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《今号の注目記事》
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■◇ 確定申告、年末調整の相談受付
平成26年度より受け入れ体制を大幅に変更します
http://www.toyokawa-cci.org/news/kakuteisinkokuh26.htm
所得税、個人消費税の確定申告および年末調整の相談について、平成26年度
より、受け入れ体制を大幅に変更し、特定の指導会を設け事前予約制となりま
す。ご理解とご協力をお願いします。
これまでは、会員・非会員を問わず、受け付け順にて相談をお受けしていた
ことで、長時間お待たせする状況にあり、サービス低下を招いておりました。
そこで平成26年度からは特定の指導会を設け、事前予約制で行うこととなりま
した。これにより、お待たせする時間を少なくし、円滑な運営を目指します。
また、指導会は受講料を頂戴することとなりますので、予めご了承願います。
なお、税務署からの指導及びコンプライアンス遵守のため、各種書類、申告
書はお預かりできませんので、直接税務署へご提出をお願いします。
指導会、説明会の日程等はホームページをご覧ください。
http://www.toyokawa-cci.org/news/kakuteisinkokuh26.htm
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《会議所からのお知らせ》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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■◇ 会員第一主義・現場主義
開かれた商工会議所づくりを
第25回会員大会
盛大に開催
http://www.toyokawa-cci.org/kouryuu/h26kaiintaikai.htm
豊川商議所は11月15日（土）に豊川高校「鳳翔閣」で「第25回会員大会」を
開催しました。会員関係者など約1000人が参加。第１部式典の式典で日比会頭
は、「会員を第一に考え、会員に喜ばれる会議所づくりに邁進したい。またB-1
後のシティセールスにも積極的に取り組んでいきたい。」と式辞を述べました。
続いて従業員表彰、各種顕彰の表彰状の授与、大会宣言、抽選会を行い、第
２部は元中日ドラゴンズの山﨑武司さんによる記念講演会が行われました。
また、同会員大会では、会社勤務を通じ社業発展や社会活躍など、さまざま
に貢献された優良従業員110名を表彰しました。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 平成26年度「我がまちの達人」農上辰夫さん（㈱喜楽製菓）
http://www.toyokawa-cci.org/news/wagamatinotatujin_.htm
地元の卓越した技術・技能者などを称える平成26年度豊川商工会議所、「我
がまちの達人顕彰」に、㈱喜楽製菓に勤務する農上辰夫さん（71）の表彰を決
定、11月15日に行った「会員大会」の席上、表彰式を行いました。
農上氏は、出身の熊本県から中学卒業直後に同社に入社、以来、55年余の間、
一貫して商品の魅力向上と現場改善に取り組み、同社の主力製品「巻せんべい」
にとって難問であった「製造工程の自動化・機械化」を、知恵と工夫、熱意で
昭和57年に実現。生来の凝り性という性格からか、一つの事を始めると昼夜を
問わず、また寝食を忘れるほど没頭して取り組んでいそうです。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 豊川商工会議所オリジナル「豊川市のまつり」カレンダー発売中
http://www.toyokawa-cci.org/news/calenderhanbai.htm
豊川商工会議所の2015年観光カレンダー「豊川市のまつり」を販売中。各ペ
ージで豊川市内で開催されるまつりを紹介しています。
豊川商工会議所窓口にて販売中。1部800円（税込）。是非お買い求め下さい。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 音羽・一宮・小坂井・御津町商工会との情報交換会開く
http://www.toyokawa-cci.org/news/syoukoukaijyouhoukoukankai.htm
豊川商工会議所は、11月18日（火）に豊川市内の４商工会との情報交換会を
開催しました。この交換会は、18万都市・豊川の総合的なまちづくりの推進と
相互交流・連携を目的としたものです。
当日は各商工会の会長（音羽：石川豊久会長、一宮：伴正男会長、御津：小
島教滿会長）と各副会長、事務局長等が出席、会議所側は日比嘉男会頭、川合
悦藏・小野喜明・笠原盛泰副会頭、度会尚志委員長、土井義昭委員長、小川豊
次部会長、松下紀人専務理事ら合計22名が出席し開催。
会議の席上、日比会頭は「まちづくりや行政への要望活動等、連携して実施
して行きたい。各地で行われているお祭りなどの開催のあり方を含めて今後と
も情報共有と意見交換をお願いしたい」とあいさつ。その後各商工会の会長・
副会長等との活発な意見交換を行った。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 青年部次年度会長に井指和昭氏（井指設備工業㈱）会議所青年部定時総会開く
http://www.toyokawa-cci.org/news/seinenteijisoukaih26.htm
豊川商工会議所青年部（夏目泰至会長）は10月30日（木）本所にて第76回定
時総会を開き次年度役員を決定しました。
次年度会長には、井指和昭氏（井指設備工業㈱）が選任され、「自分は、い
ろいろな方と繋がりを持ちたくて青年部に加入しました。その様々な活動から、
自ら困難に向かい、やり遂げることの大切さを学びました。来年度は、皆さん
と一緒に楽しみながら一歩ずつ前進していきたいと思います。」とあいさつさ
れました。
次年度役員は次の通り。
【会長】井指和昭（井指設備工業㈱）
【専務理事】井澤秀明（㈲井澤造園）
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【副会長】余湖一晃（㈲リリーフ）、伊藤隆弘（伊藤板金）、間瀬木績（間瀬
木商店）、藤村幸成（㈲たなか葬祭センター）、髙木謙太郎（㈱タカギ）
【理事】太田光紀（豊川印刷㈱）、鬮目幹泰（豊川市役所）、岡崎桂一（㈲岡
崎表具店)松下和司（松下印刷）、井指章弘（㈱雅）
【相談役】井伊谷竜一（ペンキヤなかじま）
【監事】神谷和伸（㈲愛東保険事務所）、大井章弘（末広モータース㈱）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 市長、会頭が「いなり寿司」を奉納
