（当日、集金します。なお、申込みは、１人隣接２ブースまで）
▽ブースの場所 各ブースの場所は当日、受付順となりますので、場所の指定
はできません。
▽応募資格 豊川市在住の方のみ。
プロ（商売目的の方）は不可。団体で出店する時は事前に事務局
と相談の上決定します。（許可しない場合もあります）
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《会議所からのお知らせ》
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■◇ 第149回議員総会 中長期ビジョンの策定・人材育成支援を強化
新年度事業計画など承認
http://www.toyokawa-cci.org/news/giinsoukai.htm
豊川商工会議所は、3月18日(火)15時から会議所ホールで「第149回通常議員
総会」を開き、新年度の事業計画、収支予算などを承認しました。
新年度事業では会員事業所向けのサービスを重視。会員のためになる商工会
議所運営として2016年10月末までの３カ年で、商工会議所のあるべき姿や行動
計画などを策定します。今年度は基本方針を定める予定。
人材育成では、豊川職業能力開発専門学院の充実強化を図ります。また、東
三河広域経済連合会の「産業と地域を支える人材育成プロジェクト」を主管し
商工会議所・商工会、大学や行政が開催する講座を調査し地域に合った人材教
育のモデルづくりを具体化します。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 役立つ11講座 人材育成セミナー開催
http://www.toyokawa-cci.org/news/jinzaiikusei.htm
東三河地区の商工会議所と商工会が広域連携を図るために組織した東三河広
域経済連合会では、「産業と地域を支える人材育成プロジェクト（担当 豊川
商工会議所小野喜明副会頭）」の一事業として経営幹部及び管理監督者向けの
人材育成セミナーを開催します。
平成26年度は、11講座を開催します。セミナーの詳しい内容や受講料など主
管機関にお問い合わせください。
◇問合せ先
豊川商工会議所
豊橋商工会議所
蒲郡商工会議所
小坂井商工会
田原市商工会

TEL
TEL
TEL
TEL
TEL

0533-86-4101
0532-53-7211
0533-68-7171
0533-78-3333
0531-22-6666

年間計画はこちら → http://www.toyokawa-cci.org/news/academi_h26.pdf
……………………………………………………………………………………………
■◇ 消費税率引き上げによる検定受験料等を改訂
http://www.toyokawa-cci.org/news/kaitei.htm
豊川商工会議所は、平成26年4月1日から実施される消費税率の8％への引き上
げに伴い、平成26年4月1日以降の当所の各種事業の利用料金（講習会受講料、
検定受験料、健康診断受診料など）や会館利用料金等につきましては、新税率
の8％で計算された金額にてご請求させていただきます。
ただし、商工会議所の通常会費は消費がかかりませんので（不課税）、消費
ページ(2)

