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恒例！秋の大売出し事業 参加店募集

２０１９

８月号
発行所 城陽商工会議所
住 所 京都府城陽市富野久保田1-1
ＴＥＬ 0774-52-6866
ＵＲＬ http://www.kyo.or.jp/joyo/
発行人 生駒智史
編集人 広報委員会
1部100円（購読料は会費に含む）

消費者の日頃のご愛顧にお応えするため、本年も大売出し
事業“城陽市大謝恩フェア”を実施いたします。今回も抽選
券に加え、参加店でご利用頂けるクーポンブックを製作しま
す。クーポンブックは城陽市内全戸配布のタウン情報誌「城
陽日和」と合同で発行いたします。お店のＰＲ、売り出し情
報掲載に是非ともご活用ください。

クーポンブック 城陽日和と合同発行！
大謝恩フェア「クーポンブック」と、
タウン情報誌「城陽日和」を合同発行！
大謝恩フェア参加店の売出し情報を市内
へ全戸配布します。(約36,000部)
※参加店募集の詳細は折込チラシをご覧ください。

城陽日和と合同発行のクーポンブックに、貴社の広告(カ
ラー・1/2ページ約A6サイズ)を1社5万円で掲載することが出
来ます。事業所のＰＲに利用してみませんか。スペースに限
りがございますので先着順とさせて頂きます。なお、詳細は
当所までお問い合わせください。
自分のことをもっと褒めてみ
よう。たくさん褒めてみよう。
たっぷり褒めてみよう。
書道家 武田 双雲
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【担当：指導課】

「城陽市プレミアム付商品券」取扱い店舗募集！
本年10月の消費増税にあたり、市内での買物を促進するため、
市内のお店で金券として使用できる｢プレミアム付商品券｣を発行
します。これに伴い、取扱い参加店を募集します。
本事業に係る参加費、換金手数料は無料ですので、この機会に
是非ご参加頂き、販売促進にお役立てください。
■発行総額
約4億円
■有効期間
10月1日(火)～3月1日(日)
■参加資格
市内に店舗を有する事業所
(対消費者にかかる取引に限る)
■換金期間
10月1日(火)～3月31日(火)

事務所や工事現場での盗難多発！

■換金手数料
無 料
■募集締切
8月30日(金)
■申込方法
申込用紙に必要事項を明記
し当所までFAXして下さい。

確実な施錠と工具等の放置厳禁！

【詳細：折込チラシ】
城陽署
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城陽市企業説明会

日
会
内

時：9月11日(水)17時30分～
場：文化パルク城陽
容：第1部 演芸会
第2部 懇親会
参加資格：当所会員
参 加 費：お1人 2,000円
締
切：8月23日(金)

拳四朗選手V６ ～拳四朗後援会祝勝会～
7月29日(月)リーガロイヤルホ
テル京都にて、拳四朗WBCライト
フライ級王座防衛V6祝勝会が開
催されました。同級1位ジョナサ
ン･タコニンを4回TKOで勝利し、
見事6度目の防衛に成功した拳四
朗選手を、210名の後援会関係者
らが盛大にお祝いされました。

▲チャンピオンベルトを掲げる拳四朗

7月5日(金)文化パルク城陽
にて今年度初となる企業説明
会が開催されました。会員事業
所のｱﾝﾌﾟﾚｼｵﾝｶﾞﾄｰｼｭｸﾙ･泉工業
㈱・応用電機㈱･医)啓信会 京
都きづ川病院・㈱城陽ｽｲﾐﾝｸﾞｽ
ｸｰﾙ･ﾑﾗｸﾞﾁ運送㈱を含む計9社
が参加しました。当日は50名の
求職者が来場され、企業の事業
内容等を熱心に聞き入ってい
ました。次回は9月3日(火)文化
パルク城陽にて開催致します。
【担当：指導課】

城陽市技能功労者表彰 ～各分野の技能の名人をご推薦ください～
■推薦できる方
①技能者が所属する産業団体の長
②技能者を雇用する人が所属する産業団体の長
③技能者を雇用する人
④技能者と同一の職にある人
⑤市長が特に認める人
※自薦はできません
※各分野で活躍されている30年以上の実務経験
を有する60歳以上の技能者を推薦してください
■表彰対象者
技能者として特に功労があったと認められ、
令和元年11月1日現在において次の要件をすべて
満たす人
①城陽市内に5年以上居住する満60歳以上の人
②城陽市内で5年以上同一の職業に従事し、その
職業に30年以上の実務経験を有する人
③極めて優秀な技能を有し、他の技能者の模範

