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《今号の注目記事》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 確定申告、消費税申告相談
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、説明会の日程は以下のとおり。
確定申告（所得税・消費税）説明会
▽と
き 平成27年2月3日（火）14時～16時
▽ところ
豊川商工会議所
第1会議室
▽講
師
豊橋税務署担当官
▽受講料 無料
決算（所得税・消費税）申告指導会
▽と き 2月16日（月）17日（火）
3月2日（月）3日（火）9日（月）10日（火）
いずれも10時～12時、13時～17時
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▽ところ
豊川商工会議所税理士
Ａホール
▽講
師
東海税理士会
▽受講料
2,000円、非会員20,000円
▽指導時間商工会議所または青色申告会会員
お1人1時間以内
※給与所得者の還付申告、住宅借入金等控除のための申告、公的年金等の申告
株式、土地等譲渡所得申告などは、受付けできませんので、ご了承下さい。
消費税申告指導会
▽と
き 豊川商工会議所相談室
3月24日（火）10時～12時、13時～17時
▽ところ
▽講
師 東海税理士会税理士
▽受講料
2,000円、非会員20,000円
▽指導時間商工会議所または青色申告会会員
お1人1時間以内
▼申込み
各指導会の申込書を下記リンクからダウンロードし、必要事項記入後、FAX
またはメールにてご返送ください。
決算（所得税・消費税）申告指導会
http://www.toyokawa-cci.org/news/kessan.doc
消費税申告指導会
http://www.toyokawa-cci.org/news/syouhizei.doc
▼問合せ
豊川商工会議所 経営支援グループ（TEL 86-4101）へ。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《会議所からのお知らせ》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 日比会頭
「緑十字銀章」を受章
http://www.toyokawa-cci.org/news/midorijyuujisyou.htm
豊川商工会議所の日比嘉男会頭（豊川信用金庫会長）は、交通安全の推進へ
の多大な業績が評価され、このたび本年度の「交通栄誉章緑十字銀章」を受章
１月16日（土）に東京・日比谷公会堂で行われた「第55回交通安全国民運動中
央大会」で警察庁長官、全日本交通安全協会長の連名による表彰を受けられま
した。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 企業製品のPRに展示ホールのご利用を
http://www.toyokawa-cci.org/news/tenjihall.htm
豊川商工会議所は、本所に訪れた方たちに豊川地区の産業・商業の実態につ
いて広く知っていただこうと１階事務所前に展示ホールを設けて、地元企業の
製品・商品を展示しています。
今回、平成27年度の展示を希望する会員企業を次の通り募集します。会社の
紹介、自社製品の展示、技術力のPRなどに是非ご利用下さい。
▽１小間の広さ
横82センチ×奥行き45センチ×高さ43センチ
▽利用料金
1小間／年額12,342円（税込）
▽募集小間数
40小間
▽ご利用期間
平成27年4月～平成28年3月
▽ご利用小間数
1社2小間以内
▽申込み締切り
2月13日（金）
▽申込み・問合せ
豊川商工会議所 佐藤・佐々木（ＴＥＬ86-4101）まで。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 豊川少年少女発明クラブ
ボランティア指導員募集
http://www.toyokawa-cci.org/news/hatumeicub.htm
豊川商工会議所機械金属工業部会が所管する豊川少年少女発明クラブでは、
子どもたちに「ものづくり」を教える指導員を募集しています。
当クラブは、毎月1回の「子どもものづくり教室」を柱とし、夏休み期間に
開催する「自由工作教室」や小中学生の工作を一堂に展示する「おもしろアイ
デア作品展」などを実施しています。
多くの子どもたちが参加し、科学的な興味、関心を追求するための運営を
行っていくには、多くの指導員の方が必要となります。
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ご協力いただける方は、こちらからお申し込み下さい。
○ボランティアの内容
・「子どもものづくり教室」「自由工作教室」などの企画、運営
・教室での製作品の検討、図面作成、材料・道具の準備、教室当日の指導、
会場準備等
問合せは、豊川商工会議所
大高、佐藤（TEL86-4101）まで。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 青年部・女性会
新入会員募集
http://www.toyokawa-cci.org/news/seinenbujyoseikai.htm
〈青年部〉
豊川商工会議所青年部（夏目泰至会長）は新年度を迎えるにあたり、新入会
員を募集しています。
入会資格は商工会議所会員のうち、49歳までの経営者・管理者および後継者。
平成27年度は、おいでん祭の「よさこいイベント」運営「手筒まつり」協賛
の他「豊川稲荷春季・秋季大祭での御輿渡御」「いなり寿司奉納式2015」「ビ
ジネス勉強会」など、様々な事業を計画しています。
▼問合せ・申込み
豊川商工会議所青年部事務局（TEL86-4101 担当・近藤、渡辺）まで。
〈女性会〉
豊川商工会議所女性会加藤憲子会長）は、新年度を迎えるにあたり、新入会
員を募集しています。
女性会は、商工会議所会員のうち女性経営者もしくは経営に参画する女性に
役立つ様々な事業を行っている組織です。
平成27年度は、創立30周年を迎えるにあたり、新入会員を募集しています。
来年度30周年事業として、記念となる楽しい事業を行っていく予定です。様々
な研修や交流を通して女性経営者の和を広げていきませんか。
人と人とが集える場として、あらゆる職種のメンバーとともに豊かな地域社
会を築くことを目的に、私たちとともに活動しましょう。
▼問合せ・申込み
豊川商工会議所女性会事務局（TEL86-4101 担当・佐原、耒本）まで。
……………………………………………………………………………………………
■◇ 製品・会社パンフ等でPRしませんか
会議所会館ロビーに無料設置
http://www.toyokawa-cci.org/news/panf.htm
豊川商議所では1階のエントランスホールのパンフレットラックに、貴社の
パンフレットやチラシを設置する事業所を募集します。企業紹介・PR・販売促
進などにぜひご活用ください！
【募集事業所数】30社
【募集期間】平成27年3月13日（但し募集数に達し次第締切）
