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a@…………………………………………………………………………………………a
★今号の注目記事★
… 第27回豊川手筒まつり

桟敷席10日より販売開始！

●会議所からのお知らせ
… おもしろアイデア作品展 みなさんの作品を募集します！
… 小学生「環境・ゴミ問題」絵画作品を募集！
… 正副会頭に関するお知らせ
… 人材育成プロジェクト会議を開く東三河広域経済連合会
… 日本理化学工業㈱・大山泰弘会長講演会
… 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》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 第27回豊川手筒まつり 桟敷席10日より販売開始！
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。

☆☆

10日から桟敷席を販売します！

☆☆

▽価格（手筒まつり運営協力費）
①観覧席＝Ｓ席16,000円 ▽Ａ席14,000円 ▽Ｂ席11,000円
（※観覧席の大きさは間口1.5間×奥行き１間）
②スタンド席（自由席）＝１枚1,600円
③芝生席（自由席）＝１枚1,100円
▽販売期間＝7月10日（木）から土・日・祝日を除く9時～17時30分まで。
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ただし、10日のみ8時30分から販売。先着順にて販売、定数に達し
次第締切り。
▽販売場所＝豊川商工会議所
▽その他詳細についてはホームページでご確認ください。
▽問合せ先＝豊川手筒まつり実行委員会事務局
（豊川商工会議所内 TEL 0533-86-4101）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《会議所からのお知らせ》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ おもしろアイデア作品展 みなさんの作品を募集します！
http://www.toyokawa-cci.org/news/ideakaiga.htm
豊川少年少女発明クラブ（豊川商工会議所内）は9月26日（金）～28日（日）
まで「第18回おもしろアイデア作品展」行います。これに先立ち、アイデアに
富んだ作品を募集します。
市内小中学校の児童・生徒
① 理科の授業を参考にし、自分で考えた作品
② 牛乳パック、菓子箱、空き缶等を使った作品
③ モーター、センサー等を使った作品
④ 家の人を楽にする道具等、日用品を使いやすくした作品
⑤ 人を楽しませるような作品
▽表
彰 優秀作に商議所会頭賞、市長賞等の特別賞を贈る。
▽発
表 優秀作品は、学校関係者に通知、「メセナ」と当所ＨＰに掲載。
▽審査方法 主催者等で構成する審査員により選考。
▽応募方法 所定の申込書（申込書は各学校にあります）に記入の上、作品と
一緒に、9月2日（火）までに各学校か直接豊川少年少女発明クラ
ブへご持参ください。
▽問 合 せ 豊川少年少女発明クラブ（担当・大高 TEL0533-86-4101）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 小学生「環境・ゴミ問題」絵画作品を募集！
http://www.toyokawa-cci.org/news/ideakaiga.htm