と認められる人
④引き続きその職業に従事し、当該職業の指導
的立場にある人
■表彰対象職種
①建築、土木、電気工事など
②各種製品の製造、加工、修理など
③理容、美容、マッサージなど
■選考方法
推薦があった表彰候補者の中より、選考委員
会の審議を経て決定します
■申込方法
所定の推薦書(城陽市商工観光課、城陽商工会
議所にあります)により令和元年8月30日(金)ま
でに商工観光課に提出してください
■問い合わせ先
城陽市 まちづくり活性部 商工観光課
電話：(0774)56-4018

営業時間

２０:００～２４：００

商品・サービスのＰＲに「チラシ同封サービス」をご利用ください。
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軽減税率対策補助金（レジ補助金） 締切間近！お急ぎください！
消費税増税まであと2ヶ月に迫りました。本年10月1日より消費税率が10％へ引き上げられる予定で
す。また、これに合わせた消費税軽減税率制度導入に伴い、複数税率対象品目を取り扱う中小企業・
小規模事業者等の皆様におかれましては、複数税率対応レジや受発注システムの導入・改修等の対応
が必要となります。下記は、それらに要する経費の一部を補助することにより、導入等の準備が円滑
に進むよう支援する制度です。レジやシステムの導入・改修等は大変混み合っております。今後はさ
らなる混雑や対象レジの欠品等が予想されますので、まだ対応がお済みでない方におかれましては、
早急なご準備、ご対応をお願い申し上げます。
名称

中小企業・小規模事業者等消費税軽減税率対策補助⾦

概要

中小企業・小規模事業者等が複数税率対応レジやモバイルPOSレジシステムの導入・改
修等(A型)、受発注システムの改修等(B型)、区分記載請求書等保存方式に対応する請求
書管理機能の改修(C型)を行うにあたって、その経費の一部を補助する制度です。

対象者

軽減税率に対応して区分経理等を⾏う必要がある中⼩の⼩売事業者等(※)
※旅館・ホテル・料亭等も広く対象になります

補助率

原則 3/4以内(※)
※①タブレット・PC・スマートフォンは 1/2以内
※②3万円未満のレジ購入の場合は 4/5以内

1台あたり20万円(※①)、券売機40万円(※②)
補助金額 ※①商品マスタの設定等が必要な場合にはプラス20万円で上限40万円
※②平成31年2月から券売機を補助対象化
完了期限 9月30日
申請期限 12月16日 ※9月30日までに導入・改修、支払いを完了した後の申請となります
軽減税率対策補助金事務局 申請窓口
℡ 0120-398-111[9:00～17:00(土日祝日を除く] URL http://kzt-hojo.jp/
お問合せ
※上記内容はA型となります。
※B型･C型は内容が異なりますので、HPにて詳細をご確認下さい。

Snack
スナック

フ

レ

ン

ド

風 恋 人

スタッフ募集！！

まずはお電話下さい。

近鉄寺田駅東出口KJビル2F
営業時間:20:00～24:00

0774-55-4356
℡ 090-3869-1306
定休日:日曜･月曜

新入会員募集!!
詳しくは当所まで ℡52-6866

補助金に関するご相談は、お気軽に当所(℡0774-52-6866)までご連絡ください。
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起業支援事業費補助金
対象者

京都府内で地域課題を解決する社会的事業を起業する方 ※諸条件あり

対象経費
補助率

従業員の人件費、店舗等借入費、設備費、原材料費、借料、知的財産権等関連経費、
外注費、委託費、広報費等
1/2以内(上限200万円)

申請期限 令和元年8月30日(金)
京都府商工労働観光部中小企業総合支援部(中小企業応援センター事務局)
申請先 〒600-8009 京都市下京区四条通室町東入ル函谷鉾町78番地
京都経済センター3階
お問合せ
℡ 075-366-4357

その他 各種補助金のお知らせ
名称

多様な働き方推進事業費補助金

自社の多様な働き方を推進する事業
対象経費 (コンサルタントの導入、情報通信機器や保育施設等の設置、企業説明会への出展・求
人メディアへの掲載、社内研修の実施・各種セミナーへの参加等)
補助率

