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★今号の注目記事★
… 第27回豊川手筒まつり

8月23日（土）開催!!

●会議所からのお知らせ
… 無料セミナー、個別相談 開催
経営計画作成支援、消費税転嫁対策相談窓口も
… 参加チームを募集 第22回会員ボウリング大会
… 豊川経済同友会 時局講演会 講師に元外交官の宮家邦彦氏
… 労働委員会【メールマガジン労働情報】抜粋
… 各種講習会のご案内

7月23日

●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》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 第27回豊川手筒まつり 8月23日（土）開催!!
http://www.toyokawa-cci.org/tedutu/h26tedutu.htm

第27回豊川手筒まつりは、８月23日(土)豊川市野球場で開催します。（ただ
し、雨天の場合、24日に順延）。
豊川市民まつり協議会・豊川手筒まつり実行委員会は、手筒まつり開催のた
めの協賛金と「お祝い手筒煙火」の申し込みを受け付けます。盛大な祭となる
よう、是非、皆さまの温かいご支援・ご協力をお願いします。

協賛金は1口1万円

チラシに芳名を掲載

豊川手筒まつりは、市内各連区の神社に伝わる儀礼・技法にのっとり奉納さ
れている当地域伝統の「手筒煙火」約400本を一堂に集めて披露する華麗な煙
火の祭典で、今年27回目。毎年、全国各地からたくさんの見物客が訪れます。
しかしながら、盛大に開催するためには、非常に多額の費用が必要です。
豊川市民まつり協議会と豊川手筒まつり実行委員会は、次の通り手筒まつり
協賛金を募集します。１万円以上のご協賛を賜りますと、手筒まつりのチラシ
（まつりの前日に新聞折り込み）にご芳名を掲載させて頂きます。
経費ご多端の折とは存じますが何卒、温かいご理解を賜りますようお願い申し
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上げます。
▽一般協賛金＝１口１万円。協賛金は豊川商議所事務局窓口へご持参頂くか、
次の口座へ振込みを
（豊川信用金庫いなり支店・普通預金／口座番号175627豊川市民まつり協議
会、三菱東京ＵＦＪ銀行豊川支店・普通預金／口座番号763586）
なお、50万円以上のご協賛を賜りますと企業名や企業のキャラクターを仕
掛煙火で披露します。企業のPRにぜひご活用下さい。

お祝いの披露は「幸せ奉賛ステージで」
また、「幸せ奉賛ステージ」は、結婚、出産、新築、開店などの慶事を場内
アナウンスしながら手筒煙火でお祝いします（ただし、手筒の放揚は担当する
連区が実施）
▽１口＝２万円で手筒煙火１本を放揚し、１人５口まで応募可能。放揚した
手筒は記念の芳名板をつけて申し込んだ方に贈呈します。
お申し込みは、料金を添えて手筒まつり実行委員会事務局（豊川商工会
議所）まで。
▽締切り＝協賛金、幸せ奉賛ステージとも７月１０日まで。
▽問い合わせ先＝豊川手筒まつり実行委員会事務局（TEL 0533-86-4101）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《会議所からのお知らせ》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 無料セミナー、個別相談 開催
経営計画作成支援、消費税転嫁対策相談窓口も
http://www.toyokawa-cci.org/news/keieikeikaku.htm
豊川商工会議所は、日本商工会議所の委託を受け、平成26年度経営計画作成
支援事業及び消費税転嫁対策窓口相談等事業を行います。内容は次の通り。
【【経営計画作成支援事業】】
▽事業の概要
地域の小規模事業者に対し、経営計画作成支援のため、マツイ・マネジ
メント・オフィスの松井督卓氏を講師に招きセミナーを開催。引き続き
佐原経営支援パートナーの佐原啓泰氏を加え個別相談会を開催します。
▽セミナーとテーマ
第１回（６月１７日（火））＝「経営計画の役割とメリット」
第２回（６月２６日（木））＝「伝わる経営計画書とは？」
第３回（７月３日（木））＝「経営計画書を作成しよう！」
合計６時間
▽個別相談会
７月１７日（木）１８日（金）合計２回４時間
開催時間は、セミナー、個別相談会ともに１８時３０分～２０時３０分
▽受講料

