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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
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。
現在、講演会入場券配布中！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《会議所からのお知らせ》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ シティセールス事業・まちづくり講演会
「おかげ横丁」のまちづくりに学ぶ
http://www.toyokawa-cci.org/news/citysales.htm
豊川商工会議所は、今年度実施中の「豊川市シティセールス推進事業」の一
環として「まちづくり講演会」を行います。
講師には、伊勢神宮の門前にある「おかげ横丁」の仕掛人である橋川史宏氏
をお招きし、「不易流行の地域振興論～『おかげ横丁』の場合～」をテーマに
伊勢神宮門前の活性化事例を踏まえた今後のまちづくり、豊川市に必要な課題
についてお話しいただきます。
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年間650万人もの人が訪れる「おかげ横丁」は、行政の補助金に頼らずに整備
されており、まちづくりの好事例として全国的に注目されています。
▽と
き 10月14日（火）15時30分～17時
▽ところ
豊川商工会議所・２階ホール
▽講 師 ㈲伊勢福・社長／橋川史宏氏
（㈲伊勢福は「おかげ横丁」の運営会社）
▽聴
講
無料
▽聴講をご希望の方は、以下の問合せ先へお電話いただくか、
メール 豊川商工会議所（担当
info@toyokawa-cci.org 村上、大高
にてお申し込みください。
▽問合せ
TEL 86-4101）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 研修用ＤＶＤを無料貸出します
http://www.toyokawa-cci.org/news/kensyuudvd2.htm
豊川商工会議所では、会員サービスの一環として、「経営に役立つ研修DVD」
の貸出を行っています。ご利用方法は、下記要領の通りです。
【DVDで学べる内容】
・会社を成長させてきた「マーケティング方法」とは…
・人のやる気、モチペーションを高める方法とは…
・成果を生み出す思考、行動づくりとは… など
ご1．ご利用対象者
利 用 方 法 → 豊川商工会議所会員
2．研修DVD一覧はこちら → http://www.toyokawa-cci.org/news/DVD.pdf
3．貸出方法
①お電話(TEL
86-4101)にて、あらかじめ、お申込みください。
②DVDは、本所に受取りにお越しください。郵送はいたしません。
③メールでの申込みの場合は、下記まで、送信ください。
→ info@toyokawa-cci.org ※必ず「研修DVD申込み」と明記ください。
④お電話等での予約はできますが、予約期間は、3日までとさせて頂きます。
4．ご利用料金
無料
但し、研修DVDの複製、配布、貸与、放送、変造等は禁じられております。
また、破損の場合は、実費ご負担願います。
5.貸出本数及びご利用期間
1回につき3本まで。期間は1週間以内。期限厳守にてお願いいたします。
6. お問合せ先 担当/総務G伊與田、会員サービスG佐藤 (TEL 86-4101)
……………………………………………………………………………………………
■◇ ものづくり博2014in東三河
10月31日（金）、11月1日（土）開催
http://www.toyokawa-cci.org/news/monodukurihaku.htm
東三河広域経済連合会（豊川商工会議所はじめ東三河の商工会議所・商工会
で構成）は、10月31日（金）11月1日（土）に豊橋市総合体育館で「ものづく
り博2014in東三河」を開催します。
東三河のものづくりの強さや魅力を発信する場として、また次世代の若者へ
ものづくりの楽しさを伝え、ものづくり人財育成を図る場として開催します。
当日は、東三河のものづくり企業・団体が86社出展し、製品や事業等のPRを
行います。また、記念講演会や各種セミナー、プラモデル製作コーナー、もの
づくり企業見学会、ものづくり学園祭など様々なイベントも同時開催！
併催行事では、「穂の国東三河いいものうまいものフェア」、「地域の絆
情報交換・商談会」も実施。
★★人財育成セミナー★★
豊川商工会議所が所管するセミナー「デジタル時代の今だからこそ～明るく
楽しいものづくり、ひとづくり」は31日（土）13時～14時30分、豊橋市総合体
育館2Ｆ第2会議室で、関ものづくり研究所代表の関伸一氏を講師に招き講演会
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を開催。
①記念講演会
11月1日（土）14時～15時30分
テーマ：ＭＲＪと航空機産業の将来展望
講 師：三菱航空機㈱取締役会長 江川豪雄氏
②ものづくり・人財などに関するセミナー
③プラモデル製作コーナー
11月1日（土）
ガンダム、妖怪ウォッチ、宮崎駿作品のプラモデル作成教室
④ものづくり企業見学会
10月31日（金）13時～
見学先：シーヴィテック（アイシンエイダブリュグループ）
⑤穂の国うまいものフェア
両日
会場
豊橋市総合体育館屋外特設会場
⑥地域の絆 情報交換・商談会 両日 10時～17時
※記念講演会・セミナーの申込書のダウンロードこちらから
→ http://www.toyokawa-cci.org/news/monodukurihaku_seminor.pdf
担当 豊川商議所 川村（TEL 86-4101）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 第10回かわしんビジネス交流会
10月24日（金）、25日（土）開催
http://www.toyokawa-cci.org/news/kawasinkouryuukai.htm