1/2以内(上限50万円)
※小規模事業者は2/3以内(上限50万円)
※複数事業者が共同で事業を実施する場合は2/3以内(上限100万円)

申請期間 令和元年5月15日(水)～令和2年1月31日(金)
名称

就労環境改善サポート補助金

就労環境改善の取組
対象経費 (就業規則等の作成・変更、所定労働時間削減の為の設備投資(タイムレコーダー等の設
備)、就労環境改善の為の設備導入(改修)経費(冷房、暖房、通風等温度調節設備等))
補助率
申請期間
名称

1/2以内(上限30万円)
※就業規則の作成・変更については、その他の規定等を含み上限10万円
前期：令和元年5月15日(水)～令和元年9月27日(金)
後期：令和元年10月15日(火)～令和元年12月27日(金)
労働生産性向上推進事業補助金

労働生産性向上により、長時間労働削減や有給休暇の取得促進等の取組
対象経費 (IoTツールの導入による生産設備の稼働率向上、ロボットの導入による不随的業務の効
率化等、ドローンの活用による測量や施工管理の効率化)

補助率

1/2以内(上限100万円)

申請期間 令和元年5月15日(水)～令和元年8月28日(水)
｢職場づくり行動宣言｣を行うもののうち、以下のいずれかに該当するもの
①府内に事業所を有する中小企業者
補助対象者
②きょうと福祉人材育成認証制度による認証を受けているもの
③｢京都モデル｣ワーク･ライフ･バランス推進企業認証制度による認証を受けているもの
京都府中小企業団体中央会
申請先 〒600-8009 京都市下京区四条通室町東入ル函谷鉾町78番地
お問合せ
京都経済センター3階
℡ 075-708-3701／FAX 075-708-3725
補助金に関するご相談は、お気軽に当所(℡0774-52-6866)までご連絡ください。
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活動報告
寺田南地区振興会

富野西地区振興会

青谷地区振興会

7月7日(日)～8日(月)1泊2日
の親睦旅行を開催しました。
愛知県蒲郡市方面へ、21名が食
事や温泉を楽しみ親睦を深め
ました。

7月9日(火)東城陽ゴルフ倶
楽部にて親睦ゴルフコンペを
開催しました。当日は12名が参
加し、ゴルフ日和のなかプレー
を楽しみました。

7月20日(土)18名参加のも
と、東華菜館にて夏の会員親睦
会を開催しました。過ごしやす
い気候に恵まれ会員の親睦を
深めることができました。

久津川西地区振興会

金融部会

飲食部会

7月26日(金)42名参加のもと
都ホテル京都八条にて親睦ビ
アガーデンを開催。夏の夜空の
下、親睦を深めました。

7月29日(月)12名出席のもと
シェルにて総会を開催。平成30
年度事業報告決算、令和元年度
事業計画予算について承認。

城陽和菓子振興会

新名神建設活用促進協議会

小規模企業振興委員会

7月19日(金)レストランシェ
ルにて総会を開催。平成30年度
事業報告・決算、令和元年度事
業計画･予算について承認。

7月25日(木)総会を開催し、
役員改選では堀井会長が再任。
総会終了後、今西副市長を講師
に研修会を開催しました。

7月7日(日)～8日(月)8名参
加のもと、視察研修会を実施。
宮城県石巻市方面へ震災の復
興状況について視察しました。

城陽商工物産協会

4日間(6/29･30、7/6･7)にわ
たり｢京都大作戦2019｣が太陽
が丘にて開催され、来場者に特
産品の販売PRを行いました。

7月12日(金)宮川町｢花傳｣に
て14名出席し総会を開催しま
した。役員改選では越田生雄氏
が新会長に就任しました。

ＪＲ城陽駅前商店街七夕まつり

7月6日(土)JR城陽駅前商店
街にて七夕まつりが開催され、
色とりどりの短冊と多くの方
で大いに賑わいました。

新入会員募集中!!～あなたの経営をサポートします～

( 6 ) 令和元年8月1日発行（毎月1日発行)

