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《今号の注目記事》
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■◇ 第25回会員大会開催
11月15日（土）山﨑武司氏講演会開催
優良従業員表彰推薦を受付
薦締め切りは9月26日
http://www.toyokawa-cci.org/kouryuu/kaiintaikai.htm
豊川商工会議所は、11月15日(土)13時から豊川高等学校「鳳飛閣」において
「第25回会員大会」を開催します。
会員大会は、会員相互のふれあいの場として毎年行っており、式典では、恒
例の事業となっている優良従業員の表彰式を行います。続いて、元・中日ドラ
ゴンズの山﨑武司氏を招き記念講演会も開催します。
☆優良従業員表彰
豊川商工会議所は、会員事業所に勤務する優良従業員を、11月15日(土)に豊
川高校で行う第25回会員大会において表彰します。
このため、事業所からの被表彰者の推薦を受け付けています。
◆豊川市長表彰
市内の同一事業所に30年以上勤続し、成績優秀で企業の発展を通じ、産業の
振興または地域の開発に貢献し、その功績が顕著な者、かつまた、市内に10年
以住所を有する者
◆豊川商工会議所会頭表彰
①20年以上勤続し、成績優秀で他の模範となる者
②５年以上勤続し、技術の研究・品質の改善・販路の拡大・生産性の向上等、
事業所に寄与した功績大る者
③５年以上勤続し、年齢30歳以下の者で、勤労青少年として、仲間づくりの
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活動やグループリーダーとしての功績が顕著な者
その他、詳細な申し込み方法等はホームページをご覧頂くか、会員企業へ郵送
される申込書をご確認ください。
お問合せは、豊川商工会議所（担当・近藤、白須、TEL 86-4101）まで
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《会議所からのお知らせ》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 11月の会員大会で表彰
我がまちの達人顕彰
http://www.toyokawa-cci.org/news/wagamatinotatujin.htm
豊川商工会議所は、当地域における「その道の達人」を表彰する「我がまち
の達人顕彰」の推薦を受け付けています。ぜひ「その道の達人」をご推薦下さい。
◇顕彰の対象者
豊川商工会議所の会員事業所における全業種に係る技能者のうち、表彰の期
日現在において、同一職種に15年以上従事し、年齢が満35歳以上である者で、
各種要件を満たす方。
①当地域において「その道の第一人者」と称するにふさわしいこと。
②勤務成績、日常行為が極めて優秀で、後継者の育成に強い意欲を示していること。
※被表彰者の推薦は、会員事業所の代表者、または事業主が行うものとします。
その際、自薦、他薦は問いません。
その他、詳細な推薦方法等については、ホームページをご覧ください。
お問合せは、豊川商工会議所（担当・川村、TEL
86-4101）まで
……………………………………………………………………………………………
■◇ 豊川の「名物・特産品」掲載商品・掲載店を募集
http://www.toyokawa-cci.org/news/meibututokusanhin.htm
豊川商議所と市内４商工会は、豊川の「名物・特産品」の販売促進を図るガ
イドマップを作成する為の掲載商品・掲載店を次の通り募集しています。
▽募集期間
9月5日（月）まで
▽マップ概要
1コマ5.1㎝×7.6㎝、カラーB3判両面印刷(12折)2万部発行予定
▽募集コマ数
30コマ（条件等を確認、選考させて頂きます）
▽対象商品 次の①～③のいずれにも該当する商品。
①豊川の店舗・窓口等で販売し、独自性・独創性・話題性のあ
る商品であること
②申込時点で販売実績があり、以後も継続して提供できる商品
であること（各種法令、条例等の違反がなく、特許・実用新
案等で係争中でない、あるいは係争の恐れがない公序良俗に
反しない商品で、出展する事業者等が自己又は自己の名をも
って企画及び生産、販売する商品）
③豊川への観光誘客につながる商品であること
▽配布開始
▽参加掲載料10月下旬
1コマ5,000円（税込）
※但し、豊川商議所・市内４商工会非会員は10,000円
その他詳細・お申込
所定申込用紙の参加条件等を再度ご確認の上、お申込み
頂きます。豊川商工会議所（担当・不二門、TEL
86-4101）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 豊川商工会議所
観光カレンダー企業ＰＲの予約受付開始