商売繁盛など霊狐塚で祈願
http://www.toyokawa-cci.org/news/inarihounou.htm
豊川商工会議所青年部（夏目泰至会長）は11月22日（土）、秋季大祭の豊川
稲荷で「豊川名物
いなり寿司奉納式2014」を開催しました。
豊川YEGでは、いなり寿司を豊川の地域ブランドとしてPRするため、毎年
「みんなでいなり」と題し多くの参加者の協力により、2500個のいなり寿司を
その場で握り、いなり寿司でモニュメントを作成、配布してきました。
本年は、趣向を変え、豊川稲荷最祥殿内にて、山脇市長、日比会頭等来賓７
名の方に「商売繁盛」「家業繁栄」「諸願満足」等を祈念し、いなり寿司を握
っていただき、出来上がった「いなり寿司」を霊狐塚へ奉納しました。同奉納
式には、来賓のほか、豊川YEG、県下YEGメンバーも参加しました。
……………………………………………………………………………………………
■◇〈シニア・女性の部〉中山昌一さん、〈一般男性の部〉和田昌典さんが優勝
第24回会員ゴルフ大会
http://www.toyokawa-cci.org/kouryuu/golf_.htm
商工会議所では、10月27日（月）に「第24回会員ゴルフ大会」を平尾カント
リークラブで開催し、一般男性の部に55人、シニア・女性の部に27人が参加さ
れました。団体戦は、22組がエントリー。ダブルペリア方式で自慢の腕を競い
あいました。
主な入賞者は次の通り
【一般男性の部】
▽優勝
和田昌典（夏目ホルモン店）
▽準優勝
山本勝義（夏目ホルモン店）
▽３位
原康信（オーテック）
【シニア・女性の部】
▽優勝
中山昌一（中山モータース）
▽準優勝
夏目憲一（夏目電業所）
▽３位
片山博（片山建設）
【団体戦】
▽優勝 夏目ホルモン＝石原政明（諏訪製作所）夏目貞一（夏目ホルモン店）
▽準優勝山本勝義（同）和田昌典（同））
ナツメ＝夏目憲一（夏目電業所）水野太一（ユタカハウジング）
夏目雅康（ナツメ）藤村康司（ナツメ）
▽３位 粋なＹＥＧ
Ａチーム＝夏目泰至（夏目電業所）宇野秀幸（宇野商会）
伊藤隆弘（伊藤板金）平川敬基（平川建設）
また、「第24回会員ゴルフ大会」に、会員企業より多くのご協賛を頂きまし
た。協賛商品提供企業25社。協賛金提供役員議員企業57社。合計82社のご協力
により、開催し、当日は協賛スポンサー賞が設けられ、参加者へ賞品が受け渡
されました。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 純米吟醸酒
豊川いなり心願「叶」（かなう）市内19店舗で好評販売中
http://www.toyokawa-cci.org/news/kanau.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
好評発売中。価格は1本（4合瓶、720ml）1,620円（消費税込、箱入り）。
市内19店舗で販売しています。（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）
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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）
……………………………………………………………………………………………
■◇ 新春経済講演会
２月３日 テレビでおなじみの三橋貴明氏
http://www.toyokawa-cci.org/news/sinsyunkeizaikouenkai.htm
豊川商工会議所と豊川経済同友会は、2月3日（火）、新春経済講演会を開催
します。
講師には、「ビートたけしのＴＶタックル」「たかじんのそこまで言って委
員会」でもわかりやすい解説で人気があり、ブログランキング総合1位の経済
評論家・三橋貴明氏を招いて開催します。聴講無料。
▽日
時
平成27年2月3日（火）15時30分～17時
▽場
所
豊川商工会議所2階ホール
▽講 師 ㈱経世論研究所
所長
中小企業診断士
経済評論家 三橋貴明
氏
▽申込み 豊川商工会議所（TEL86-4101／担当
川村）へ。
メールでお申込みの場合、下記アドレスまでお願いします。
本文に、事業所名（一般の方は不要です）、氏名、電話番号を入力の上、送信
してください。
メール：kawamura@toyokawa-cci.org
……………………………………………………………………………………………
■◇
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/）
●１０月の完全失業率３．５％、前月比０．１ポイント低下／労働力調査速報
総務省が28日公表した労働力調査（速報）によると、10月の完全失業率
（季節調整値）は3.5％と、前月に比べ0.1ポイント低下した。男性は3.8％
で前月比で0.1ポイント上昇し、女性は3.2％で同0.2ポイント低下した。
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/index.htm
●１０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
厚生労働省が28日公表した一般職業紹介状況によると、10月の有効求人
倍率（季節調整値）は1.10倍で、前月に比べて0.01ポイント上昇した。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000065919.html
●勤労者世帯の消費支出、７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
●１０月の全国消費者物価指数、前年同月比２．９％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11月中旬速報値）
http://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/index-t.htm
●１０月の鉱工業生産指数、前月比０．２％上昇／経産省
http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/iip/result-1.html
●日立、情報・通信システム事業の国内製造拠点を統合／小田原工場など閉鎖へ
日立製作所は25日、情報・通信システム事業の国内製造拠点を統合する
と発表した。ストレージ（記憶装置）などを生産する小田原工場（神奈川
県小田原市）を閉鎖し、2016年９月末までに秦野工場（神奈川県秦野市）
に集約。日立子会社で現金自動預払機（ＡＴＭ）や行政向け端末を手掛け
る日立オムロンターミナルソリューションズ（愛知県尾張旭市）では、