メールNEWS vol.225.txt
税率引き上げによる会費の変更はございません。
ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 学生が真剣に面談 地元企業合同会社説明会
http://www.toyokawa-cci.org/news/kaisyasetumeikai.htm
豊川商工会議所学生就職情報室と蒲郡学生就職情報センター・新城商工会で
は、3月1日(土)10時から豊川商工会議所で来春大卒者(短大 ・専門学校含む)
を対象とした「地元企業合同会社説明会」を開催しました。
豊川学生就職情報室は、昭和60年に開設、今回も蒲郡会議所・新城商工会と
共同で開催し、23社が参加。
当日は、訪れる学生たちの出足は鈍く、来場は72人(男32人、女子40人)と昨
年の82人よりさらに下回った。ただ参加した学生は、積極的に複数の企業を訪
問し、真剣な表情で説明を聞いている姿から、企業研究と自己アピールへの熱
心さが感じられました。
参加企業の中には、初めて新卒の採用を計画する企業や、新規出店計画のた
め積極的に採用を計画している企業もあり、担当者は丁寧・熱心に説明をして
いました。
参加した学生(市内・男性)からは、「リクナビ・マイナビ等で企業へのエン
トリーもしているが、まだまだこれから。地元企業の就職も考えているが、自
分が何をしたいかをこれから就職活動で見つけたい。」と話していました。
次回の合同会社説明会は、4月23日(水)10時からホテルアソシア豊橋で開く。
※ 詳細は事務局(TEL 0533-86-4101 担当・不二門・佐藤）まで
……………………………………………………………………………………………
■◇ 563件を受付 平成25年分確定申告
http://www.toyokawa-cci.org/news/kakuteisinkoku_h25.htm
平成25年分の確定申告の期間中、豊川商工会議所中小企業相談所では、5人
の経営指導員及び専門指導員(税理士)が、申告相談に来た方の指導・受付を行
い、個人事業主の所得税、消費税など、563件(平成26年3月14日までの本所受
付分)の申告書を受け付け、豊橋税務署に提出しました。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 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/）
●２月の雇用調整助成金等対象者、約１１万人／厚労省速報
厚生労働省は28日、雇用調整助成金等の申請時に事業所が提出する
「休業等実施計画届」の受理状況（速報値）を公表した。2014年２月の
受理事業所数は前月から1,826カ所減の7,091事業所、対象者数は２万9,139
人減の11万1,505人だった。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000042072.html
●障がい者の雇用状況に関する企業名公表、２年連続で該当なし／厚労省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000041674.html
●２月の完全失業率３．６％、前月比０．１ポイント低下／労働力調査
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/index.htm
●２月の有効求人倍率１.０５倍、前月比０．０１ポイント上昇／一般職業紹介状況
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000041331.html
●２月の全国消費者物価指数、前年比１．３％上昇／総務省
http://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/index-z.htm
（東京都区部の14年３月中旬速報値）
http://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/index-t.htm
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●勤労者世帯の消費支出、５カ月連続で減少／家計調査報告
http://www.stat.go.jp/data/kakei/sokuhou/tsuki/index.htm
●１３年賃金の改定額６，００３ 円、改定率１．８９％／中労委調査
http://www.mhlw.go.jp/churoi/chousei/chingin/13/dl/01.pdf
（概況）
http://www.mhlw.go.jp/churoi/chousei/chingin/13/index2.html
●中堅・中小組合でも８割がベアなどの賃上げを獲得／金属労協の要求・回答状況
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/roushi/20140328.htm
〈既報〉今春闘の動向
http://www.jil.go.jp/kokunai/topics/shunto/index.htm
●１４年度の新入社員は「自動ブレーキ型」／日本生産性本部
http://activity.jpc-net.jp/detail/lrw/activity001406.html
●７年前に就業希望した男性の８割、女性６割が仕事に従事／厚労省縦断調査
http://www.jil.go.jp/kokunai/blt/backnumber/2014/04/052.pdf
●相談窓口「ハローワーク求人ホットライン」を開設／厚労省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000040696.html
●景気判断指数が低下／経済同友会・経営トップアンケート
http://www.doyukai.or.jp/bizactivity/articles/2013/pdf/140319.pdf
●『就職白書２０１４』を公表／就職みらい研究所
（採用活動・就職活動編）
http://www.recruitcareer.co.jp/news/old/2014/140312_01/
（インターンシップ編）
http://www.recruitcareer.co.jp/news/old/2014/140312_02/
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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/
・漁況速報 ～おさかな旬報～
→ http://www.pref.aichi.jp/0000010792.html
・全日本学生児童発明くふう展の特別賞受賞者が知事に報告します
意くふうが全国表彰を受けました！～
→ http://www.pref.aichi.jp/0000070545.html
・平成26年1－3月期中小企業景況調査結果
→ http://www.pref.aichi.jp/0000070505.html

～中学生の創

【豊川市】→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・行政経営改革アクションプラン（平成26年度～平成28年度）
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/gyoseiunei/gyoseikaikaku/gyoseikei
ei26-28.html
・豊川市海外派遣中学生使節団の募集について
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/boshu/kokusaikachugakubosh.html
・蒲郡・豊橋海域産アサリの出荷自主規制の要請について
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/sangyo/nogyo/nogyoshinko/nomuka-cl
am-posion.html
【蒲郡市】→ http://www.city.gamagori.lg.jp/
・平成25年度施策評価結果
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/gyosei/25-shisaku.html
・６０周年☆ブルーカラー戦略！
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kikaku/blue.html
・「みかわdeオンパク」観光体験プログラム募集
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kankoshoko/mikawaonpakuboshu.html
……………………………………………………………………………………………
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★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26年4月15日（火）
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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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