http://www.toyokawa-cci.org/news/calender.htm
豊川商工会議所は、毎年好評の観光カレンダーを本年度も作製する。
発行は10月を予定。会社PRを入れたオリジナルカレンダーにするため、予約
を受け付けます。
▼テーマ
豊川市の祭り（仮）
▼大きさ
Ａ2版＝横42㎝×縦60㎝（最終ページは縦66㎝）
▼印刷 カラー印刷、但し広告部分は黒一色
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▼広告スペース
横42㎝×縦6㎝
▼領布価格 ほかに広告スペースの版下代等3万円が必要。
1部450円。100部以上、100部単位での受付。
▼申込み方法
所定の申込書に広告の原稿を添えて豊川商工会議所まで。
▼申込み締切り
9月26日（金）まで。 TEL 86-4101）
▼問合せ
豊川商工会議所（担当・川村
……………………………………………………………………………………………
■◇ ものづくり企業支援事業「メイドイン元気！とよかわ」
ものづくり企業ガイドブックを作成
掲載企業を募集中
http://www.toyokawa-cci.org/news/monodukurikigyousienjigyou.htm
豊川商工会議所は、音羽、一宮、小坂井、御津町商工会と共催で、愛知県の
「広域連携・合併支援事業」の採択・補助助成を受け、豊川市を力強く牽引し、
雇用や付加価値を創出している「ものづくり産業」の経営基盤を図り、高度な
生産技術などのＰＲを行うため、ガイドブックおよびホームページを作成しま
す。ガイドブックには、企業の優れた技術や設備の紹介を写真や図面などを使
い、分かりやすく見易い冊子として発行予定。また、検索機能を付加したホー
ムページを作成し、ガイドブック掲載企業を全国発信します。
募集要領は次のとおり。
▼募集期間
9月30日（火）まで
▼対象企業 一宮・小坂井・御津町商工会会員企業
豊川市内の製造業を営む豊川商工会議所会員企業及び音羽・
▼掲載企業数
100社
▼掲載料
5,000円（税込）
▼発行部数
1,000部
▼発行時期
12月（予定）
▼申込み 豊川商工会議所ホームページから申込書をダウンロードし、必要
事項を記入後、ＦＡＸで。
▼その他 出展を行います。但し抽選で3社限定。
ものづくり博2014（10月31日（金）11月1日（日）開催）に共同
▼問合せ 豊川商工会議所（担当・川村、村上 TEL 86-4101）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 第24回会員ゴルフ大会
10月27日実施 参加者募集中
http://www.toyokawa-cci.org/kouryuu/golf.htm
毎年恒例の「第24回会員ゴルフ大会」を以下のとおり開催します。
ぜひご参加ください！！
▽とき
10月27日（月）１組目
8時35分スタート予定
▽ところ
平尾カントリークラブ
▽参加資格（団体の上位3名の合計で競います）。競技方法等の詳細は組合せ
本所会員事業所の代表者、従業員。団体戦は3人または4人で1組
表・スタート表とともに後日郵送します。組合せ、スタート順は
事務局にご一任願います。
▽定員
120名
▽会費 5,500円（賞品、パーティ代を含む）
その他、詳細はホームページをご覧ください。
▼問合せ 豊川商工会議所（担当・伊與田、村上 TEL 86-4101）
……………………………………………………………………………………………
■◇ ゆるキャラ(Ｒ)ぐらんぷり2014
豊川市宣伝部長「いなりん」への投票を
http://www.toyokawa-cci.org/news/inarin.htm
全国のご当地キャラクターが人気を競う「ゆるキャラ(Ｒ)グランプリ2014」
に豊川市宣伝部長の「いなりん」がエントリーします。所定のホームページか
らパソコン、携帯電話、スマートフォン等で1日1回投票することができます。
上位入賞を目指す「いなりん」への投票をお願いします。
同グランプリは、まちおこしのために頑張っているキャラクターたちの順位
を、インターネット投票によって決める大会です。
投票期間は9月2日(火)から10月20日(月)まで。所定のホームページ（検索サ
イト等で「ゆるキャラＧＰ」）で是非、1日1回の投票をお願いします。
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問合せ 豊川市企画政策課（TEL 89-2126）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 地域の絆
情報交換・商談会2014 参加企業募集中
http://www.toyohashi-cci.or.jp/keiei/shodan/kizuna/index.html
その扉を開けて一歩踏み出そう!!
