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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
… 経営課題なんでもご相談ください 専門家人材バンクのご利用を
… 福利厚生に会議所共済を 春の福祉共済キャンペーン実施中
… 青年部定時総会を開く ＹＥＧ活動を楽しく
… 女性会定時総会を開く 女性経営者の資質向上を目指す
… 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
●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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■◇ 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
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（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
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）
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《会議所からのお知らせ》
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■◇ 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】】
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▽事業の概要
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。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 経営課題なんでもご相談ください 専門家人材バンクのご利用を
http://www.toyokawa-cci.org/news/senmonkajinzaibank.htm
豊川商工会議所・豊川人材バンク協議会は、税理士等の専門家による「専門
家人材バンク」事業を行っています。
多様化・高度化する事業所の経営課題に対し、専門的な見地からアドバイス
を行うことで課題解決をお手伝いします。
専門家によるアドバイスは、１回あたり１時間以内を目安に、初回分は無料
（同一テーマによるアドバイスは連続２回目まで無料）。で利用できます。
問合せ＝豊川商工会議所・人材バンク協議会（TEL

86-4101

担当・川村）

登録専門家一覧（平成26年6月1日現在）
http://www.toyokawa-cci.org/news/senmonkajinzaibank.pdf
……………………………………………………………………………………………
■◇ 福利厚生に会議所共済を 春の福祉共済キャンペーン実施中
http://www.toyokawa-cci.org/news/h26bwc.htm
豊川商工会議所は、会員事業所の福利厚生と経営者の皆さまの事業保障など
を目的とした各種共済制度の普及を図ることを目的に「春の福祉・共済キャン
ペーン」を６月末まで実施しております。
期間中、商品のご紹介を兼ね、当商工会議所の福祉・共済制度推進員（アク
サ生命）が会員事業所をお伺いさせていただきます。
また、保険料月額２万円以上のご成約時には、「地元食品会社の詰め合わせ
セット」をプレゼントします。この機会に商工会議所の福祉・共済制度にご加
入くださいますよう、ご案内申し上げます。
問合わせ＝豊川商工会議所・村上、戸田（TEL 86-4101）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 青年部定時総会を開く ＹＥＧ活動を楽しく
http://www.toyokawa-cci.org/news/h26seinenbu.htm
豊川商工会議所青年部（夏目泰至会長）は、４月21日（月）午後６時半から
同所にて第75回定時総会を開き、平成25年度の事業報告・決算（案）を承認を
おこないました。
新年度にあたり夏目会長はスローガンに「原点回帰～"場創り"の熱い思い～」
を掲げ、「本年度は、何より楽しくＹＥＧ活動を行っていきたい。その為に、
とにかく参加してください。そして一緒に汗を流し、支えあい、共に学び、分
かち合い、時には癒される場を創っていきましょう」とあいさつ。
続いて、平成26年度新入会員９名を紹介した。
新入会員は次の通り。
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市川峰但（㈲市川研磨工業所）
太田雅士（㈱太田製作所）
加藤純也（㈱加藤解体工業）
加藤芳也（㈲くるまやブーブー）
鬮目幹泰（豊川市役所）
坂本 亮（㈲足立鈑金）
髙津英之（豊川信用金庫諏訪支店）
原田真志（㈱プリエール＆インテリジェンス）
山村 精（山村美装）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 女性会定時総会を開く 女性経営者の資質向上を目指す
http://www.toyokawa-cci.org/news/h26jyoseikai.htm
豊川商工会議所女性会（加藤憲子会長）は、４月11日（金）午後５時３０分
から、豊川商工会議所において定時総会を開き、平成25年度事業報告、同収支
決算報告並びに平成26年度事業計画・同収支予算案が承認されました。
定時総会の席上、挨拶に立った加藤会長は「鈴木前会長よりバトンをお受け
致し２回目の会長として責務の重大さを十分に感じている。今回５名の新入会
員を迎えることができて大変うれしく思う。本年度は特に会員同士のコミュニ
ケーションを大事に、地域の皆様や全会員と一致団結して、継続事業はもとよ
り女性会活動の情報発信やＰＲ、会員が積極的に参加できる有意義で魅力ある
組織づくりを通して、女性経営者の資質向上を目指したい」とあいさつ。
続いて、平成２６年度新入会員５名を紹介した。
新入会員は次の通り。
橋本公美枝（㈲ブロードサービス）
加山敏江（加山興業㈱）
廣田弘子（東海ワークス㈱）
山田隆子(島田商会)
山本ちとせ(㈱東不動産)
―会員募集中―
女性会では随時新入会員を募集しています。詳しい入会方法については、女
性会事務局までご連絡下さい。（TEL 86-4101 担当：佐原）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 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/）
●勤労者世帯の実収入、月平均４６万８，５７０円／１３年家計調査年報
総務省が11日公表した「2013年家計調査年報（家計収支編）」によると、
勤労者世帯の実収入は、月平均46万8,570円で、前年に比べ、実質で0.3％
減少した。世帯主収入のうち臨時収入・賞与は、夏季（６～８月平均）は
実質4.5％増、年末（12月）は同0.7％増となった。
http://www.stat.go.jp/data/kakei/2013np/index.htm
●４～６月期の景況判断、いずれの企業規模も「下降」超／法人企業景気予測調査
http://www.mof.go.jp/pri/reference/bos/results/1c2601.htm
●成長戦略を支える人材の確保・育成課題を提示／１４年版ものづくり白書
http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2014/
（報道発表資料）
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000047625.html
▽白書に引用されたJILPTの調査研究成果
「ものづくり企業の新事業展開と人材育成に関する調査」結果
http://www.jil.go.jp/institute/research/2014/126.htm
●１～３月期のＧＤＰ実質成長率、年率６．７％／２次速報値公表
http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/gaiyou/gaiyou_top.html
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●消費者マインドは持ち直しの動き／５月の消費動向調査
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/shouhi/2014/201405youten.html
●５月の街角景況感、前月比３．５ポイント上昇／景気ウォッチャー調査
http://www5.cao.go.jp/keizai3/2014/0609watcher/bassui.html
●一致指数、前月比３．４ポイント下降／４月景気動向指数（速報）
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/di/di.html
●「働きやすい・働きがいのある職場づくり」に役立つツールを作成／厚労省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000047324.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 13:30～15:30
2・3日目 13:30～17:30 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8,228円・税抜き7,619円（非会員は9,873円・税抜き9,142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) 13:30～17:30 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20,570円・税抜き19,047円（非会員は24,684円・税抜き22,856円）

