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 日常の些細なことに 

 どれだけ感動できるか、 

 その感性がもっとも優れた 

 クリエイティブだと思う。 

         書道家 

         武田 双雲   

２０２０ 

５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 https://joyocci.or.jp/ 
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） 

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

対象者 

◆新型コロナウィルス感染症の影響により、売上が前  

 年同月比で50％以上減少している者 

◆中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランス 

 を含む個人事業者 

給付額 (法人)最大200万円／(個人事業者)最大100万円 

お問合せ 
中小企業 金融･給付金相談窓口 

℡0570-783183 

 

 

https://joyocci.or.jp/ 検索 

新型コロナウイルス感染症で 
影響を受ける事業所の皆様へ 

最新の ｢補助金 ・融資制度 ｣ を 
ホームページで公開しています！！ 

 

持続化給付金 

京都府休業要請対象事業者支援給付金 

対象者 
府内に事業所を有する中小企業･団体及び個人事業主

(飲食店含む) ※別途定める 

給付額 (中小企業･団体)20万円／(個人事業者)10万円 

お問合せ 
京都府緊急事態措置コールセンター 

℡075-414-5907 

マル経融資制度 

新型コロナウイルス対策1,000万円(別枠)受付中 

新型コロナウイルス感染症関連支援策 
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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。 

融資対象 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次の①または

②のいずれかに該当する方 

①最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5％以上減少した方 

②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合等は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比

較して5％以上減少している方 

(a)過去3ヶ月平均売上高(b)令和元年12月売上高(c)令和元年10月～12月売上高平均額  

担保 無担保 

融資限度額 

貸付期間 

中小事業3億円(別枠)、国民事業6,000万円(別枠) 

設備資金20年以内、運転資金15年以内(うち据置期間5年以内) 

金利 
当初3年間 基準金利▲0.9％、4年目以降基準金利 

中小事業1.11％→0.21％、国民事業1.36％→0.46％ 

利子補給 

借入後当初3年間は利子補給あり ※下記要件を満たす場合に限る 

①個人事業主(事業性のあるフリーランス含み小規模に限る):要件なし 

②小規模事業者(法人事業者):売上高▲15％減少 

③中小企業者(上記①②を除く事業者):売上高▲20％減少 

お申込み 郵送もしくはインターネット ※まずはお電話ください。 

お問合せ 
平 日:日本政策金融公庫事業資金相談ダイヤル ℡0120-154-505 

土日祝:℡0120-112-476(国民生活事業)/℡0120-327-790(中小企業事業) 

対象者 
京都府内に事業所を有し、かつ、｢子育て環境日本一に向けた職場づくり行動宣言｣を

行うものであって、別途定める基準に該当するもの 

対象事業 

①仕事と生活の両立支援のための社内制度の整備、業務効率化による年次有給休暇の 

 取得促進など、多様な働き方の推進に向けたコンサルタントの導入 

②テレワークの導入や従業員間での業務共有化など、多様な働き方を推進するために 

 行う情報通信機器の導入 

③サテライトオフィスの設置、子連れ出勤の実現に向けた託児スペースの整備など、 

 多様な働き方の推進に向けた施設整備 

④多様な働き方の理解促進に向けた社内研修の実施、各種セミナーへの参加 他 

対象経費 
講師謝金、施設整備費、機器のレンタル･リース及び購入経費、教育研修費、備品購入

費、旅費、印刷製本費、役務費、消耗品費、委託料、取組発信経費ほか 

対象期間 交付決定日～令和3年2月28日 

補助率等 中小企業等:補助率1/2以内(上限50万円)/小規模企業者:補助率2/3以内(上限50万円) 

お問合せ 
京都府中小企業団体中央会 ℡075-708-3725 

ホームページhttp://www.chuokai-kyoto.or.jp/ 

新型コロナウイルス感染症特別貸付 

多様な働き方推進事業費補助金 

小規模企業共済制度にかかる特例緊急経営安定貸付 

融資対象 
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業績が悪化したことにより、1か月の売上高

が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少した、貸付資格を有する契約者 

借入額 50万円～2,000万円(掛金納付月数に応じて、掛金の7割～9割) 