そして、新たな仕事の相手先を見つけませんか!
“地域の絆”情報交換・商談会2014は、仕事の相手先を見つけるために商工会
議所、商工会が実施するビジネスマッチング支援サービスです。
話してみたい事業所の方と会うことができ、情報交換や自社のPRをすること
でビジネスへのチャンスが生まれます。新たな取引先に出会い、販路・協力先
の拡大・共同開発など今後の可能性を見つける絶好の機会です。
▲日
時所 10月31日(金)、11月1日(土)
10時～17時
▲場
豊橋市総合体育館（豊橋市神野新田町メノ割1-3）
▲参
加 費 無料
▲募集期限
9月12日(金)
お問合せ・詳細はホームページをご覧ください。
→ http://www.toyohashi-cci.or.jp/keiei/shodan/kizuna/index.html
……………………………………………………………………………………………
■◇ 健康まめ知識「変形性膝関節症とは」
http://www.toyokawa-cci.org/kenkou/kenkou.htm
加齢と共に腰や膝の痛みが出る方が多くなります。今回は加齢による膝の代
表的な病気である変形性膝関節症についてのお話しです。
原因は、関節軟骨の老化によることが多く、肥満や素因も関与してきます。
また以前の外傷(骨折、靭帯損傷、半月板損傷)や、化膿性関節炎の後遺症とし
て発症することもあります。病態は加齢によるものでは、関節軟骨が弾力性を
失い、遣いすぎによってすり減り、関節の変形をきたします。……
→ 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/）
●１４年度最賃改定答申、全国加重平均額７８０円
／全都道府県で生活保護水準との乖離が初めて解消
厚生労働省は28日、2014年度の地域別最低賃金額改定に関する地方最低
賃金審議会の答申状況を公表した。全国の加重平均額は780円で、昨年度
より16円の引き上げ。改定額の分布は677円（鳥取県、高知県、長崎県、
熊本県、大分県、宮崎県、沖縄県）～888円（東京都）。08年の改正最低
賃金法施行後、初めてすべての都道府県において、最低賃金と生活保護
水準との乖離が解消される見込みとなった。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000055734.html
●景気基調判断を据え置き／８月の月例経済報告
http://www5.cao.go.jp/keizai3/getsurei/2014/0826getsurei/main.pdf
（首相官邸ウェブサイト）
http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/actions/201408/26getusrei_houkoku.html
●７月の完全失業率３．８％、前月比０．１ポイント上昇／労働力調査速報
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/index.htm
●７月の有効求人倍率１.１０倍、前月と同水準／一般職業紹介状況
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000055336.html
●勤労者世帯の消費支出、４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
●７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８月中旬速報値）
http://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/index-t.htm
●男性は「組織」、女性は「自分を取り巻く環境」に不満を持つ傾向／民間調査
http://www.mynavi.jp/news/2014/08/post_157.html
●個人企業の業況判断、２．２ポイント悪化／個人企業経済調査・確報
http://www.stat.go.jp/data/kojinke/kakuhou/4hanki/index.htm
●７月の求人広告掲載件数、前年同月比１６．２％増／全求協
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http://www.zenkyukyo.or.jp/outline/research.php
●「労働条件相談ほっとライン」を開設／厚労省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000054880.html
●１３年の労働争議５０７件、過去最少を更新／厚労省調査
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/14-25-07.pdf
（結果の概要）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/14-25.html
●一致指数、前月比１．５ポイント下降／６月の景気動向指数改訂状況
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/di/Revision.pdf
●賞与受給者の４割弱「前年より増えた」／マイナビ「夏の賞与実態調査」
http://www.mynavi.jp/news/2014/08/2014_14.html
●賃上げ実施企業が昨年度に比べ全国的に増加／経産省調査
http://www.meti.go.jp/press/2014/08/20140815002/20140815002.html
●労働安全衛生規則の改正省令案要綱を妥当と答申／労政審
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000053533.html
●６月の現金給与総額、前年同月比１．０％増加／毎勤統計確報値
（14年６月確報）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/26/2606r/dl/pdf2606r.pdf
（統計表）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/26/2606r/2606r.html
●４～６月期のＧＤＰ実質成長率、年率マイナス６．８％
http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/gaiyou/gaiyou_top.html