▽応募資格
▽募集作品

豊川商工会議所、同女性会は、市内小学生を対象に「環境・ゴミ問題」をテ
ーマとする絵画を次の通り募集します。
▽テーマ 「環境・ゴミ問題について感じたこと、思ったこと」
▽作 品 上記テーマを表現した絵画。未発表作品に限る。
▽大きさ ４ツ切り画用紙（542ミリ×382ミリ）。
▽材 料 水彩絵の具、クレヨン、パステル等なんでもＯＫ。
▽応募資格 小学４年～６年
▽応募方法 ①作品の題名
②小学校名
③学年
④氏名
⑤年齢
⑥自宅住所及び電話番号
を作品裏面に明記の上、商工会議所まで提出ください。
▽住 所 〒442-8540 豊川市豊川町辺通4-4
▽応募締切り 9月2日（火）必着
▽審査・発表 審査会（主催者など）で優秀作品を選考し、「メセナ」で発表。
また、9月26日（金）～28日（日）に開催される「おもしろアイ
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デア作品展」で全作品を展示。
▽表 彰 商議所会頭賞・女性会長賞・市長賞など。
▽問合せ先
豊川商工会議所女性会事務局（佐原、TEL0533-86-4101）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 正副会頭に関するお知らせ
http://www.toyokawa-cci.org/news/seifukukaitouosirase.htm
現豊川商工会議所日比会頭、川合副会頭が事業所での役職が変更になりまし
たのでお知らせします。
☆☆ 日比会頭 ☆☆
豊川信用金庫は6月16日、通常総代会を開き、日比嘉男理事長を新会長に選任
しました。
☆☆ 川合副会頭 ☆☆
新東工業㈱豊川製作所は、6月24日、川合悦藏専務取締役の特別顧問就任を発
表しました。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 人材育成プロジェクト会議を開く東三河広域経済連合会
http://www.toyokawa-cci.org/news/jinzaiproject.htm
東三河地区の商工会議所と商工会で組織する東三河広域経済連合会の主要プ
ロジェクトの１つである「産業と地域を支える人材育成プロジェクト」を豊川
商工会議所が担当し、平成26年度第1回委員会を6月12日（木）に開催しました。
委員会では、企業の求める人材に必要な講習会や、キャリアアップにつなが
る体系的な講習会の開催を目的としてこの春に行ったアンケート調査の結果を
報告しました。
また、今年度の事業計画としてクラウドを活用した人材育成セミナーの受講
記録の検討、東三河産業アカデミー平成27年度人材育成セミナーの企画、人材
育成プログラムの更新に取り組むことを説明し、今後の活動などについて意見
を交わしました。
☆☆ 委員は次のとおり。順不同、敬称略 ☆☆
井上雅夫（サイエンス・クリエイト）
髙橋大輔（東三河地域研究センター）、
萩平 弘（豊橋技術科学大学）
近藤智彦（愛知大学）
村松史子（豊橋創造大学）
廣田 正（愛知工科大学）
川村昌宏（豊川工業高等学校）
下村 亮（豊川公共職業安定所）
松井孝悦（豊橋商工会議所）
星野君夫（ 同 ）
水藤晴義（蒲郡商工会議所）
村松敏夫（ 同 ）
小野喜明（豊川商工会議所）
松下紀人（ 同 ）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 日本理化学工業㈱・大山泰弘会長講演会
http://www.toyokawa-cci.org/news/ooyamayasuhirokouenkai.htm
ベストセラー「日本で一番大切にしたい会社」で絶賛された日本理化学工業
（株）大山泰弘会長を招き、「中小企業のもうひとつの活路～知的障害者に導
かれた企業経営」をテーマに講演会を行います。
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雇用される従業員の約7割が知的障害者であることで知られ、知的障害者を
雇用することで、どんな気づきを得ることが出来たのか、これからの経営者に
求められるものについて講師が熱く語ります。
▽と き 7月11日（金）14時～
▽ところ 豊川商工会議所
▽受講料 商工会議所及び法人会豊川支部会員は1,000円（非会員は2,000円）
▽問合せ 豊川商工会議所（担当・近藤、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/）
●５月の完全失業率３．５％、前月比０．１ポイント低下／労働力調査速報
総務省が27日公表した労働力調査（速報）によると、５月の完全失業率
（季節調整値）は3.5％と、前月に比べ0.1ポイント低下した。男性は3.7
％で同0.1ポイント低下、女性は3.4％で前月と同率だった。
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/index.htm
●５月の有効求人倍率１.０９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/0000048957.html
●勤労者世帯の消費支出、２カ月連続実質減少／家計調査報告
http://www.stat.go.jp/data/kakei/sokuhou/tsuki/index.htm
●５月の全国消費者物価指数、前年比３．４％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６月中旬速報値）
http://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/index-t.htm
●５月の求人広告掲載件数、前年同月比２５．７％増／全求協
http://www.zenkyukyo.or.jp/outline/research.php
●国民春闘共闘が中間総括を確認／約２割でベア獲得
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/roushi/20140627.htm
●大学生の４割、大学院生の６割、就職活動を半年以内に終了／全求協
http://www.zenkyukyo.or.jp/info/?itm=24
●首相が新たな労働時間制度の選択肢を示すよう指示
http://www.jil.go.jp/kokunai/blt/backnumber/2014/07/038-039.pdf
●改正労働安全衛生法が成立
（議案情報／衆議院）
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DB80D6.htm
▽事務局長談話／連合
http://www.jtuc-rengo.or.jp/news/danwa/2014/20140619_1403169351.html
▽労働安全衛生法の一部を改正する法律案の概要／厚労省
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11301000-Roudoukijunkyokuanzeneise
ibu-Keikakuka/0000036586.pdf
●一致指数、前月比３．６ポイント悪化／４月の景気動向指数改訂値
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/di/Revision.pdf
●４月の現金給与総額、前年同月比０．７％増加／毎勤統計確報値
（14年４月確報）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/26/2604r/dl/pdf2604r.pdf
（統計表）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/26/2604r/2604r.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
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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）
8月の講座
クレーム対応講座
◇と き 8月5日(火) 9:30～16:30 1日間6時間
◇ところ 豊川商工会議所
◇講 師 ㈱エスエスブレーン 関美分氏、鈴木ゆかり氏
◇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）
9月の講座
医療・介護スタッフのための接遇マナー講座
※(一社)豊川市医師会・(一社)豊川市歯科医師会・(一社)豊川市薬剤師会との共催
◇と き 9月11日(木) 9:30～16:30 1日間6時間
◇ところ 豊川商工会議所
◇講 師 ㈱エスエスブレーン 関美分氏、鈴木ゆかり氏
◇受講料 当所会員・(一社)豊川市医師会員・（一社）豊川市歯科医師会員・
(一社)豊川市薬剤師会員 1人6,171円・税抜き5,714円
（非会員は7,404円・税抜き6,856円）
メンタルヘルス講座
◇と き 9月18日(木)25日(木) 9:30～16:30 2日間12時間
◇ところ 豊川商工会議所
◇講 師 愛知教育大学 名誉教授 竹内登規夫氏
◇受講料 1人14,399円・税抜き13,333円（非会員は17,278円・税抜き15,999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