借入期間 
借入額が500万円以下の場合は4年、借入額が505万円以上の場合は6年 

※いずれも据置期間1年を含む 

金利 0％(無利子) 

返済方法 据置後、6か月毎の元金均等払い 

お問合せ 
中小機構共済相談室コールセンター ℡050-5541-7171(平日9時～18時) 

ホームページhttps://www.smrj.go.jp/index.html 
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最新情報を掲載中! 当所ホームページをご覧ください https://joyocci.or.jp/ 

対象者 小規模事業者 

対象事業 

策定した｢経営計画｣に基づき、商工

会議所の支援を受けながら実施する

地道な販路開拓等のための取組。あ

るいは、販路開拓等の取組とあわせ

て行う業務効率化(生産性向上)のた

めの取組。 

対象経費 

①機械装置等費②広報費③展示会等

出展費④旅費⑤開発費⑥資料購入費

⑦雑役務費⑧借料⑨専門家謝金⑩専

門家旅費⑪車両購入費⑫設備処分費

⑬委託費⑭外注費 

補助率 2/3以内(上限50万円) 

締 切 

第2回締切：2020年6月5日(金) 

第3回締切：2020年10月2日(金) 

第4回締切：2021年2月5日(金) 

お問合せ 
小規模事業者持続化補助金 

事務局 ℡03-6447-2106 

概 要 

中小企業者等が行う｢革新的な製品･

サービス開発｣又は｢生産プロセス･

サービス提供方法の改善｣に必要な設

備･システム投資等を支援 

対象者 

国内に本社及び補助事業の実施場所

を有する中小企業者および特定非営

利活動法人 

対象経費 

機械装置･システム構築費、技術導入

費、専門家経費、運搬費、クラウド

サービス利用費、原材料費、外注

費、知的財産権等関連経費 

補助率 
中小企業1/2以内、小規模事業者2/3

以内(上限1,000万円) 