豊川信用金庫（半田富男理事長）は、10月24日（金）25日（土）、両日とも
10時～16時まで、豊川市総合体育館で「第10回かわしんビジネス交流会」を開
催します。
当日は、豊川商議所、同愛知県地域ジョブカードサポートセンターをはじめ
164社の企業・団体が出展。
体育館内では、各ブースでのPRの他に、ビジネスマッチングのための商談会
や販路拡大セミナーなどが行われる。また体育館外では、物販等も行われる予
定。他に、「高校生ビジネスアイデア発表会」「東北物産展」「豊川少年少女
発明クラブによるものづくり体験コーナー」も開催予定。
……………………………………………………………………………………………
■◇ おもしろアイデア作品展・環境ゴミ問題絵画展を開催
http://www.toyokawa-cci.org/ibent/idea/ideakaiga.htm
豊川商工会議所・豊川少年少女発明クラブ、同女性会では「第18回おもしろ
アイデア作品展・環境ゴミ問題絵画展」を9月26日（金）から28日（日）までの
3日間、当所ホールで開催しました。
おもしろアイデア作品展には、理科の授業を参考にした作品、牛乳パック等
を使った作品など小学生684点、中学生25点の応募があり全作品を展示。おもし
ろアイデア作品展の入賞作品は会議所月報メセナ11月号で発表します。
また、豊川商工会議所女性会（加藤憲子会長）では、絵画を通じて、小学生
に環境・ゴミ問題について考える機会を与え、子供を中心にその家族、地域全
体が環境とゴミ問題に対する認識を深め、問題改善の為に行動を起こすことを
目的に「絵画コンクール」を実施。630作品の応募があり、9月12日に審査会を
開催し各賞を決定しました。各賞は次の通り。
▼豊川商工会議所会頭賞
白井成実（代田小6年）「地球を守るのはきみしかいない」
▼豊川市長賞
堀田佑悟（一宮東部小４年）「地球をゴミだらけにしないで！」
▼豊川市議会議長賞
松原香乃（長沢小６年）「危ない?地球温暖化」
▼豊川市教育委員会委員長賞
牧野月姫（豊川小５年）「海をきれいに」
▼豊川商工会議所女性会会長賞
榎田万紋（代田小５年）「どっちの海がすき？」
▼優秀賞
白井葉菜（国府小４年）
笹原愛華（平尾小４年）
嶋田卓実（一宮西部小５年）
井田 葵（一宮東部小６年）
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髙津美成音（御油小５年）
鈴木夢実（天王小６年）
天野正晴（長沢小６年）
田邊和也（豊小６年）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 健康まめ知識「訪問歯科診療とは」
http://www.toyokawa-cci.org/kenkou/kenkou.htm
歯科でも病気などで通院の困難な患者さんに、ご自宅や施設で治療を受けら
れる訪問診療を行っています。「訪問歯科」と聞くと意外に思われる方も多い
ようです。歯科では歯を削るための設備や多くの器材が必要になりますので、
診療所で行っている治療を全て訪問診療で行えるわけではありませんが、入れ
歯の調整や作製、専門的口腔ケアはほとんど問題なく行えます。……
→ 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/）
●成長戦略や地方創生などに重点配分する特別枠に2443億円を計上／厚労省概算要求
厚生労働省は８月26日、2015年度予算の概算要求をとりまとめた。それ
によると、高齢化に伴う社会保障費の自然増（8,155億円）を含め、今年
度当初予算（30兆7,430億円）より3.0％増の31兆6,688億円と過去最大の
要求額となった。成長戦略や骨太の方針、地方創生など安倍内閣の重点
課題に優先配分する「特別枠」（「新しい日本のための優先課題推進枠」）
には、女性や若者の活躍推進など2,443億円を計上した。
http://www.jil.go.jp/kokunai/blt/backnumber/2014/10/040-041.pdf
●民間企業で働く女性管理職の割合は6.6％に／厚労省調査
http://www.jil.go.jp/kokunai/blt/backnumber/2014/10/042-043.pdf
●月例給とボーナスを７年ぶりに引き上げ／人事院勧告
http://www.jil.go.jp/kokunai/blt/backnumber/2014/10/044-045.pdf
●「過半数代表制」の適切な運用に向けた考え方を整理／連合
http://www.jil.go.jp/kokunai/blt/backnumber/2014/10/046-047.pdf
●若年労働者を「正社員転換」した事業所は４６．６％／厚労省調査
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/4-21c-jyakunenkoyou-h25_houdoou.pdf
（結果の概要）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/4-21c-jyakunenkoyou-h25.html円／厚労省
●民間主要企業の夏季一時金平均妥結額、前年比7.28％増の80万653
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000057998.html
●景気基調判断を下方修正／９月の月例経済報告
http://www5.cao.go.jp/keizai3/getsurei/getsurei-index.html
（首相官邸ウェブサイト）
http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/actions/201409/19getsureikeizai.html
●景気判断指数が低下／経済同友会・経営トップアンケート
http://www.doyukai.or.jp/bizactivity/articles/2014/pdf/140917.pdf
●創業１００年以上の「長寿企業」、全国に２万７，０００社超／帝国データ
