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《今号の注目記事》
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■◇ 経営課題なんでもご相談ください
専門家人材バンクのご利用を
http://www.toyokawa-cci.org/senmonkajinzaibank/senmonkajinzaibank.htm
豊川商工会議所・豊川人材バンク協議会は、税理士等の専門家による「専門
家人材バンク」事業を行っています。
多様化・高度化する事業所の経営課題に対し、専門的な見地からアドバイス
を行うことで課題解決をお手伝いします。
専門家によるアドバイスは、１回あたり１時間以内を目安に、初回分は無料
（同一テーマによるアドバイスは連続２回目まで無料）で利用できます。
問合せ＝豊川商工会議所・人材バンク協議会 TEL 86-4101 担当・川村
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《会議所からのお知らせ》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 今後10年のおいでん祭について検討「ワーキンググループ会議」始まる
http://www.toyokawa-cci.org/news/oidenworking.htm
おいでん祭実行委員会は、今後のおいでん祭の開催運営方針などを検討する
ワーキンググループの第１回会議を10月7日（火）に商工会議所で開催しました。
今年5月に26回目を迎えた市民まつり「おいでん祭」。毎年、大勢の来場者
があり、春の市民まつりとして定着してきたが、この四半世紀の間、基本的な
主旨は変更せずに実施してきたことから、改めて市民まつりとしての在り方や
今後の方針について検討するものです。
おいでん祭実行委員会委員長である笠原商工会議所副会頭をはじめ、市の関
係部署、ＪＡひまわり、穂の国青年会議所など関係機関のメンバーらでの検討
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が始まりました。
今後は、年度中に数回の会議を実施し、この先10年間のおいでん祭の開催方
針等について協議を行い、ワーキンググループとしてまとめた意見を豊川市長
商工会議所正副会頭らで組織される市民まつり協議会へ提案する予定。
……………………………………………………………………………………………
■◇ B-1郡山大会
豊川いなり寿司出展 入賞ならず
http://www.toyokawa-cci.org/news/b-1_kooriyama.htm
「ご当地グルメでまちおこしの祭典！第9回B-1グランプリin郡山～東北・福島
応援特別大会～」が10月18日（土）19日（日）の2日間、福島県郡山市の開成山
公園などで行われ、全国から59団体が出展、豊川の「豊川いなり寿司で豊川市
をもりあげ隊」も出展しました。
昨年、第8回大会が豊川市で行われ、2日間で58.1万人が来場する大盛況でし
た。今回は豊川大会で「ゴールドグランプリ」を受賞した「浪江焼麺太国」が
ホスト団体を務め、東日本大震災の復興を支援する大会として行われました。
大会2日間で計45.3万人が会場を訪れ、今年の「ゴールドグランプリ」には
青森県の「十和田バラ焼きゼミナール」が輝きました。
豊川の「もりあげ隊」は10位以内の入賞は果たせなかったが、笠原盛泰隊長
は、「入賞は目標ではあるが、活動の目的はまちづくり。豊川のPRは十分でき
た」と、感想を話されました。
来年の第10回大会は、青森県の十和田市で行われます。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 純米吟醸酒豊川いなり心願「叶」（かなう）23日から市内19店舗で販売
http://www.toyokawa-cci.org/news/kanau_2.htm
大好評の純米吟醸酒「豊川いなり心願『叶』」を、今回は生酒・約4,000本を
豊川稲荷の秋季大祭の11月23日（日）から販売します。
価格は1本（4合瓶、720ml）1,620円（消費税込、箱入り）。豊川稲荷秋季大
祭の会場で販売する他、市内19店舗で販売します（完売次第、販売終了）。
★お近くの取扱店へどうぞ
㈱森田屋酒店（86-2337）
富岡屋酒店（86-2022）
㈱大島屋（86-2069）
丸大商店（83-0012）
酒工房・和泉屋（86-2231）
吟酒館たからや（89-8800）
サンクス豊川大崎店（84-8521）
サンクス小坂井伊奈店（73-2939）
サンクス御津下佐脇店（77-1539）
ヤマサちくわ
豊川インター店（85-8686）
ヤマサちくわ
音羽インター店（87-0990）
三輪屋ギフト館豊川店（86-6586）
フィール豊川店（83-6100）
サラダ館豊川野口店（82-1530）
ＪＡひまわりグリーンセンター一宮（93-6111）
ＪＡひまわりＡコープ中部店（89-1201）
ＪＡひまわりＡコープ一宮店（93-2975）
ＪＡひまわりＡコープ小坂井店（78-3381）
ＪＡひまわり産直ひろば御津（76-2135）
問合せ先＝豊川商工会議所（TEL 86-4101 担当：村上）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 「B-1豊川の軌跡と軌跡」メイキング本が好評販売中
http://www.toyokawa-cci.org/news/b-1making.htm
昨年11月の「B-1豊川」のメイキング本「B-1グランプリin豊川の軌跡と奇跡」
が発売され、東三河の各書店等で好評発売中。価格は1,620円（消費税込）。
豊川商工会議所副会頭で、「豊川いなり寿司で豊川市をもりあげ隊」隊長で
もある笠原盛泰氏と、もりあげ隊との共著。大会の関係者による誘致までの３
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年間の活動、当日の狂想曲、後日談等の実話を収録しています。
なお、本書籍の収益は全て「豊川いなり寿司で豊川市をもりあげ隊」に寄附
され、一部は「愛Ｂリーグ」の活動資金にも使用されます。
問合せ：もりあげ隊書籍販売事務局
（担当・荒井、TEL89-0077 平日午前９時～午後６時）
……………………………………………………………………………………………
■◇ ロボット事業新規参入を希望する企業の皆様へ
企業ニーズ・大学シーズ検討会
http://ul.lc/52t7
豊橋技術科学大学の有する研究シーズと企業ニーズのマッチングの場を提供
します。大学研究者と企業の意見交換会を通じて、新たな産学連携、技術開発
のヒントを探ります。
★大学シーズ紹介
コミュニケーションロボット技術の現状と応用
“心理”“認知”“魅力”“共感”
開催日
11/25(火)
場
所
視聴覚室
プログラム豊橋サイエンスコア
14:00～14:50
大学シーズ紹介
15:00～16:30 シーズ・ニース検討会
講 師 豊橋技術科学大学
人間・ロボット共生リサーチセンター
情報・知能工学系
准教授 北崎 充晃
※ 研究キーワード:
検討会参加豊橋技術科学大学研究者:
桂田 浩一顔画像処理（表情認識や
准教授、 大村 廉 講師
音声の検索、対話システム、
読唇）姿勢・行動センシング、
ウェアラブルコンピュ
ータ、コンテキストアウェアサービス
※→お申し込みは下記のちらしをダウンロードし、ＦＡＸでお申込みください。
http://www.tsc.co.jp/?action=common_download_main&upload_id=838
……………………………………………………………………………………………
■◇