会 議 所 だ よ り

＜ポイント還元制度の受付開始＞
｢キャッシュレス・消費者還元事業(ポイント
還元制度)｣に登録したキャッシュレス決済事業
者 は、全 国で 223 社 (6月 24 日 時 点 ) にな り まし
た。このうち143社が中小企業･小規模事業者(中
小小売店等)向けにサービスを提供するB型決済
事業者です。
中小小売店等が本制度に参加するには、このB
型決済事業者を通じて加盟店登録する必要があ
ります。現在(6月24日)30社のB型決済事業者で
準備が整い、登録受付を開始しています。どの
決済事業者で受付開始しているかは、本制度特
設Webサイト(https://cashless.go.jp/)
をご覧ください。
＜消費者に周知開始＞
今後は、中小小売店等に加え、消費者向けの
周知広報が始まります。Webサイトで消費者向け
のPRチラシ等を公開していますが、今後はテレ
ビCMや加盟店での統一ポスター掲示、地図アプ
リを活用し加盟店位置情報などの情報を発信予
定です。
おそらく10月以降、多くの消費者がポイント
還元対象店舗での買い物を意識し始めると予想
されます。消費者から｢選ばれる店舗｣になるた
めにも、本制度への参加を検討ください。
＜検討のポイント＞
｢キャッシュレス決済の導入は検討している
が、何から考えたらよいのかわからない｣という
中小小売店等が多いと思います。決済手段の種
類も豊富で、どういった基準で経営判断すれば
よいか悩んでいる中小小売店等の皆様にポイン
トを解説します。
１．店舗や取扱品・サービスの特徴は？
どのキャッシュレス決済手段が自身の店舗に
適しているか分からない場合は、次の観点が役
立つでしょう。
①客単価が低い店舗は｢電子マネー｣等プリペイ
ド式の決済を希望する消費者が多く訪れ、逆に
客単価が高い店舗は｢クレジットカード｣決済を
希望する消費者が多く訪れる傾向があります。
②若者や社会人が訪れる店舗は｢スマートフォ
ン｣を活用した決済が好まれ、逆に高齢者が多い
店舗 は｢カー ド式(ク レジッ トカー ド、電子マ
ネー等)｣が好まれる傾向にあります。
③周辺の他の店舗で導入されている決済サービ
スが、貴方の店舗でも利用される可能性が高く
なる可能性があります。
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２．必要な設備環境は？
導入にあたって新たな決済端末や通信回線の
整備が必要なのか、あるいは既にある通信環境
やタブレット･スマホ等を上手く活用できるかで
初期導入コストに大きな違いが出てきます。こ
のため、導入に必要な環境は何かを予め確認し
ておくことが重要です。｢QRコード/バーコード
決済｣では、端末自体が不要な場合があります。
３．いくら掛かるのか？
上記２で紹介した環境整備に必要な初期費用
や、決済ごとに発生する手数料、付随するサー
ビスや機器レンタル等の費用、他にも通信費や
振込手数料が発生する場合があります。
４．入金サイクルは？
売掛金の入金サイクルは、月1～2回が主流で
したが、最近では月に複数回入金や翌営業日の
入金、売上額が一定金額に達した時点での入金
な ど、バ リエ ー シ ョンが 豊 富 に な って き ま し
た。自身の店舗運営に適した入金サイクルを提
供 す る 決 済 事業 者 を 選ぶ と よ い で しょ う。な
お、特定の金融機関の口座開設や、入金の振込
手数料を店舗側が負担しなければならない場合
がありますので、確認が必要です。
５．コスト以外の条件は？
２年間の契約しばりや、特定の金融機関の口
座開設が必要といった条件が提示されるケース
があります。ポイント還元制度では、実施期間
中(2019年10月〜2020年6月末)と終了後で条件が
異なる決済事業者もありますので、よく確認し
てください。
６．加盟店の義務は？
本制度に参加した加盟店には、一定の責任や
売上等の報告義務が課される場合があります。
第３回連載でも紹介した｢国や補助金事務局によ
る調査への協力｣｢ポスターの店頭掲示義務｣｢消
費者とのキャッシュレス取引がキャンセル・取
消しとなった場合に消費者に対して当該取引の
ポイントが還元されないようにするための決済
事業者への報告義務」等が課される点にも留意
が必要です。
７．追加導入できるサービスや機能は？
決済機能に加え、売上管理や販促等の機能、
海外のコード決済サービスも扱えるなど付加的
なサービスが提供されています。「導入したら
終わり」ではありません。より良い店舗運営を
実現するためのツールとして、キャッシュレス
決済の導入を検討いただきたいと思います。