▽会長コメント／経団連
http://www.keidanren.or.jp/speech/comment/2014/0813.html
▽会頭コメント／日本商工会議所
http://www.jcci.or.jp/news/jcci-news/2014/0818170529.html
▽代表幹事コメント／経済同友会
http://www.doyukai.or.jp/chairmansmsg/comment/2014/140813a.html
●１企業あたりの従業員数３．５％増／１３年３月時点、企業活動基本調査
http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/kikatu/result-2/h25kakuho.html
●非正規割合３６．８％に上昇／労働力調査・詳細集計４～６月期平均
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/4hanki/dt/index.htm
●６月の鉱工業生産指数確報値、前月比３．４％低下／経産省
http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/iip/result-1.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
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 (一社)豊川市薬剤師会員
当所会員・(一社)豊川市医師会員・（一社）豊川市歯科医師会員・
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
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
◇講
師
伊與田コンサルタント
代表
伊與田安廣氏
◇受講料 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 10月14日(火)21日(火)9時30分～16時30分 2日間12時間
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◇講
師 活コンサルタント
代表 松田英一氏
◇受講料
1人16,457円・税抜き15,238円（非会員は19,747円・18,285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。
東三河産業アカデミー
中小企業のためのＭＯＴ（技術経営）講座
◇と き 10月8日(水)15日(水)24日(金)11月11日(火)19日(水)
いずれも14時～16時 5日間10時間
◇ところ
豊川商工会議所他
◇講
師 新東工業㈱
特別顧問 川合悦藏氏他
◇受講料
会員15,000円（非会員は18,000円）［税込］
◇申込み 豊川商工会議所 浅井 TEL 86-4101
「気がきく社員」の仕事術講座
◇と
き 10月9日(木)
9時30分～16時30分 1日間6時間
◇ところ
豊橋商工会議所
◇講
師 コンサルタントネットワーク㈱
チーフプロデューサー 本田祐美氏
◇受講料
会員8,000円（非会員は10,000円）［税込］
◇申込み 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/
・県内の企業における平成26年夏季一時金要求・妥結状況調査結果をお知らせします。
→ http://www.pref.aichi.jp/0000075648.html
・平成26年度第1回県政世論調査の結果について
→ http://www.pref.aichi.jp/0000075441.html
・愛・地球博記念イベント「モリコロパーク秋まつり」を開催します。
→ http://www.pref.aichi.jp/0000075618.html
【豊川市】→
http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・いなりん宣伝部長の「ゆるキャラ（R）グランプリ2014」奮闘記
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/kiratto/inarin/inarinfuntoki.html
・文化ホール公演事業「宝くじ文化公演
小松亮太＆オルケスタ・ティピカコンサート」のお
知らせ
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/saijibunka/bunka/concert/takarakuji.html
・芸と笑いのスペクタクル！「キマグレサーカス」のご案内
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/saijibunka/bunka/concert/bunkashinkoka004.html
【蒲郡市】→
http://www.city.gamagori.lg.jp/
・里山自然観察会の参加者を募集します
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kankyo/satoboshu.html
・「体重測定１００日チャレンジ！めざせ１万人！」を開催します
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/site/hokencenter/taiju100intro.html
・蒲郡市都市計画マスタープラン部分改訂（案）についてご意見を募集します。
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/keikaku/shi-masterplan-kaitei.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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◆◆平成26年9月16日（火）
次回発行予定 ◆◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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
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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