【設置期間】平成27年4月1日～平成28年3月31日（1年間）
【設置場所】豊川商工会議所1階エントランスホール
【申込資格】豊川商工会議所の会員事業所
【料金】無料
【設置物について】
①
１社１種類に限定させて頂きます
②
A4サイズ幅で厚さ約2cmのスペース
③
設置期間中に補充、入替も可能
【申込・問合せ】所定申込書にてお申込み下さい。TEL86-4101
佐藤・不二門
……………………………………………………………………………………………
■◇ メセナ広告掲載会員企業を募集
企業・製品をPRしませんか！
http://www.toyokawa-cci.org/news/mesenakoukoku.htm
豊川商工会議所は、本紙「メセナ」への広告掲載企業を次の通り募集します。
ただし、会員企業限定です。
広告は、カラー広告・白黒広告を選択できます。事業所や商品PRにご活用を！
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◆メセナの概要◆
▽発行日
毎月1回、1日発行
▽発行部数
36,000部
▽配布方法
毎月1日に豊川市内の中日・朝日・毎日・読売新聞に折り込み配布
※ 豊川商工会議所のHPにメセナをPDFに変換し掲載しています。
◆広告募集概要◆
▽申込方法
▽申込締切 所定の申込書に料金と広告原稿を添えて豊川商工会議所へ
1年契約及び4月からの掲載については3月6日（水）
5月号以降の掲載については掲載月の前月5日まで
▽問合せ
豊川商工会議所
TEL86-4101まで
……………………………………………………………………………………………
■◇ 郷土芸術家四人展
3月6日～8日に開催
http://www.toyokawa-cci.org/news/yoninten_h26.htm
豊川商工会議所では、豊川市に在住で、日ごろから商工会議所等の活動を通
じ協力頂いている芸術家4人の作品を一堂に会して、「第21回郷土芸術家四人展」
を開催します。
日本画家の中根強司氏、彫刻の山本須美雄氏、書の権田穂園氏、陶芸の後田
和孝氏による作品展で、ジャンルの異なるバラエティ豊かな作品が一度に鑑賞
できます。
オープニングセレモニーを3月6日午前10時から、同会場で開催、恒例となっ
た開場式での芸術家四人の作品が当たる抽選会を行います。今回も4人の芸術家
の作品とは別に、抽選会で当選した10名の方に、権田氏がそれぞれ好きな言葉
をその場で書いた半紙を、また後田氏の作品が10名の方に当たるので是非ご参
加を！
▽と き（抽選会は初日のオープニングセレモニー内のみ）
3月6日（金）～3月8日（日）午前10時～午後５時
▽ところ
豊川商工会議所2階ホール
▽入場料
無料
▽問合せ
豊川商工会議所
TEL86-4101
……………………………………………………………………………………………
■◇ 経済講演会
3月11日「アベノミクスの行方と今後の日本経済の見通し」
http://www.toyokawa-cci.org/news/keizaikouenkai_h26.htm
豊川商議所理財部会と豊川金融協会は、TBS「ひるおび！」「朝ズバッ！」等
でおなじみの永濱利廣氏を招き経済講演会を開催します。
▽と
き 豊川商工会議所ホール
3月11日（水）15時～16時30分
▽ところ
▽講
師講 第一生命経済研究所・経済調査部
主席エコノミスト 永濱利廣氏
▽聴
無料
▽定
員 豊川商工会議所
150名程
▽問合せ
浅井 TEL86-4101
……………………………………………………………………………………………
■◇
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/）
●１２月の完全失業率３．４％、前月比０．１ポイント低下／労働力調査
総務省が30日公表した労働力調査（基本集計）によると、2014年12月の
完全失業率（季節調整値）は3.4％となり、前月に比べ0.1ポイント低下
した。男性は3.6％で0.2ポイント低下、女性は3.2％で0.1ポイント上昇し
た。同時に公表した14年平均の完全失業率は3.6％と前年に比べ0.4ポイン
ト低下した。
（2014年12月）
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/index.htm
（2014年平均）
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ft/index.htm
（2014年10～12月期平均）
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/4hanki/ft/index.htm
●１２月の有効求人倍率１.１５倍、前月比０．０３ポイント上昇／一般職業紹介状況
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000072006.html
●勤労者世帯の消費支出、９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
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●１４年平均の全国消費者物価指数、前年比２．５％上昇／総務省
（14年12月の全国消費者物価指数）
http://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/index-z.htm
（14年平均の全国消費者物価指数）
http://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/nen/index-z.htm
（東京都区部の15年１月中旬速報値）
http://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/index-t.htm
●１２月の鉱工業生産指数、前月比１．０％上昇／経産省
http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/iip/result-1.html
●２０１５年の春季労使交渉がスタート／連合と経団連の懇談会
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/roushi/20150130a.htm
●フード連合はベア２％（６，０００
円）以上で／賃上げの要求基準を決定
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/roushi/20150130b.htm
●客室乗務員の整理解雇無効
日航に賃金支払い命じる／大阪地裁
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hanrei/20150130a.htm
●残業手当除外は「無効」
大手タクシー敗訴／東京地裁
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hanrei/20150130b.htm