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/）
●１５．５％の企業が６５歳定年制を実施／厚労省調査
厚生労働省が13日公表した2014年「就労条件総合調査」によると、一律
定年制のある企業のうち、65歳以上を定年年齢とする企業の割合は15.5％
（前年14.0％）となっている。また、年次有給休暇の付与日数は18.5日
（同18.3日）、そのうち労働者が取得した日数は9.0日（同8.6日）で、
取得率は
48.8％（同 47.1％）だった。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/14/index.html
●大卒初任給２０万４００円、前年比１．２％増／厚労省調査
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/14/index.html
●９月の鉱工業生産指数確報値、前月比２．９％上昇／経産省
http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/iip/result-1.html
●１４年度ベア実施企業、４５．９％に大幅増／労務行政研究所
http://www.rosei.or.jp/research/pdf/000064034.pdf
●１４年度の円安関連企業倒産、高水準で推移／帝国データ
http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p141102.html
●新規学卒者の卒業後３年以内の離職状況を公表／厚労省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000062635.html
●「現代の名工」卓越した技能者１４９人を決定／厚労省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000064265.html
●キャリア支援企業、厚生労働大臣表彰に１０社決定
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/20141107careerhyosho/
●１４年冬のボーナス、２年連続前年比増と予測／民間調査機関見通し
（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング）
http://www.murc.jp/publicity/press_release/press_141106
（第一生命経済研究所）
http://group.dai-ichi-life.co.jp/dlri/rashinban/pdf/et14_173.pdf
●一致指数、前月比１．４ポイント上昇／９月景気動向指数（速報）
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http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/di/di.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
１２月の講座
ブラックボードＰＯＰセミナー
◇と
き ＰＯＰ広告スペシャリスト
11月19日（水）14時～17時 佐藤忠生氏
◇講
師
◇受講料（但し、豊川商議所及び東三河法人会豊川支部非会員の方は5,000円）
3,000円
◇問合せ 経営支援グループ 不二門 TEL 86-4101
ポカミス撲滅への体質改善と対策の進め方講座
◇と
き 企業組合浜名湖えるだークラブ
12月4日（木）9時30分～16時30分小枝英生氏
1日間6時間
◇講
師
◇受講料 1人10,284円・税抜き9,523円（非会員は12,341円・税抜き11,427円）
部下が育つ褒め方と叱り方講座
◇と
き ＳＡＫＡＫＩＢＡＲＡ
12月10日（水）9時30分～16時30分
1日間6時間
◇講
師
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)
☆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。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《行政・各種団体情報》
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■◇ 愛知県・豊川市・蒲郡市の動き
【愛知県】→
http://www.pref.aichi.jp/
・県有財産(土地)の一般競争入札による処分を行います
→ http://www.pref.aichi.jp/0000074246.html
・次世代エネルギーシステムセミナー
～「再生可能エネルギー」の可能性と導入に向けたヒント～の参加者を募集します
→ http://www.pref.aichi.jp/0000077577.html
・あいちトリエンナーレ地域展開事業～あいちアートプログラム～
→名古屋フィルハーモニー交響楽団による演奏会とワークショップ
http://www.pref.aichi.jp/0000077560.html
【豊川市】→
http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・すわポンイルミナイトが開催されます！
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/toshikaihatsu/chishinshigaichitaisaku/s
uwairumi2014.html
・商店街宝探しクロスワード＆狐娘ちゃんスタンプラリーを開催します。
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/toshikaihatsu/chishinshigaichitaisaku/a
kedo-sutan-xword.html
・プリオニコニコフェスタ(第3弾)が開催されます！
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/toshikaihatsu/chishinshigaichitaisaku/p
rionikoniko3.html
【蒲郡市】→
http://www.city.gamagori.lg.jp/
・【生命の海科学館】小惑星探査機「はやぶさ２」打ち上げ公開中継（パブリックビューイン
グ）→ http://www.city.gamagori.lg.jp/site/kagakukan/hayabusa2.html
・２０１４全国コットンサミットin蒲郡開催のお知らせ
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→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kankoshoko/kottonnsamittoosirase.html
・平成26年度「東三河
人にやさしい街づくりセミナー・講座」開催のお知らせ
→
http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kenchiku/hitomachi26.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12月1日（月）
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
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