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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★
… 第27回豊川手筒まつり

桟敷席販売中！良い席はお早めに！！

●会議所からのお知らせ
… 第150回議員総会 平成25年度事業報告・収支決算を承認
… オーエスジーが12連覇 豊川商工業親善野球大会
… 市内4商工会との情報交換会開く 総合的なまちづくりについて意見交換
… おいでん祭に17万2,000人が来場
… 商工会議所ニュース かわら版 NO.26
… 健康まめ知識「健康は「健口」から」
… 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 桟敷席販売中！良い席はお早めに！！
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。

☆☆

桟敷席等販売してます！

☆☆

▽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＝土・日・祝日を除く9時～17時30分まで。
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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》
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■◇ 第150回議員総会 平成25年度事業報告・収支決算を承認
http://www.toyokawa-cci.org/news/150giinsoukai.htm
豊川商工会議所は6月24日(火)に「第150回通常議員総会」を開き、平成25年
度の事業・収支決算、常議員の選任などを承認しました。
総会では平成25年度事業報告書に基づき、昨年度実施した事業について説明
した後、収支決算総括表に基づき決算内容を説明。市川栄二監事より「5月13日
に関係書類を監査した結果、いずれも適法にして正当に処理されていることを
認める」との監査報告を頂き、満場一致で収支決算を承認しました。
人事異動による常議員の選任については、田中 茂 氏（㈱三菱東京ＵＦＪ
銀行豊川支店長）に替わり、飯島 繁 氏（同上）を選任しました。
議事に続いて山脇実豊川市長などから祝辞を頂き、来賓紹介、祝電披露を行
い閉会しました。
……………………………………………………………………………………………
■◇ オーエスジーが12連覇 豊川商工業親善野球大会
http://www.toyokawa-cci.org/news/56yakyuutaikai.htm
第56回豊川商工業親善野球大会（豊川商工会議所・豊川鉄工会主催）は、市
内事業所9チームの参加を得て、6月14日(土)・21日(土)の両日にわたり、豊川
市野球場などで熱戦を繰り広げました。
決勝戦は、12年連続優勝をかけたオーエスジー㈱チームと、㈱デンソープレ
アスチームの対戦で、オーエスジー㈱が、12年連続13回目の優勝を飾りました。
優勝を飾ったオーエスジー㈱は9月21日(日)に蒲郡市で開かれる「第55回全
三河鉄工会親善野球大会」に豊川鉄工会を代表して出場します。
試合結果は次の通り。
１回戦
加藤製作所 6‐4 穂の国青年会議所
岡田建設 12‐5 トピー工業
デンソープレアス 9‐2 豊商
日本車輌 20‐0 共栄社
２回戦
加藤製作所棄権によりオーエスジー不戦勝
準決勝
オーエスジー 8‐0 岡田建設
デンソープレアス 5‐4 日本車輌
決勝戦
オーエスジー 15‐2 デンソープレアス
……………………………………………………………………………………………
■◇ 市内4商工会との情報交換会開く 総合的なまちづくりについて意見交換
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http://www.toyokawa-cci.org/news/syoukoukaijyouhoukoukankai.htm
豊川商工会議所は、5月30日(金)に豊川市内の4商工会との情報交換会を開き
ました。18万都市・豊川の総合的なまちづくりの推進と相互交流・連携を目的
としたものです。
当日は4商工会の各会長(音羽：石川豊久会長、一宮：伴正男会長、小坂井：
丸山登三雄会長、御津：小島教滿会長)と各副会長、事務局長等が出席、会議所
側は日比嘉男会頭、川合・小野両副会頭、度会委員長、土井委員長、松下専務
理事ら合計23名が出席しました。
会議の席上、日比会頭は、「お互いの事業活動についての理解を深め、協同
・連携できる部分は積極的な連携を」とあいさつ。4商工会の各会長からも今後
の交流について前向きな意見がありました。
その後、それぞれの会が所管するイベント等の現状、課題についての意見・
情報交換を行いました。今後も直面するテーマに沿った情報交換を続けて行く
ことを確認しました。
……………………………………………………………………………………………
■◇ おいでん祭に17万2,000人が来場
http://www.toyokawa-cci.org/oiden/oiden2.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日間行われ、
24日に8万5,000人、25日には8万7,000人、延べ17万2,000人が来場しました。
2日間にわたり全国各地から参加して頂いたよさこいチーム79チーム、約2,400
人による熱気あふれる踊りが披露された他、24日にはテレビで人気のキャラク
ターショーなどが行われました。25日にはメインイベントの市民"おどら舞"コ
ンテストに14チームが参加し自慢の演舞を競い合いました。また世界の難民に
衣服を送る「愛のチャリティコーナー」には2日間でダンボール箱に155個の衣
料が集まり、早速、神戸市にある「日本救援衣料センター」に送くりました。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 商工会議所ニュース かわら版 NO.26
http://www.toyokawa-cci.org/kawaraban/201405kawaraban.pdf
日本商工会議所と各地会議所の活動を紹介しています。ぜひご覧ください。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 健康まめ知識「健康は「健口」から」
http://www.toyokawa-cci.org/kenkou/kenkou.htm
