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《今号の注目記事》
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■◇ いよいよ開催 第26回豊川市民まつり おいでん祭 24日、25日
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。ぜひ会場までお越しください。
イベントスケジュールはこちら

→

http://www.toyokawa-cci.org/oiden/ibent.pdf

・「Ｂ－１コーナー」に6団体が出店予定
・東日本大震災復興支援物産コーナーのご利用を
・第12回おどら舞コンテスト 大賞めざして14チームが参加
・おいでん祭の「写真コンクール」に応募しませんか！
・使わなくなった衣料・毛布等をおいでん祭「衣料回収テント」へ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《会議所からのお知らせ》
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第56回商工業親善野球大会 参加チームを募集
http://www.toyokawa-cci.org/news/yakyuutaikai.htm

毎年好評を得て開催している豊川商工会議所・豊川鉄工会主催の第56回豊川
商工業親善野球大会を次の通り開催します。
【開催日時】６月１４日（土）８時
（参加チーム多数の場合、準決・決勝は６月２１日（土））
【開催場所】豊川市野球場他
【参加料】 １チーム10,300円
【参加人員】１チーム20人以内。本会々員の従業員に限る。
合同チーム可（但し、選手の事業所印が必要）
【試合方法】①全日本軟式野球連盟規約に準じる
②試合は、トーナメントによる７回戦
③コールドゲームは５回以降７点差
④日没、降雨の場合は５回終了をもって正試合
⑤ベンチは若番を１塁側。
【参加申込方法と締切】
本所に用意する所定申込書で５月２６日（月）午後５時迄に参加
料を添えて本所内大会事務局（TEL 86-4101、近藤・佐藤・白須）
にお申し込みください。２６日以降の申込みは受け付けません。
【組み合わせ】５月２９日（水）午後６時３０分から本所における主将会議に
て決定。欠席の場合は本大会を棄権したものとします。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 純米吟醸酒 豊川いなり心願「叶」（かなう）市内19店舗で販売開始
http://www.toyokawa-cci.org/news/kanau.htm
大好評の純米吟醸酒「豊川いなり心願『叶』」の第６弾（貯蔵酒）を５月４
日（日）から販売しています。
希望小売価格は１本（４合瓶、720ml）1,500円（消費税別）
「叶」は、地元のＪＡひまわりが販売する安心・安全な特別栽培米である
｢稲荷の里｣を使用し、醸造は「空(くう)」等で全国的に知名度が高い地元・
東三河の関谷醸造㈱に委託しています。
また、豊川稲荷（豊川閣妙厳寺）の許可を得て、豊川稲荷の定紋である
「宝珠」がラベルに記載されています。
酸味を抑え、米本来の「うま味」をのせた日本酒に仕上がっており、平成
23年の販売開始以来、「飲みやすく美味しい、香りも良く、さすがに良いお
米を使っている」との感想をいただいています。
現在、市内19店舗で販売しています。（完売次第、販売終了）
（販売店は、ホームページをご覧ください）
問い合わせ先＝豊川商工会議所（TEL 86-4101 担当＝村上）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 豊川高校 甲子園初出場でベスト４ 激闘に熱い応援
http://www.toyokawa-cci.org/news/kousien2.htm
豊川高等学校（小林康典校長）硬式野球部が第86回選抜高校野球大会に初
出場し、ベスト４と大活躍しました。
豊川商工会議所は会員事業所に対する募金活動に協力するとともに、豊川
商工会議所から20万円、職員一同から５万円、その他２万１０２１円を応援
募金として贈りました。
また、１回戦の対日本文理高との試合が行われた３月22日（土）には応援
バスツアーを行い、日比嘉男会頭も含め会議所会員から40名が参加。アルプ
ススタンドで熱心に応援した。
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熱戦を終えて帰高校した選手らを出迎えた日比会頭は、「夢と感動をあり
がとう。本当にみんなお疲れさまでした」と大健闘を称えました。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 春の人事異動 歓送迎会開 約100名がお祝いに
http://www.toyokawa-cci.org/news/kansougeikai.htm
豊川商工会議所では、去る４月15日（火）、春の人事異動で交替となった官
公庁の方々をお招きし歓送迎会を開き、豊川市の産業界から約100名がお祝いに
かけつけました。
日比嘉男会頭、山脇実豊川市長のあいさつがあり、続いて異動となった方々
より抱負などが述べられ、その後、来賓を代表して小林功愛知県議会議員のあ
いさつがあり、川合悦藏副会頭の乾杯のあと歓談スタート。最後は小野喜明副
会頭の閉会のあいさつがあり幕を閉じました。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 豊川市商店・商店街コンクール各賞を決定
http://www.toyokawa-cci.org/news/syoutenconcours.htm
豊川市・豊川商工会議所・豊川市商店街連盟では、新規開業や店舗改装等、
積極的経営努力を行う商店、また商店街組合地域の環境整備に貢献している個
人、グループに対し表彰を行い、商業の振興発展を図ることを目的に、商店・
商店街コンクールを実施しています。
３月29日（土）に平成25年度の審査会を開催し、笠原盛泰副会頭ら４人の審査
委員によって５件を審査、各賞を決定しました。
各賞については次の通り。
【商店賞】（当該年度に新築または改装があった店舗等）
◇優秀賞 ＝ 喜楽<㈱豊川仲店土産物連合>（小川晴希社長・門前町）
◇優良賞 ＝ チャイルドショップピッコロ（河合孔夫代表・開運通）
田舎料理 吉野（吉野のり子社長・門前町）
山安食料品店（丸山龍樹代表社員・豊川栄町）
【商店街貢献賞】（商店街組合に貢献のあった個人、グループ等）
◇豊川市商店街連盟会長賞 ＝ 豊川商店街（振）（藤井孝男理事長）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 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/）
●４月の街角景況感、前月比１６．３ポイント低下／景気ウォッチャー調査
内閣府は12日、タクシー運転手やコンビニ店長らに街角の景況感を
たずねた2014年４月の景気ウォッチャー調査の結果を公表した。現状判断
DIは、前月比16.3ポイント低下の41.6となり、２カ月ぶりに低下。雇用関
連DIも、一部で求人の増勢に一服感がみられたことなどから低下した。
http://www5.cao.go.jp/keizai3/2014/0512watcher/menu.html
●一致指数、前月比１．１ポイント上昇／３月景気動向指数（速報）
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/di/di.html
●１３年「女性社長」２８万人／東京商工リサーチ
http://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20140512_03.html
●１部上場企業の夏ボーナス妥結水準、３年ぶり大幅増／労務行政研調査
http://www.rosei.or.jp/research/pdf/000062424.pdf
●１３年の労災発生頻度、前年と比べほぼ横ばい／厚労省調査
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/saigai/13/
●３月の完全失業率３．６％、前月と同率／労働力調査速報
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/index.htm
（労働力調査・基本集計（速報）2013年度平均）
ページ(3)