無料

【【消費税転嫁対策窓口相談等事業】】
▽事業の概要
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地域の小規模事業者に対し、消費税価格転嫁対策のためのセミナーおよ
び個別相談会を開催（講師には当所専門家人材バンク登録の専門家）。
また、本所経営指導員による巡回・窓口相談等における価格転嫁対策の
周知等
▽セミナー（合計５回開催）
商工会議所会員向け、各業種向けに開催
▽個別相談会（合計１０回程度）
※問合せ 豊川商工会議所 川村、近藤（TEL 0533-86-4101）まで。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 参加チームを募集 第22回会員ボウリング大会
http://www.toyokawa-cci.org/news/boling.htm
豊川商議所では、７月２９日（火）に「第２２回会員ボウリング大会」を開
催します。現在参加チームを募集中！
開催要領は次の通り。
▽開催日 ７月２９日（火）１８時３０分 競技開始
▽会 場 コロナキャットボウル（豊川コロナワールド内）
▽受付時間 午後５時４５分～６時１５分
▽参加資格 本所会員事業所の事業主とその家族、および従業員。
※ 会員企業合同チームの参加も可能です。
▽定 員 １１２人（定員に達し次第締め切ります）
▽参加料 １人１，５００円（ゲーム代、貸靴代、消費税含む）
▽競技方法 １人２ゲーム・トータルピン、全投球同一レーンのヨーロッパ
方式、但し、女子及び小学生のみ１ゲーム３０点のハンディを
加える。（過去五年間の優勝者は、１ゲームマイナス１０点の
ハンディ）
▽競技内容 ①［個人戦］１人２ゲームの合計得点で決する。
②［団体戦］１チーム４人の合計点で決する。
③１社３チームまで。競技終了後、表彰式を行う。
▽賞 品 ［個人戦］優勝、準優勝、３位…ＢＢ賞、ＨＧ賞
［団体戦］優勝、準優勝、３位、４位、５位
その他、スポンサー賞を用意。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 豊川経済同友会 時局講演会 講師に元外交官の宮家邦彦氏 7月23日
http://www.toyokawa-cci.org/news/jikyokukouenkai.htm
ＴＶでもお馴染みの元・外交官の宮家邦彦氏（中国公使など歴任）を講師に
迎え、「最近の国際情勢と今後の日本の対応」をテーマに経済講演会を行います。
◇と き
◇ところ
◇講 師

７月２３日（水）１５時３０分～
豊川商工会議所
元外交官、外交政策研究所代表
キャノングローバル戦略研究所 宮家邦彦氏
◇申込み 聴講無料。申込み、問合せは豊川商工会議所
（担当・村上、TEL 0533-86-4101）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 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/）
●４６．７％の企業でベア実施／企業の賃上げ動向調査 経産省
経済産業省は30日、企業の賃上げ動向に関するフォローアップ調査中間
集計結果を公表した。2014年度に何らかの形で賃上げした企業の割合は
92.2％、このうち、ベアを実施した企業は46.7％で、13年度（7.7％）に
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比べ大幅に増加した。
http://www.meti.go.jp/press/2014/05/20140530001/20140530001.html
●１３年、職場での熱中症による死亡者３０人／厚労省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000047141.html
●４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
●４月の有効求人倍率１.０８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/0000046841.html
●勤労者世帯の消費支出、２カ月ぶり実質減少／家計調査報告
http://www.stat.go.jp/data/kakei/sokuhou/tsuki/index.htm
●４月の全国消費者物価指数、前年比３．２％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５月中旬速報値）
http://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/index-t.htm
●中小企業の経営相談窓口「よろず支援拠点」を開設／経産省
http://www.meti.go.jp/press/2014/05/20140527001/20140527001.html
●景気基調判断を据え置き／５月の月例経済報告
http://www5.cao.go.jp/keizai3/getsurei/getsurei-index.html
（首相官邸ウェブサイト）
http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/actions/201405/23getusrei_houkoku.html
●過労死等防止対策推進法案が衆院厚労委で可決
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/gyousei/20140523.htm
●ハローワークの求人情報をオンラインで提供／９月から 厚労省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000046151.html
●１４年度業績見通し、企業の３割が「増収増益」見込む／帝国データ
http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p140503.html
……………………………………………………………………………………………
■◇ 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
７月の講座
ＴＷＩ講座ＪＩ（仕事の教え方）コース
◇とき ７月１日（火）～３日（木）
１日目 １３時３０分～１５時３０分
２・３日目 １３時３０分～１７時３０分 ３日間１０時間
◇ところ 豊川商工会議所
◇定員 １０人（定員に達し次第締切）
◇講師 マツイ・マネジメント・オフィス 代表 松井督卓氏
◇受講料 １人８２２８円・税抜き７６１９円（非会員は９８７３円・税抜き
９１４２円）