「80歳になっても20本以上自分の歯を保とう」という「8020運動」は平成元
年に愛知県で発祥し、その後、全国に展開して広く知られるようになりました。
先月「豊川市8020表彰式」が開催され、今年は150名の方が受賞されました。
さて、現在、日本人の健康寿命は平均寿命より10年ほど短いため、健康寿命
の延伸が重要課題となっています。ところが、「8020達成者」は健康長寿の方
が多いことが明らかになって来ました。なぜでしょうか？
→ 続きはホームページを http://www.toyokawa-cci.org/kenkou/kenkou.htm
……………………………………………………………………………………………
■◇ 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/）
●一致指数、前月比横ばい／５月の景気動向指数（速報）
内閣府が７日公表した５月の景気動向指数（速報）によると、景気の
現状を示す「一致指数」は111.1となり、前月と比較して横ばいとなった。
景気の先行きを示す「先行指数」は同0.8ポイント下降の105.7、景気の
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広がりを示す「遅行指数」も0.5ポイント下降の117.7だった。
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/di/di.html
●景気判断、全地域で判断据え置き／日銀地域経済報告
http://www.boj.or.jp/research/brp/rer/rer140707.htm/
●１４年度地域別最低賃金額改定の目安について議論／最賃審小委員会
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000049743.html
（第41回中央最低賃金審議会資料）
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000049749.html
●現在の景況感ＤＩが悪化／日銀の生活意識調査
http://www.boj.or.jp/research/o_survey/ishiki1407.pdf
●１９９９年以来となる２％台の賃上げ率／連合・２０１４春季生活闘争最終回答集計
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/roushi/20140704.htm
●大手企業の賃上げ妥結結果、７，３７０円・２．２８％／経団連・最終集計
http://www.keidanren.or.jp/policy/2014/063.pdf
●精神障害の労災請求件数が過去最多に／厚労省まとめ
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000049293.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
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
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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
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。
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《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/
・「休日パテントセミナー2014 in 豊橋」 の参加者を募集します！
→ http://www.pref.aichi.jp/0000062492.html
・県内企業における平成26年春季賃上げ要求・妥結状況調査結果をお知らせします。
→ http://www.pref.aichi.jp/0000073791.html
・「平成26年度町工場技能者コンクール（電気溶接）」の参加者を募集します
→ http://www.pref.aichi.jp/0000073746.html
【豊川市】→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・豊川市総合体育館始め23体育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/shimintaiikuka201405.html
・パソコン教室の受講者を募集します
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/boshu/pasokonkyousitsu.html
・節水対策が解除されました
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/sudogesuido/josuido/sessui201407
11.html
【蒲郡市】→ http://www.city.gamagori.lg.jp/
・ご当地ナンバープレートを８月１５日（金曜日）から交付します
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/zeimu/gototi.html
・愛知大学・蒲郡市民教養講座
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/bunspo/koza-aidai.html
・蒲郡市火災予防条例の一部を改正しました
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/site/shobo/jourei.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
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★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8月1日（金）
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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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