城陽市産業会館(貸会議室)をご活用ください。詳しくは当所(℡0774-52-6866)まで。
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今からおよそ30年前、全国にはいわゆる畳屋
さんが1万社以上存在していたが、総務省･平成
28年経済センサスー活動調査によれば約5100社
(畳等生活雑貨製品製造業全体)と、この30年間
で半減している。
その最大の要因は、30年前は新設住宅着工戸
数が170万戸あったものが、現在は約95万戸と大
幅に減少している(国土交通省・平成30年度建築
着工統計調査)ことに加え、住宅の洋風化の影響
も大きい。事実、かつては一般住宅では、平均2
～3部屋あった和室が、今や平均１部屋、畳の数
では6枚分しかない。加えて、経営者の高齢化や
職人不足、さらには後継者も少なく、廃業が多
発していることもある。
こうした厳しい業界ではあるが、全国各地に
は、後継者が育ち、新たな活路を見いだし、元
気いっぱいの企業も少なからず存在する。その1
社が、今回紹介する、パート女性を含め従業員
数6人の松葉畳店である。
同社は、静岡県のJR藤枝駅で下車し、車で10
分ほど走った未だのどかな田園風景が見られる
焼津市郊外のロードサイドにある。1977年、現
代表の松葉榮氏が、静岡市内の老舗畳店で5年間
の住み込み修業の後、現在地で創業した。
数年前までは、妻と2人で畳の製造や修繕、さ
らには張り替えサービス中心の、いわゆる畳専
門店であったが、2015年前後から、大きく変貌

令和元年8月1日発行（毎月1日発行)

( 7)

していった。そのきっかけは、一度、嫁いだ三
女の伊藤知美さんが、｢父が苦労して創業した大
好きな畳屋を廃業させたくない｣と、サラリーマ
ンであった夫と共に入職したことである。
その後、畳の製造や張り替え工事だけでは事
業の発展は難しいと考え、｢国産のイ草という天
然素材の心地よさを身近な生活雑貨という形で
提案してみてはどうか｣と思い立った。それまで
の職業経験を生かし、寝る間も惜しんで、さま
ざまなユニークな生活雑貨の開発に取り組んで
きたのである。知美さんたちがこれまでに開発
した商品は、小畳、名刺入れ、ポーチ、ブック
カバー、しめ縄花飾り、祝儀袋、コースターな
ど、優に25種類を超えているという。
そして、開発した商品を地域のイベントや東
京で開催される展示会・ギフトショーなどへ出
品したほか、ホームページも充実させていっ
た。こうした努力が実を結び、今や全国各地の
著名な百貨店や専門店との取引が成立し、4年前
まではゼロであった新規事業が、現在では事業
全体の3割を占めるまでに拡大しているだけでな
く、本業の畳の販売にも好影響を与えている。

会議所だより（本誌）広告主を募集中！

詳しくは当所まで
専用電話52-5000
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地方発でヒット商品を生むために欠かせない
要素に｢情報発信｣があります。そもそも地方の
規模の小さい事業者がヒット商品を生むために
は、ただ良い商品やサービスをつくればという
ものではありません。その良いものの情報を良
さを理解してくれるお客さんに的確に届ける必
要があります。そうしないと知られない、評価
さ れ な い か ら で す。近 年、所 得 の 伸 び 悩 み も
あって消費者は無駄なお金を使わなくなってい
ます。どんなに少額な支出でも｢理由のないもの
は買わない｣という傾向が強まっています。です
から、良いものをつくっても、それを買っても
らうためには、商品だけでなく情報を届けるこ
とが販売の両輪なのです。では、具体的に情報
発信はどうすればよいのでしょうか。テレビ、
ラジオ、雑誌、新聞、インターネットなどのメ
ディアに広告料金を払って情報を拡散してもら
うというのが一般的ですが、地方の小規模事業
者にとっては、どのメディアに載るのが正解な
のか、それに払う費用はいくらが妥当なのかを
判断することは簡単ではありません。できるだ
け、費用を遣わないで情報発信する方法は、大
きく二つあります。一つは、自分でウェブサイ
トやSNSを使って発信する方法です。もう一つ
は、商品やサービス、イベントなどの情報をま
とめた文書(プレスリリース)をつくって、地元
の新聞社やラジオ・テレビ局、タウン情報誌の
編集部などに情報提供し、そこで取り上げても
らうという方法です。今回はプレスリリースを
小規模事業者の資金調達を応援します。