●賃上げ実施・予定が前年比３．８ポイント増の８３．６％に／厚労省調査
http://www.jil.go.jp/kokunai/blt/backnumber/2015/02/030.pdf
●１５年度雇用保険料率の告示案要綱を了承／労政審
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000071609.html
●大卒予定者の就職内定率、前年同期比３．７ポイント上昇／厚労・文科省調査
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000067016.html
▽文部科学省・経済産業省との連携による「未内定就活生への集中支援2015」を実施／厚労省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000069886.html
●高校生の就職内定率は８４．１％、前年同期比４．９ポイント上昇／厚労省調査
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000067017.html
●一致指数、前月差０．７ポイント低下／１１月の景気動向指数改訂状況
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/di/Revision.pdf
●２年連続でベア容認
春闘指針、賃上げ促す／経団連
（時事通信）
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/roushi-k/20150123a.htm
（2015年版経営労働政策委員会報告－生産性を高め、経済の好循環を目指す－）
https://www.keidanren.or.jp/policy/2015/006.html
▽連合見解
http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/shuntou/2015/hoka/20150120kenkai.pdf
▽金属労協見解
http://www.jcmetal.jp/files/2015keiroi_jcmkenkai150121.pdf
▽経団連指針の要旨（時事通信）
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/roushi-k/20150123b.htm
……………………………………………………………………………………………
■◇ 各種講習会のご案内
★豊川商工会議所
http://www.toyokawa-cci.org/jyouhouteikyou/kousyuukai.htm
正しい決算書・申告書の書き方教室
▽と
き 豊川商工会議所
2月3日（火）14時～第１会議室
▽ところ
▽講
師 豊橋税務署
記帳指導推進官
▽受講料
無料
▽問合せ 豊川商工会議所経営支援G（浅井、川村 TEL86-4101）
建築士セミナー
建築士の技術向上のための知識！勉強会
▽と
き 豊川商工会議所
2月13日（金）13時～16時30分
▽ところ
第1・2会議室
▽講
師
一般社団法人愛知県建築住宅センター
松原辰樹氏、谷 光春氏
▽対
象
建設業に携わる方
▽共 催 （公社）愛知建築士会豊川支部・豊川商工会議所中小企業相談所
豊川商工会議所建設業部会・同不動産業部会
▽問合せ 豊川商工会議所経営支援G（近藤
TEL86-4101）
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★豊川職業能力開発専門学院
http://www.toyokawa-cci.org/jinzaikusei/gakuin.htm
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
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》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■◇ 愛知県・豊川市・蒲郡市の動き
【愛知県】→
http://www.pref.aichi.jp/
・知事が選ぶ「平成26年愛知県政10大ニュース」
→ http://www.pref.aichi.jp/0000067605.html
・平成26年度愛知県ファミリー・フレンドリー企業表彰の受賞企業決定！
→ http://www.pref.aichi.jp/0000079755.html
・愛知県インフルエンザ情報ポータルサイト
→ http://www.pref.aichi.jp/kenkotaisaku/influ/index.html
【豊川市】→
http://www.city.toyokawa.lg.jp/
・第50回豊川市民展を桜ヶ丘ミュージアムで開催します
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisetsu/bunkakyoiku/sakuragaokamuseum/tenrank
ai/kakonokikakuten/26nendo/50shiminten.html
・所得税及び復興特別所得税、市県民税の申告について
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/zei/shinkokku/shinkoku20140201_01.html
・豊川市インフルエンザ発生状況
→ https://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/kenkohokeniryo/kenkohokeniryooshirase/
27-1kansen.html
【蒲郡市】→
http://www.city.gamagori.lg.jp/
・創業支援セミナー参加者を募集します
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kankoshoko/sougyoushien.html
・第34回蒲郡市農林水産まつり＆食育フェスタを開催します
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/norin/34-nousuisai.html
・保留地公売について（特別売却）
→ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kukaku/horyuchi02.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27年2月16日（月）
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、
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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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