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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

8月23日（土）開催！！

●会議所からのお知らせ
… 創業塾とよかわ2014、消費税転嫁対策セミナー 開催
… 日本銀行名古屋支店 梅森支店長講演会開催
… B-1後のまちづくりを検討 シティセールス事業始まる
… おいでん祭写真コンクール入賞作品決定！
… 健康まめ知識「内服薬の一包化について」
… 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
豊川の夏のフィナーレを飾る「第27回豊川手筒まつり」は、８月23日（土）
に豊川市野球場で開催されます。
豊川手筒まつりは、市内各連区でそれぞれの神社に奉納されている伝統の手
筒煙火を一堂に集め、勇壮に放揚するもので、今や全国に知れ渡っています。
また、スターマイン、仕掛煙火、中国煙火などの煙火も打ち上げられます。今
年の夏は豊川手筒まつりで締めくくり！どうぞご期待ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《会議所からのお知らせ》
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■◇ 創業塾とよかわ2014、消費税転嫁対策セミナー 開催
http://www.toyokawa-cci.org/jyouhouteikyou/kousyuukai.htm
豊川商工会議所は、新しく事業を始めようと計画している方々を対象に創業
の基本が学べる「創業セミナー」と少人数のゼミナール形式による創業までの
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プログラムを組んだ短期集中研修「創業塾とよかわ２０１４」の受講者を募集
しています。
当講座では、創業の基礎知識、実務、開業に伴うビジネスプラン作成など学
ぶことができます。
★創業セミナー
▽日 程 9月13日（土）13時～16時
▽テーマ 「創業の心構え」「創業者に求められるもの～創業事例紹介～」等。
▽受講料 無料
★創業塾
▽日程とテーマ
9月28日（日）：創業の基礎知識
10月5日（日）：ビジネスアイデア創出・プラン作成のポイント・作成演習
10月19日（日）：ビジネスプラン発表、事業成功のポイント
▽受講料 1人3,000円（3日間の講座料）
▽資料請求及びお問い合わせ
豊川商工会議所中小企業相談所・渡辺（TEL 86-4101）
メールでも受付します。 info@toyokawa-cci.org までお問い合わせください。
★消費税転嫁対策セミナー
▽日 程 9月4日（木）
▽内 容 ・消費税法改正を理解する
・旧税率と新税率の適用について
・工事請負、リース契約等の経過措置について
・10%引き上げにおける対策
▽問い合わせ・申込み
豊川商工会議所 経営支援グループ 川村（TEL 86-4101）
……………………………………………………………………………………………
■◇ B-1後のまちづくりを検討 シティセールス事業始まる
http://www.toyokawa-cci.org/news/citysales.htm
豊川商工会議所が今年度に取り組む「豊川市シティセールス推進事業」の第
1回推進委員会が7月3日（木）に行われ、日比会頭、笠原副会頭など委員12名が
出席し、今後の事業方針等に関する意見交換を行いました。
この事業は、昨年11月の「B-1グランプリin豊川」後のまちづくりプランを検
討するもので「B-1によって向上した豊川市の知名度や市民の『おもてなしの心』
を今後、まちづくりにどのように活かすべきか」が研究テーマ。
B-1の成果や課題を踏まえ、具体的なプランとスケジュールをまとめ、市に提
案・要望を行うことになっています。
◇推進委員会委員は以下のとおり（敬称略）
【委員長】日比嘉男（豊川商議所会頭）
【副委員長・座長】笠原盛泰（同副会頭）
【委員】丸山恭司（同商業部会長）、小川豊次（同観光部会長）、度会尚志
（同観光スポーツ振興委員長）、松下紀人（同専務理事）、山田耕
一（小坂井商工会事務局長）、宮地良和（豊川ビジョンリサーチ代
表幹事）
【学識経験者】松島史朗（豊橋技術科学大学教授）、髙橋大輔（東三河地域
研究センター主任研究員）【専門家】俵慎一（愛Ｂリーグ本部専務
理事）、橋川史宏（伊勢福・社長）
【オブザーバー】天野雅博（豊川市企画部長）
……………………………………………………………………………………………
■◇ おいでん祭写真コンクール入賞作品決定！
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http://www.toyokawa-cci.org/oiden/oiden3.htm
豊川市民まつり協議会（日比嘉男会長）、おいでん祭実行委員会（笠原盛泰
委員長）は、5月に行った「おいでん祭」の写真コンクールの審査を7月15日
（火）に行いました。
今回のコンクールには、イベントや市民の表情などを撮影した力作ばかり124
点の応募があり、審査の結果、次の方が入賞しました（敬称略）。
なお、入選作品は8月1日～15日まで豊川駅自由通路の掲示板に展示します。
▽豊川市民まつり協議会会長賞（１点）＝「お祭だ！」福嶋豊美（静岡県浜松市）
▽おいでん祭実行委員会委員長賞（１点）＝「扇の華」橋本武史（豊川市）
▽佳作（３点）＝「みんなおいでん・盛り上がろう」大木知子（豊橋市）、
「元気全開」都筑和雄（豊橋市）
「今年こそ」吉岡三司（豊川市）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 健康まめ知識「内服薬の一包化について」
http://www.toyokawa-cci.org/kenkou/kenkou.htm
『一包化』とは、服用時点の異なる二種類以上の内服用固形剤又は一剤（服用
時点が同一）であっても三種類以上の内服用固形剤が処方されているとき、そ
の種類にかかわらず服用時点ごとに一包として患者に投与することをいう。な
お、一包化に当たっては、錠剤等は直接の被包から取り出した後行うものであ
る。
分かりやすく言い換えると、いろいろ薬が処方されていても、朝食後に飲む
薬は全て一包に包装し、昼食後も夕食後も寝る前も、同じように、それぞれ一
包にまとめて調剤投与することをいいます。つまり一包の中に朝食後に服用す
る薬は全部入っているので簡単に服用できるというわけです。昼食後、夕食後、
寝る前も同様です。
ここまで読んで、「それじゃ私もそうしてもらおう。メセナで読んだからと
言って」とお考えになられる方もございましょう。しかし・・・・・
→ 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/）
●Ａ～Ｄ全ランクで２年続けて１０円超の答申／中央最低賃金審議会
厚生労働省の中央最低賃金審議会は29日、平成26年度の地域別最低賃金
額の改定目安について答申した。引上げ目安は、Ａランクが19円、Ｂラン
クが15円、Ｃランクが14円、Ｄランクが13円とされ、全国の加重平均では
16円となった。最低賃金が目安額通りに決定されれば、北海道、宮城、
東京、兵庫、広島で残されていた生活保護との逆転現象が解消されること
になる。（JILPT調査・解析部）
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/gyousei/20140730.htm
●６月の完全失業率３．７％、前月比０．２ポイント上昇／労働力調査速報
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/index.htm
●６月の有効求人倍率１.１０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/0000051810.html
●勤労者世帯の消費支出、３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
●労働安全衛生法の一部改正法が成立
http://www.jil.go.jp/kokunai/blt/backnumber/2014/08/042.pdf
●過労死等防止対策推進法が成立
http://www.jil.go.jp/kokunai/blt/backnumber/2014/08/043.pdf
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●精神障害の労災請求件数が過去最多／厚労省集計
http://www.jil.go.jp/kokunai/blt/backnumber/2014/08/044.pdf
●６月の全国消費者物価指数、前年比３．３％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７月中旬速報値）
http://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/index-t.htm
●「企業行動規範対応チェックシート（改訂版）」を発行／東商
http://www.tokyo-cci.or.jp/page.jsp?id=34592
▽講演会「コンプライアンス経営の進め方～企業行動規範対応チェックシートの活用～
」
http://event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-57421.html
●マツダ、元派遣１５人と和解 未払い賃金支払いで／広島高裁
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hanrei/20140725.htm
●１３年度「使用者による障害者虐待の状況等」の取りまとめ結果を公表／厚労省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000051485.html
●一致指数、前月比０．２ポイント上昇／５月の景気動向指数改訂値
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/di/Revision.pdf
●「職場のメンタルヘルス取組状況評価表（チェックリスト）」を公開
https://www.sanpo-tokyo.jp/survey/
●育休で昇給見送りは違法 勤務先に賠償命じる／大阪高裁
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hanrei/20140723.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
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
◇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
◇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）
１０月の講座
ＩＳＯ１４００１内部監査員養成講座
◇と き
◇講 師
◇受講料