～マル経融資のご案内～
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地元メディアに売り込む作戦について考えてみ
ます。プレスリリースは、メディアに記事を書
いてもらったり、番組内で取り上げてもらった
りするための｢ネタ｣になる文書です。どのよう
につくるかといえば、もらった相手が記事や番
組をつくりやすいように、必要な情報が分かり
やすく整理されていることが重要です。新聞記
事は、５Ｗ１Ｈが基本情報です。つまり、いつ
(When)、ど こ で (Where)、誰 が (Who)、な ぜ
(Why)、何を(What)、どのように (How)です。こ
れらが明確になっていれば、記事は書きやすい
の で す。あ と は、タ イ ト ル の 参 考 に な る よ う
に、い っ た い ど こ が ニ ュ ー ス（新 し い 情 報）
で、面白いのかが書かれていて、さらに詳しい
情報を知りたい人のために連絡先や担当者が明
記されている必要があります。この文書(A4版1
～3ページ程度)をつくって、写真などとともに
地元の新聞社やテレビ局、タウン誌の編集部に
送るわけですが、掲載してほしいコラム名や番
組名を書いて宛先を｢ご担当者様｣とすればとり
あえず、そこまでは届きます。全国ネットのテ
レビや雑誌に取り上げられて地方の商品がブレ
イクした例はたくさんあります。実はこうした
全国メディアも地方ネタを探すときに地方メ
ディアのニュースサイトやタウン情報誌を参考
にしているのです。ですから、日頃から地元メ
ディアとつながりを持っておくことは、全国の
市場につながるルートを用意することでもある
のです。
会員事業所様へ！企業の経営安定の一助として各種
共済制度を実施しています。是非ご検討ください。

■融資限度額／２,０００万円
■金 利／年1.21％(令和元年7月1日現在)
■返済期間／運転7年以内・設備10年以内
■担保・保証人／不要
■ 利用の対象

詳しくは当所経営支援員までご相談ください。
むらた

スタッフ

8月14日（水）13:30～16:00
8月8日（木）13:30～16:00

せいこ

村田 成子

お客様へのメッセージ

かい

スタッフ

まさき

甲斐 眞樹

お客様へのメッセージ

健康経営の第一歩、健康
共済の推進と健康経営の
宣言をしませんか？
推進を軸にお客様お一人お
一人に経済的な保障と安心を
お届けできるよう頑張ります。

8月15日（木）13:30～16:00
8月16日（金）13:30～16:00

税務・法律・労務・経営に関するご相談は、お気軽に当所(℡0774-52-6866)までご連絡ください。

会 議 所 だ よ り
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映 画

地元の品と手づくり作品が集結！
華やかに会場をいろどります

2019.11.24

10時～15時

今年も秋の風物詩｢山背彩りの市2019｣を開催致します。現在、
手づくり作品の出展者を募集中です。是非ご出展ください。
＊出展料 1ブース(2.5ｍ×2.5ｍ) 3,000円
＊締 切 9月27日(金)必着
＊申込先 山背彩り市実行委員会事務局(当所内)
※申込書は当所HPより
TEL52-6866 FAX52-6769

ふぐ処理師試験のご案内
■学科試験･鑑別試験:10月27日(日)
■実技試験:11月3日(日)

願書配付

8月1日(木)～9月13日(金)

願書受付期間

9月9日(月)～9月13日(金)

お問い合わせ先 山城北保健所衛生室

(9)

文パルチケット情報

山背彩りの市２０１９出展者募集！

試験実施日

令和元年8月1日発行（毎月1日発行)

TEL 0774-21-2198

(繁栄)

