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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》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 新潟県・長岡商議所へ行動計画策定などを研修
22日・23日に議員親睦研修旅行を実施
http://www.toyokawa-cci.org/news/nagaokacci.htm
豊川商工会議所は、10月22日（水）23日（木）の２日間、議員親睦・研修旅
行を行います。会議所の役員・議員32名が参加予定。
これは、議員相互の親睦を図り、先進の商議所事業を学ぶもので、今回は新
潟県長岡市の長岡商工会議所を訪問します。
長岡市は人口約27万人。江戸時代の長岡藩の藩主である牧野家は、もともと
豊川市の牛久保の地で勢力を持つ一族で、戦国時代に、徳川家の家臣として功
績を挙げたことにより長岡藩主となったという、豊川市とは深い縁がある地域
です。
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また、長岡商工会議所は以前から３年間ごとに「行動計画」を策定し、商工
会議所を取り巻く環境が変化する中で会議所が果たす役割、３年間の行動理念
・指針を表明しています。現在、豊川商工会議所が策定作業を行っている中長
期ビジョンの手本となる事例であり、当日は計画策定に係る説明等を受ける予
定です。
2004年の中越地震の発生から10年であり、復興絵支援と豊川と長岡の交流を
深めるための記念植樹も行う予定です。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 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
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）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 経済講演会報告
個人消費は堅調 梅森徹日本銀行名古屋支店長
http://www.toyokawa-cci.org/news/keizaikouenkai_nitigin.htm
豊川商工会議所は、9月10日（水）、日本銀行名古屋支店長・梅森徹氏を迎え
経済講演会「最近の金融経済情勢と展望」を開催しました。
講演の主旨は次のとおり。
１．東海経済の現状
東海地方は、鉱工業生産指数、輸出量に関して、全国と比較しても高い水
準にあり、自動車産業が主力となっている。また国別の輸出では、アメリ
カと中国だけで40％を占めている。個人消費については百貨店・スーパー
での消費など堅調である。雇用や賃上げ、賞与の動向も東海地方は上向き。
２．海外経済の動向
世界経済を概観すると、他の国に比べて、日本はＧＤＰ見通しがプラスに
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なることを予測。
３．金融政策運営
2013年4月に量的・質的金融緩和の導入を行い、マネタリーベースコント
ロールを採用。この緩和は安定的に持続するために必要時点まで継続。目
標は2014年末で日本銀行保有長期国債を190兆円。
４．東海経済の展望と注目点
本格的な回復軌道への復帰を期待。設備投資は持続し、消費は増え、輸出
は緩やかに増加が期待される。そのリスクとして、人手不足や燃料等の価
格高騰が懸念される。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 福祉共済制度をＰＲ
共済フォーラム行う
http://www.toyokawa-cci.org/news/kyousaiforum.htm
豊川商工会議所の各種福祉共済制度の業務を受託しているアクサ生命保険㈱
主催による「共済フォーラム」が9月8日（月）に平尾カントリークラブのレス
トランで行われました。
日頃の制度加入に対する感謝と制度への意見、また更なる加入に向けた各種
商品の紹介等を目的に実施たもので、当日は9社の方にご参加いただきました。
フォーラムではアクサの平出岡崎支社長、豊川商工会議所の松下専務が「今
後とも商工会議所の共済制度へのご愛顧をお願いしたい」とあいさつし、食事
を交えながら意見交換を行いました。
……………………………………………………………………………………………
■◇
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/）
●過労死等防止対策推進法、１１月１日より施行
政府は14日、「過労死等防止対策推進法の施行期日を定める政令」と
「過労死等防止対策推進協議会令」を閣議決定した。これにより、今年の
通常国会で成立した「過労死等防止対策推進法」の施行期日は11月１日と
なった。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000060810.html
（過労死等防止対策／厚労省）
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000053725.html
●８月の鉱工業生産指数確報値、前月比１．９％低下／経産省
http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/iip/result-1.html
●冬のボーナス、前年比４．６％増、３年ぶりプラス／労務行政研調査
http://www.rosei.or.jp/research/pdf/000063827.pdf
●「すべての女性が輝く社会づくり本部」を設置／閣議決定
http://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/201410/3_a.html
▽小規模企業振興基本計画を閣議決定
http://www.meti.go.jp/press/2014/10/20141003003/20141003003.html
▽「中小企業需要創生法案」を閣議決定
http://www.meti.go.jp/press/2014/10/20141003002/20141003002.html
●「イクメン企業アワード」受賞企業などを決定／厚労省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000060031.html
●１１月に「過重労働解消キャンペーン」／厚労省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000060042.html
●個別労働紛争解決研修・応用研修を開催中／ＪＩＲＲＡ
（応用研修）
http://www.jirra.org/info/funso-ouyo/index.html
（基礎研修）
http://www.jirra.org/info/funso/index.html
●大企業製造業の業況判断の改善１ポイント／日銀９月短観
http://www.boj.or.jp/statistics/tk/tankan09b.htm/
●景況感ＤＩが悪化／日銀の生活意識調査
http://www.boj.or.jp/research/o_survey/ishiki1410.pdf
●古賀会長が来春闘での月例賃金引き上げの必要性を強調／連合・中央委員会
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/roushi/20141003.htm
……………………………………………………………………………………………
■◇ 各種講習会のご案内
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★豊川職業能力開発専門学院
http://www.toyokawa-cci.org/jinzaikusei/gakuin.htm
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
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》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 愛知県・豊川市・蒲郡市の動き
【愛知県】→
http://www.pref.aichi.jp/ の参加者を募集します ～県内3地域で開催～
・「職場のメンタルヘルス対策セミナー」
→ http://www.pref.aichi.jp/0000075931.html
・豊橋の次郎柿誕生100周年！秋の味覚「次郎柿」をPR
→ http://www.pref.aichi.jp/0000076837.html
・人にやさしい街づくり
地域セミナー
→ http://www.pref.aichi.jp/0000025632.html
【豊川市】→
http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・軽自動車税の税率改正について
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/zei/keijidosha/shiminzeika201409011.ht
ml・第1回総合計画審議会を開催します。
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/gyoseiunei/sogokeikaku/sogokeikakusakut
ei.html
・「豊川海軍工廠跡地見学会」参加者募集
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/heiwatoshisuishin/suishikyogikai/gyosei
ka.html
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【蒲郡市】→
http://www.city.gamagori.lg.jp/
・あなたの「いいじゃん蒲郡」を教えて！ただいま投票募集中！
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kikaku/26iijan.html
・まちの話題を写真で紹介！ふれあい宅配便（平成２６年９月）
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/site/furetaku/furetaku-h2609.html
・広報がまごおりをスマホへ配信します！
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kikaku/ikouhousi.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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◆◆平成26年10月31日（金）
次回発行予定 ◆◆
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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。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

-5-