１級土木施工管理技術検定（実地）受験対策講習会
◇と き
◇ところ
◇講 師
◇定 員
◇受講料

9月9日(火)16日(火)24(水) 9:00～17:00 3日間21時間
田原市商工会館
三河ＭＫ事務所 代表 加藤 光治氏
Dosuco技術士事務所 代表 松谷 孝広氏
30名（定員になり次第締め切り）
33,000円（非会員は39,000円）

※この受験対策講習会は、平成26年10月5日(日)に実施される実地試験
（申込期間：平成26年8月20日～9月3日）の受験者を対象とした事前
対策講習会ですので、(財)全国建設研修センターへ検定試験のお申
し込み手続きの完了をご確認のうえ、お申し込みください。
◇申込み 田原市商工会・伊藤 TEL 0531-22-6666まで。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《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/
・小規模事業経営支援事業費補助金に係る商工会及び商工会議所の実績報告の概要を公
表します
→ http://www.pref.aichi.jp/0000072755.html
・平成26年4－6月期中小企業景況調査結果
→ http://www.pref.aichi.jp/0000073559.html
・平成26年度第1回「あいち県民債」の発行について
→ http://www.pref.aichi.jp/0000073546.html
【豊川市】→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・65歳これから講座（夏講座）の参加者を募集します
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/fukushikaigo/fukushikaigooshiras
e/korekara26_natsu.html
・豊川市豊川駅東駐車場はじめ4施設の指定管理者の公募について
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/gyoseiunei/shiteikanrisha/toyokae
sshiteikanrisha/27nendokara/kobo.html
・諏訪まちリアルすごろくを開催！
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/toshikaihatsu/chishinshigaichitai
saku/realsugoroku.html
【蒲郡市】→ http://www.city.gamagori.lg.jp/
・帆船「海王丸」が蒲郡港にやって来る！！
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kikaku/kaioumaru.html
ページ(6)

メールNEWS vol.230.txt
・夏休み親子魚料理教室の参加者を募集します
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/norin/jyoseiryori.html
・【生命の海科学館】2014年夏の企画展 地球46億年への旅 ～隕石は宇宙の箱舟～
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/site/kagakukan/kikakuten2014.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7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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