締 切 

第2回締切：2020年5月20日 17時 

第3回締切：2020年8月中旬 

第4回締切：2020年11月中旬 

第5回締切：2021年2月中旬 

お問合せ 
もの補助サポートセンター 

℡050-8880-4053 

新型コロナウイルスの影響を受けておられる会員事業所の皆様へ（会頭所感） 

 昨年末、中国武漢で発生

した新型コロナウイルスに

よる感染は、これ程までに

大きな問題になるとは思っ

てもいませんでしたが、グ

ローバル経済の波に乗り、

あっという間に全世界に感

染が拡大しました。発生当初から専門家の間で

は4月から5月にかけてが感染のピークを迎える

との話も有りましたが、まさにそれが現実のも

のとなったのです。 

 それまでの日本経済はインバウンドにも支え

られ、戦後最長の景気拡大を更新する勢いで、

大企業を中心に比較的順調に推移してきました

が、このウイルスの出現により｢ヒト･モノ･カ

ネ｣の流れが一気に遮断され、経済活動は急速に

萎み、あらゆる業種に甚大な被害を及ぼしてい

ます。 

 特に飲食、小売り等のサービス業界に与えた

影響は大きく、これまで我々が経験したオイル

ショックやリーマンショックとは比べものにな

らない事態となり、まさに｢想定外｣の出来事で

あり世界恐慌の様相をも呈しています。 

 この様な状況の中で会議所として成しえる事

は極めて限定されますが、より一層会員事業所

の皆様に寄り添い、各種補助金、助成金、給付

金等の金融相談業務の強化を図らねばならない

と思っています。と同時にこの不測の事態によ

り｢借入金｣という大きな重荷を背負い、それが

倒産や廃業の増加を招き､結果的に地域経済の活

力を削ぐ事に繋がらないかと危惧しています。 

 国に対しては休業事業者に対する補償や雇用

調成金の上限引上げ等の中小企業への更なる支

援策を要望致しますと共に、これまで地域振

興、産業基盤の強化の観点から取組んでまいり

ました2023年度の新名神高速道路の全線開通や

スマートインターチェンジ、アウトレットモー

ルの開業等、東部丘陵地の開発に遅れが生じな

い様にも願っています。 

 4月16日、全国に緊急事態宣言が発出されまし

た。今は一日でも早く事態を収束させるために

不要不急の外出自粛が必須でその結果、経済は

壊滅的な被害を受けるでしょう。この様な状況

の中で私たちに出来る事は互いに知恵を出し、

悪戦苦闘しながらも自らの事業所を守っていく

しかありませんが、経済発展の根幹である中小

企業の体力の弱体化を少しでも防ぎ、このウイ

ルスが終息するまで企業体力を温存させる政策

もまた必須です。｢想定外｣の事態には｢想定外｣

の発想による大胆な経済対策が今こそ、必要な

のだと思います。  

 

会頭 堀井 美郎 

ものづくり･商業･サービス生産性向上促進補助金  小規模事業者持続化補助金 
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キャッシュレスに関するお問い合わせは、お気軽に当所(℡0774-52-6866)までご連絡ください。 

新入会員募集!! 
詳しくは当所まで ℡52-6866 

活動報告 

 新型コロナウイルス感染拡大

防止のため、令和2年度通常総

会を4月24日(金)～27日(月)に

インターネット上で決議する

｢電子総会(Web総会)｣に形式を

変更し開催。全議案が承認され

河本大輔(㈲ホワイティー)新会

長ほか新役員が決定しました。 

～ 会 長 所 信 ～ 
 商工会議所は経済団体です。

その会員である我々にできる一

番の社会貢献とは、自企業を発

展させ、雇用を生み、利益を出

し、納税することであります。  

 商工会議所青年部の事業はす

べての会員企業のために行われ

ます。では、自企業を発展さ

せ、社会貢献するために、必要

な要素とは何でしょうか。私

は、繋がりと考えます。人と人

との繋がり、会社と会社の繋が

り、会社と地域との繋がりであ

ります。そして、我々青年経済

人は、子供たちの未来を築いて

いくための今を創る中心的存在

でもあります。YEGが行う事業

は、その繋がりを創り出す事業

に他なりません。YEGの中心的

活動である研鑽と交流を通し

て、会員同士、会員と地域社会

の繋がりを創っていけるような

事業を目指します。 

 和一緒は、わっしょいの語源

とも言われています。みんなで

一緒に、和して、未来を創るた

めの今を共に歩みたい。みんな

で輪になって、一丸となって、

この厳しい時代を進んでいきた

い。そして新時代を創る礎とな

りたい。そんな想いを込めてこ

のスローガンを掲げました。

YEGには、様々な状況の会員が

います。様々な性格の会員がい

ます。そんな十人十色の会員同

士が、互いに相手のことを思い

やり、調和しながら一緒に活動

して参りましょう。みんなの力

を合わせて、一緒に城陽YEGを

盛り上げていきましょう。よろ

しくお願い申し上げます。    

■新役員     （敬称略） 

会  長･･･河本 大輔   新任 

直前会長･･･久保京一郎  新任 

副 会 長･･･青山 旦春  新任 

副 会 長･･･大志万智子  新任 

副 会 長･･･南   宏  再任 

副 会 長･･･村田 昌弥  新任 

専務理事･･･尾方 夏子  新任 

理  事･･･秋田 朋德  再任 

理  事･･･阿部 智昭  再任 

理  事･･･木村 泰久  再任 

理  事･･･田畑 成基  再任 

理  事･･･天野 伸也  再任 

理  事･･･奥田 英貴  新任 

理  事･･･澤井 佳彦  新任 

理  事･･･東本 光代  新任 

理  事･･･平松  亮  新任 

理  事･･･望月 健太  新任 

理  事･･･森  雄司  再任 

理  事･･･山中 博樹  新任 

監  事･･･福永じゅん  新任 

監  事･･･藏貫 吉辰  新任 

相 談 役･･･高橋 和巳  新任 

相 談 役･･･毛谷村光秀  新任 
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 東京･池袋駅から東武東上線に乗り10分ほどの