万引き家族
日時 8月23日(金)
10:30/14:00
会場 プラムホール
料金 900円
↓
810円

演奏会 関西フィルハーモニー管弦楽団

日時 8月25日(日)
14:00開演
会場 プラムホール
料金 4,000円
↓
3,600円
講演会 さかなクンのびっくりお魚教室

日時 8月31日(土)
14:30開演
会場 プラムホール
料金 2,500円
↓
2,250円

まえだ整体

整体業を営んでおります、まえだ整体と申しま
す。開業して1年が経ち、私のキャリアも15年目を
迎えました。お陰様で10代から80代までの幅広い
年齢層のお客様にご愛顧いただいております。
皆様は｢整体｣の役割をご存知でしょうか。体の
不調は骨盤の歪みが原因とも考えられています。
そこで、今回はそれらの改善にも繋がる｢整体｣に
ついて簡単にお話しさせて頂きます。
まず始めに、骨盤や背骨の状態を検査します。
次に、お客様ご自身のクセや生活習慣の中で、こ

わばってしまった筋肉を丁寧に緩めていきます。
ストレッチを加えながら歪んだ骨盤を専用器具
を使って矯正します。矯正して正しい位置に戻す
と姿勢が良くなり、腰の痛みや肩の張り･頭痛等
が軽減されます。また血行も良くなって体がポカ
ポカし、本来人間が持っている自然治癒力を取り
戻すのです。個人差はありますが、正された骨盤
は3週間ほどで逆戻りしてしまいます。これが、体
の仕組みであり｢整体｣なのです。
体が資本、健康が一番です。皆様の元気と健康
と笑顔の為のお手伝いをさせて頂きたいと日々
励んでおります。月に1度、頑張った自分へのご褒
美として体のメンテナンスをしてみませんか。

▲院長の前田紘司氏

会員データ

▲木槌を使用し骨盤矯正 ▲腸骨の左右の高さを検査

[代表]前田紘司
[住所]〒610-0111 城陽市富野高井60-62 [TEL] 090-6327-1104
[営業時間]10:00～21:00(最終受付20:30) [定休]月曜日･第3火曜日 [駐車場]あり
「j-prosper（繁栄）」で事業所の紹介をしませんか？ 掲載無料。１社１回のみ。

会 議 所 だ よ り

(10 ) 令和元年8月1日発行（毎月1日発行)
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企業ＰＲしませんか？

セミナー情報

本誌は会員事業所向けの有効
的な宣伝ツールです。約1,350
の 事 業 所 様 に、貴 社 の 商 品 や
サービスをPR頂けます。是非ご
活用ください。（下記参照）

・サイズ 縦5cm×横8.5cm
・広告料(1回)白黒 3,000円
カラー 4,000円

・サイズ A4チラシ(持込)
・枚 数 1,350枚
・折込料 13,500円(税込)
・運用規定に同意が必要です。
【担当：振興課】

みんなで“京都サンガF.C.”を応援しよう！

城陽市が企画するサンガ応
援バスツアーに参加しません
か？市役所前からスタジアム
まで無料バスを運行！チケッ
ト代は別途必要となります。
▼サンガサポーター席で観戦
▼応募多数の場合は抽選
▼応募は、城陽市在住・在勤
の方が対象
※お申込み･お問合せは･･･
城陽市教育委員会 文化･ス
ポーツ推進課 TEL.56-4048

京 都 サ ン ガ F.C.ペ ア 観 戦 チ
ケットを各試合2名様にプレゼ
ントします！
▼応募資格：当所会員事業所の
事業主、家族、従業員
▼応募方法：｢試合日｣｢事業所
名｣｢氏名｣｢電話番号｣を電話又
はFAXにて当所までご連絡くだ
さい。
※応募多数の場合は、抽選とな
りますのでご了承ください。
【担当：振興課】

①8月24日(土) 19時～
VS アビスパ福岡
☆申込締切 8月7日(水)
②9月14日(土) 未定
VS FC町田ゼルビア
☆申込締切 8月28日(水)
③10月6日(日) 未定
VS 愛媛FC
☆申込締切 9月18日(水)

24時間365日視聴可能な会員専用

本年10月～導入される軽減税率対

のWEBセミナーです。（無料）

策専用のWEBセミナーです。（無料）

※視聴にはＩＤとパスワードが必要となります

※視聴にはＩＤとパスワードが必要となります

お問い合わせは当所まで ℡52-6866

お問い合わせは当所まで ℡52-6866

各種セミナー・講習会を開催しておりますので是非ご参加ください。