機械製図 図面の見方・読み方講座
◇とき ７月７日（月）１４日（月）２８日（月） １３時３０分～１７時３０分
３日間１２時間
◇ところ 豊川商工会議所
◇講師 大同大学大同高等学校 講師 中尾信彦氏
◇受講料 １人２万５７０円・税抜き１万９０４７円（非会員は２万４６８４円・税
抜き２万２８５６円）

５Ｓ活動・改善の進め方講座
◇とき ７月１０日（木）１７日（木）９時３０分～１６時３０分
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◇ところ 豊川商工会議所
◇講師 企業組合浜名湖えるだークラブ 小枝英生氏
◇受講料 １人１万６４５７円・税抜き１万５２３８円（非会員は１万９７４７円・
税抜き１万８２８５円）

自社の決算分析講座
◇とき ７月１５日（火） １４時００分～１７時００分 １日間３時間
◇ところ 豊川商工会議所
◇講師 佐原経営支援パートナー
代表・中小企業診断士 佐原啓泰氏
◇受講料 １人４１１３円・税抜き３８０９円（非会員は４９３５円・税抜き
４５７０円）

問題発見・解決スキルアップ講座
◇とき ７月２４日（木）９時３０分～１６時３０分 １日間６時間
◇ところ 豊川商工会議所
◇講師 ＳＡＫＡＫＩＢＡＲＡ 代表 榊原洋史氏
◇受講料 １人７１９９円・税抜き６６６６円（非会員は８６３８円・税抜き
７９９９円）
☆上記講座申込み・問い合わせ 豊川商工会議所［伊與田、浅井℡86・４１０１］まで
ホームページからも申し込みできます。

東三河産業アカデミー
東南アジアビジネス環境最新情報2014
◇と き
◇ところ
◇講 師

◇受講料
◇申込み

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
税理士 東 真奈美氏
会員無料（非会員は3,000円）［税込］
豊橋商工会議所・白井 TEL 0532-53-7211

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《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/
・平成27年度科学技術分野の文部科学大臣表彰創意工夫功労者賞受賞候補者の推薦につ
いて
→ http://www.pref.aichi.jp/0000071962.html
・グラフでみるあいち
→ http://www.pref.aichi.jp/0000071849.html
・親子で楽しむ金魚飼育講座「金魚の学校」の受講者を募集します！
→ http://www.pref.aichi.jp/0000072518.html
【豊川市】→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・三河港重要港湾50周年記念事業 豊橋みなとフェスティバル 船上で観る蒲郡花火ク
ルーズ
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/event/kanko/minatofes.html
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・いなりん宣伝部長の活動予定をご案内します
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/kiratto/inarin/kikaku_inarin_sukeju.html
・平成26年度豊川市水防訓練を実施します
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/anzenanshin/shobo/shobooshirase/s
uiboukunren.html
【蒲郡市】→ http://www.city.gamagori.lg.jp/
・がまごおり産学官ネットワーク会議 講演会の開催について
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kikaku/h26-seminar.html
・【男女共同参画】市民提案型協働委託事業について
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/bunspo/shiminteiangatakyoudouzigyou.
html
・４月回覧「2014春・夏 女性のための 骨粗しょう症・子宮がん検診」お詫びと訂正
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/site/hokencenter/kotusikyuugannteisei.htm
l
……………………………………………………………………………………………
★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6月16日（月）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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
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