ときわ台駅で下車し、車で10分ほど走った商店

街の一角に、3階建てのオフィスビルがある。 

 ここが三興塗料株式会社の本社である。同社

の主事業は、社名の通り各種塗料や塗装用具の

卸売りである。創業は1966年。現社長・清水雄

一郎氏の父の睦雄氏が、22歳のとき、脱サラし

てスタートした。創業のきっかけは、塗料メー

カーに勤務していたとき､交通事故で大けがをし

て1年間の入院生活を余儀なくされたこと｡｢たっ

た一度の人生､自分のやりたいことをやってみた

い｣と考え､あえて脱サラ創業したのである。 

 事業は、それまで培った経験や技術が生かせ

る塗料に関する事業を選択したが、お世話に

なった会社に迷惑を掛けたくないと、市場は、

あえて工業用塗料や、その後は建築用塗料分野

を選択した。近年では、より一層の差別化と市

場の拡大が見込まれる一般家庭用塗料分野に特

化している。 

 努力が実り、創業以来54年間、リストラなし

の黒字経営を持続し、社員数は35人と少数なが

ら、専業企業では全国でも有数の企業に成長・

発展した。 

 同社のこの間の成長･発展の要因は、創業者の

入院体験から、あえて急成長・急拡大を避け、

社員の命と生活を大切にする年輪経営(木が年輪

を重ねるように、少しずつ確実に会社を成長さ

せる経営)をしてきたこともあるが、そのため

に、独自技術と独自のビジネスモデルを創造･確

保してきたこと、さらには、熱心な社会貢献活

動を継続してきたことが大きい。 

 独自技術で言えば、全国には塗料の卸売業者

が約3100社存在しているが、その大半は、単に

メーカーから仕入れた塗料を卸売りするだけだ

が、同社は差別化を図るため、自社で調色(色を

混ぜ合わせて好みの色をつくること)技術を有し

ている。ちなみに、調色技術を有する企業は、

全国に数社しかないという。 

 もう一つの強みは、自社物流の保有である。

同業者の多くは、その物流を物流専門業者に依

存しているが、同社では、社員数35人ながら、2

トントラックを何と17台も保有し、小ロット･短

納期･ハイスピードを求める顧客に対応している

のである。 

 そして、社会貢献活動とは、同社が中心と

なって行っているボランティア活動などであ

る。その一つが、全国の障害者施設に、清水社

長をはじめ社員が同業者を募って出向き、施設

の塗装サービスを施設の職員や利用者と共同で

実施しているボランティア活動である。北は北

海道から南は九州まで、毎年、約15カ所で実施

しているという。こうした地道な活動が、社会

で評価されていることは間違いない。 

 世間では、卸売業は構造的不況産業などと言

う人もいるが、同社の経営を知れば、どんな業

種に属していても、関係者の英知と努力で成長

産業化できるといえよう。
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会議所だより（本誌）広告主を募集中！ 