10月9日(木)16日(木)23日(木)9時30分～16時30分 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）

職場の見える化講座
◇と き
◇講 師
◇受講料

10月14日(火)21日(火)9時30分～16時30分 2日間12時間
活コンサルタント 代表 松田英一氏
1人16,457円・税抜き15,238円（非会員は19,747円・18,285円）
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☆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。

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。
パート・アルバイト社員の労務管理と活用戦略
◇と き 9月10日(水)13時30分～16時30分 1日間3時間
◇ところ 蒲郡商工会議所
◇講 師 社会保険労務士法人兼子・山下経営労務事務所
社会保険労務士
順子氏
◇受講料 会員2,000円（非会員は4,000円）［税込］
◇申込み 蒲郡商工会議所・寺田 TEL 0533-68-7171まで。
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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

山下

【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事業計画の概要を公
表します
→ http://www.pref.aichi.jp/0000073801.html
・平成26年度 愛知ブランド企業の募集について
→ http://www.pref.aichi.jp/0000074853.html
・今夏の省エネ・節電対策について（県民の皆様へ）
→ http://www.pref.aichi.jp/0000072757.html
【豊川市】→ http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・東三河広域連合（仮称）の設立に向けた説明会を開催します
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/koikigyosei/higasimikawakouiki.ht
ml
・実物大の耐震シェルターを展示します
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/kankyosumai/sumai/jitubutu-syeru
ta.html
・第5回おいでん横丁～めぐりあい☆すわ～が開催されます
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/toshikaihatsu/chishinshigaichitai
saku/5oidenyokocho.html
【蒲郡市】→ http://www.city.gamagori.lg.jp/
・三河湾大感謝祭を開催します！
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→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kankyo/mikawawan.html
・「蒲っこフェス」を開催します
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kikaku/gamakkofes.html
・図書館学びの講座「昭和なるほど講座－やさしい回想法―」講師：佐溝力
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/site/toshokan/bungaku26.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
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◆

次回発行予定 ◆◆
平成26年9月1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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