メールNEWS vol.227.txt
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nendo/index.htm
●３月の有効求人倍率１.０７倍、前月比０．０２ポイント上昇／一般職業紹介状況
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000044792.html
●勤労者世帯の消費支出、６カ月ぶり実質増加／家計調査報告
http://www.stat.go.jp/data/kakei/sokuhou/tsuki/index.htm
……………………………………………………………………………………………
■◇ 各種講習会のご案内
★豊川職業能力開発専門学院
http://www.toyokawa-cci.org/jinzaikusei/gakuin.htm
６月の講座
IOS9001内部監査員養成講座
◇と き
◇講 師
◇受講料

6月3日(火)10日(火)17日(火) 9:30～16:30 3日間18時間
伊與田コンサルタント 代表 伊與田安廣氏
１人24,865円(税抜き22,857円） 非会員は29,622円（税抜き27,428円）

はじめて簡単！入門ビジネス中国語講座
◇と き
◇講 師
◇受講料
◇定 員

6月4日、11日、18日、25日(毎水) 15:30～17:00 4日間6時間
デジタルバンクジャパン㈱ 代表取締役 王 琳娜氏
１人7,199円(税抜き6,666円） 非会員は8,638円（税抜き7,999円）
10名

製造現場の品質管理講座
◇と き
◇講 師
◇受講料

6月5日、12日、19日、26日(毎木) 9:30～16:30 4日間24時間
のぞみ経営研究所 所長 中野昭男氏
１人25,713円(税抜き23,809円） 非会員は30,855円（税抜き28,570円）

★上記講座申込み

豊川商工会議所［伊與田、浅井

TEL86-4101］まで。

東三河産業アカデミー
成果が出せる！実力店長養成講座
◇と き
◇ところ
◇講 師
◇受講料
◇申込み

6月18日(水) 13:30～17:00 １日間3.5時間
豊橋商工会議所
㈱ウィズネス 代表取締役・教育コンサルタント
会員4,000円（非会員は6,000円）［税込］
豊橋商工会議所・白井 TEL 0532-53-7211

本田妃世氏

東南アジアビジネス環境最新情報2014
◇と き
◇ところ
◇講 師

7月15日(火) 14:00～16:00 １日間２時間
豊橋商工会議所
東京税理士法人社員税理士
㈱東京コンサルティングファーム取締役、㈱人財開発取締役

◇受講料

税理士 東 真奈美氏
会員無料（非会員は3,000円）［税込］
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◇申込み
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豊橋商工会議所・白井 TEL 0532-53-7211
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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/
・したら森林まつりが開催されます
→ http://www.pref.aichi.jp/0000071962.html
・IT産業及び次世代ロボット産業を担う人材を養成します！
→ http://www.pref.aichi.jp/0000071666.html
・平成26年度あいち文化遺産保存活用推進事業「伝統文化出張講座」の開催についてお
知らせします
→ http://www.pref.aichi.jp/0000072018.html
【豊川市】→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・平成26年度の『無料耐震診断』の受付は平成26年5月15日（木曜）から開始する予定
です。
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/kankyosumai/sumai/mokuzojutaku.ht
ml
・平成26年度「緑のカーテンコンテスト」
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/kankyosumai/chikyuondankataisaku/
green-curtain/green2014.html
・まちづくり市民ヒアリングなどの参加者を募集します！
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/gyoseiunei/sogokeikaku/sogokeikaku
sakutei.html
【蒲郡市】→ http://www.city.gamagori.lg.jp/
・紙の印鑑登録証は平成２６年４月１日から印鑑登録証明書が発行できなくなりました
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/shimin/shininkantorokusyo.html
・蒲郡市制60周年記念 山崎直子宇宙飛行士講演会
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/site/kagakukan/60anniversary-lecture.html
・第２７回はず夢ウォークのお知らせ
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kikaku/27hazu.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6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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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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