豊川事業所（愛知県豊川市）を閉鎖し、16年３月までに本社工場に統合する。
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いずれも生産性と投資効率の向上が狙い。コスト競争力を強化し、事業拡
大を目指す。小田原工場のグループ従業員約1,000人と豊川事業所の約200
人の雇用は維持し、それぞれの統合先に移す。（時事通信）
●景気の基調判断を据え置き／１１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/201411/25getsurei.html
●中小・小規模企業の経営状況の変化を調査／経産省
http://www.meti.go.jp/press/2014/11/20141121003/20141121003.html
●１４年上期の工場立地面積、前年同期比３４．３％増／経産省調査
http://www.meti.go.jp/statistics/tii/ritti/result-2/h26kamikipresssokuhou.pdf
（統計表一覧）
http://www.meti.go.jp/statistics/tii/ritti/result-2.html
●１０月の求人広告掲載件数、前年同月比２０．２％増／全求協
http://www.zenkyukyo.or.jp/outline/research.php
●一致指数、前月差１．５ポイント上昇／９月の景気動向指数改訂状況
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/di/Revision.pdf
●９月の現金給与総額、前年同月比０．７％増加／毎勤統計確報値
（14年９月確報）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/26/2609r/dl/houdou2609r.pdf
（統計表）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/26/2609r/2609r.html
●「心の病」増加企業の約６割で、「職場のコミュニケーション」が減少
／日本生産性本部メンタル・ヘルス研究所
http://activity.jpc-net.jp/detail/mhr/activity001425.html
……………………………………………………………………………………………
■◇ 各種講習会のご案内
★豊川商工会議所
http://www.toyokawa-cci.org/jyouhouteikyou/kousyuukai.htm
年末調整説明会
◇と
き
12月15日（月）14時～
◇講
師
豊橋税務署 記帳指導推進官
◇受講料
無料
◇問合せ 経営支援グループ 浅井 TEL 86-4101
★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
ポカミス撲滅への体質改善と対策の進め方講座
◇と
き
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
企業組合浜名湖えるだークラブ
◇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
12月10日（水）9時30分～16時30分
1日間6時間
◇講
師
ＳＡＫＡＫＩＢＡＲＡ
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)
２月の講座
職長等教育研修会（製造業対象）
◇と
き
平成27年2月5日（木）12日（木）9時30分～16時30分
2日間12時間
◇講
師
西郷労働安全コンサルタント事務所
代表
西郷省吾氏
◇受講料 1人15,427円・税抜き14,285円(非会員は18,513円・税抜き17,142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
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■◇ 愛知県・豊川市・蒲郡市の動き
【愛知県】→
http://www.pref.aichi.jp/
・紀藤正樹氏による金融経済講演会を開催します！～悪質商法の手口と撃退方法～
→ http://www.pref.aichi.jp/0000077112.html
・愛知県の県民経済計算（平成24年度）
→ http://www.pref.aichi.jp/0000077583.html
・「平成26年工業統計調査」にご回答をお願いします
→ http://www.pref.aichi.jp/0000076635.html
【豊川市】→
http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・児童扶養手当法改正のお知らせ
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/kakushuteatenenkin/jidokansuruteate/ji
douhuyouteatekaise.htmll
・学校給食用物資の見積もり参加業者の登録申請を受け付け
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/boshu/kyushoku201212260953.html
・ミニ門松作り
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/event/koza/kadomatu.html
【蒲郡市】→
http://www.city.gamagori.lg.jp/
・男女共同参画婚活応援講座「婚活パーティwithチョコートフォンデュ」
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/site/bunsposhusaikouza/danzyokonkatuouenkouza.h
tml・ＮＨＫ「ごきげん歌謡笑劇団」公開録画を実施します！
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kikaku/nhk-gokigen.html
・蒲郡市メール配信サービス『安心ひろめーる』の登録をお願いします
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/site/userguide/anshin-hiromail.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15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。
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