http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p140905.html
●就職前発症でも労災認定
新入社員、うつ病自殺で／東京地裁
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hanrei/20140919.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
１０月の講座
ＩＳＯ１４００１内部監査員養成講座
◇と
き 伊與田コンサルタント
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
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
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◇と
き 活コンサルタント
10月14日(火)21日(火)9時30分～16時30分
2日間12時間
◇講
師
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・税抜き18,285円）
１１月の講座
部下指導力向上講座
◇と
き マツイ・マネジメント・オフィス
11月12日(水)9時30分～16時30分 1日間6時間
◇講
師
代表 松井督卓氏
◇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。
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］
「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
集客・営業が飛躍的にアップする会話術講座
◇と
き 小坂井商工会館
11月7日(金)14時～16時 1日間2時間
◇ところ
◇講
師 ㈱インナーコンサルティング
代表取締役
郡司 守氏
◇受講料
会員3,000円（非会員は5,000円）
[税込]
◇申込み 小坂井商工会 大桑 TEL 78-3333
……………………………………………………………………………………………
■◇ ゆるキャラ(Ｒ)ぐらんぷり2014
豊川市宣伝部長「いなりん」投票受付中！
http://www.toyokawa-cci.org/news/inarin.htm
http://www.yurugp.jp/vote/detail.php?id=00000066
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。
問合せ 豊川市企画政策課（TEL 89-2126）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《行政・各種団体情報》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
-5-

■◇ 愛知県・豊川市・蒲郡市の動き
【愛知県】→
http://www.pref.aichi.jp/
・平成26年度応
急仮設住宅建設模擬訓練の実施とモデルハウスの展示について
→
http://www.pref.aichi.jp/0000075216.html
・愛知県
庁本庁舎公開イベントを開催します！
→
http://www.pref.aichi.jp/0000076298.html
・「ごみ
ゼロ社会推進あいち県民大会」の参加者募集について
→ http://www.pref.aichi.jp/0000076416.html
【豊川市】→
http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・とよかわ
農業塾第11期生を募集します
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/sangyo/nogyo/nogyoshinko/shinkishuno/no
muka20130712.html
・とよかわオープンカレッジ
あと1週間でお申込みを締め切ります
→
https://www.city.toyokawa.lg.jp/saijibunka/aoinomon/opencollege/kareji.html
・65→歳これから講座（
秋講座）の参加者を募集します
https://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/fukushikaigo/fukushikaigooshirase/kore
kara26_natsu.html
【蒲郡市】→
http://www.city.gamagori.lg.jp/
・塩→津中学校施設開放講座「
親子わいわいスイーツ教室」
http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/bunspo/siotyuu-siokouziryouriuri.html
・ラグーナ
未利用地開発（ヘルスケア領域）に係る基本計画策定委託業務に係る公募について
→
http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kikaku/healthcare-plan-h26.html
・蒲郡市に
住民登録のある方の旅券（パスポート）の申請・受け取りは市役所で行えます
→
http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/shimin/passport-pre.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
★Ｊ
ＡＮ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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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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