５Ｓ活動・改善の進め方講座
◇と き 7月10日(木)17日(木) 9:30～16:30 2日間12時間
◇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16,457円・税抜き15,238円（非会員は19,747円・税抜き18,285円）

自社の決算分析講座
◇と き 7月15日(火) 14:00～17:00 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4,113円・税抜き3,809円（非会員は4,935円・税抜き4,570円）

問題発見・解決スキルアップ講座
◇と き 7月24日(木) 9:30～16:30 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7,199円・税抜き6,666円（非会員は8,638円・税抜き7,999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 TEL 86-4101］まで
ホームページからも申し込みできます。
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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
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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/
・「木曽三川ウルトラマラソン2014」の新規開催について
→ http://www.pref.aichi.jp/0000073032.html
・「中小企業のための知財経営サロン」の参加者を募集します！
→ http://www.pref.aichi.jp/0000061111.html
・県内企業の先導的な取り組みを紹介する現地見学会の参加者を募集します
→ http://www.pref.aichi.jp/0000073031.html
【豊川市】→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・平成26年度市県民税の納税について
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/zei/shikenminzei/20140613_H26nouz
ei.html
・文化ホール公演事業のお知らせ「外山啓介ピアノリサイタル
～ plays FAVORITE PIANO SONATAS ～」
→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/saijibunka/bunka/concert/toyamakeisuke.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
【蒲郡市】→ http://www.city.gamagori.lg.jp/
・東海地震・東南海・南海地震等の被害予測調査結果（概要）
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/anzen/h260530soutei.html
・熱中症に気をつけましょう
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/site/hokencenter/neccyuusyou.html
・蒲郡まつり・蒲郡ときめきサタデー蒲郡駅南イベント「駅南ＮＩＧＨＴ」の出演者を
募集します
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kankoshoko/ekinight.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
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★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7月1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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