新型コロナウイルスによる影響を受けられた城陽商工会議所会員企業様に謹んでお見舞い申し上げます。 

アクサ生命では下記の通り、ご契約のお取扱いを開始しています。お問合せは下記営業店までご連絡お願いいたします。 

■保険料の払込猶予期間延長について 

保険料のお払い込みが一時的に滞った場合、保険料のお払い込みを猶予する期間を2020年8月31日まで延長いたします。

2020年3月1日より2020年5月31日までに新たに保険料のお払い込みに遅延が生じるご契約が対象となります。 

■お客様サポートについて ※1｢24時間電話健康相談サービス｣はティーペック株式会社が提供いたします。 

｢24時間電話健康相談サービス｣※1を、2020年5月末までの間、全てのご契約者さま、被保険者さまと同居のご家族の皆さ

まに無料でご利用頂けます。                    

■入院給付金のお支払いについて 

新型コロナウイルス感染症は、入院給付金のお支払対象となる疾病に該当します。なお、入院給付金は治療を目的とした

入院に対してお支払いをいたしますので、検査結果が陽性であるかどうかにかかわらず、医師の指示により医療機関に入

院された場合は、お支払対象となります。また、医療機関の事情等により、医師の指示で、ご自宅またはその他病院等と

同等とみなされる施設（ホテル等）で治療を受けられた場合も、その治療期間に関する医師の証明書等をご提出いただく

ことで、入院給付金のお支払い対象としてお取扱いいたします。 

■契約者貸付に対する特別金利について ※2お申込みの状況等に応じて、受付期間を短縮することがあります。 

2020年3月より5月までに新たに契約者貸付に対する利息につきまして、金利0.00％でお取り扱いをいたします。 

特別金利適用期間2020年3月1日から2020年9月30日まで  受付期間2020年3月1日から2020年5月31日まで※2 

アクサ生命保険㈱京都営業所℡075‐229‐6117／カスタマーサービスセンター℡0120-568-093 

アクサ生命からのお知らせ｢新型コロナウイルス感染拡大｣に伴うご契約のお取扱いについて 
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商品・サービスのＰＲには｢チラシ同封サービス｣をご覧ください。 

 地域資源を活用したものづくりで、よくある

のがご当地食材を使った調味料や副食材です。

ドレッシングやスパイス、調味塩、ごはんのお

供のたぐいです。農産物の6次産業化といえば調

味料というくらい､全国で数え切れないほど多く

の調味料やドレッシングがつくられています。 

 こうした商品は、食卓の上でメインとなる食

品ではなく、あくまでも脇役でありながら、ラ

イバルが非常に多いジャンルです。ともすれば

同じ地域で同じ素材を使った類似商品が多数あ

ります。 

 私もいろいろな地域でこうした商品に取り組

む事業者さんの相談を受けたことがあります。

ちょっと変な話ですが、皆さん｢きちんとおいし

いもの｣をつくろうとして、その結果バランスの

取れた、別の言い方をすれば目立った特徴のな

い商品に仕上げてしまいがちです。 

 もともと競合の多いジャンルですから、これ

ではいくらおいしくても、消費者がそれを選ぶ

理由が弱いのです｡あまたある競合の中からあえ

て選ばれるには、バランスを取って何となくお

いしいものをつくるよりも、目立った特徴があ

り、それを誰かに語りたくなるほどとがったイ

ビツな商品であることの方が望ましいのです。 

 例えば、｢日本一辛いトウガラシを使った〇

〇｣とか｢日本一ねばりの強い納豆味の〇〇｣と

いった具合です。 

 新潟の亀田製菓がつくっている｢ハッピーター

ン｣という商品をご存じでしょうか。コンビニや

スーパーで売られているスナック菓子の代表的

なロングセラー商品です｡俵型のせんべいに独特

の味がする洋風の調味粉をまぶしたものです。 

 以前、取材で製造工場の中まで見せていただ

いたことがあります。面白かったのは、味を決

めている“魔法の粉”の濃度を2倍、2.5倍に増

量した商品を投入してヒットさせたことです。

開発担当者に｢それなら3倍、4倍に増やした商品

はどうですか？｣と聞いたら、｢これ以上調味粉

を入れると塩辛くて食べられないから｣と言って

いました。つまり、あえて特徴を付けるために

｢食べられる限界まで｣味を濃くしてみた、とい

うわけです。 

 先日テレビで見かけた長野県のサンクゼール

が展開する｢久世福商店｣の商品開発にも似たよ

うな視点があると思いました。地方に埋もれた

｢良いものだけどあと一歩｣の商品を発掘して

は、それが持つ長所や面白い点を｢これでもか｣

と強調するようにブラッシュアップし、特徴あ

る商品に育てて全国デビューさせていました。 

 ｢良いものなのになぜ売れない｣と嘆くなら､何

となくバランスの良いものよりも､2番でなく1番

を目指してとことんとがった商品に変身できな

いか考えてみるのも一つの戦略だと思います。 
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 営業時間 ２０:００～２４：００ 
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 「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。 

文パルチケット情報 

ドッペルｙｙ 

(繁栄) 
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 当店は、子犬の販売やトリミング、ペット用品

やフードなどの販売を行なっています。 

 経験豊富なトリマーが飼主さんとのカウンセ

リングを丁寧に踏まえた上で、ワンちゃんの個性

に合わせた最適なトリミングを行うように心が

けています。見た目の美しさや可愛さを最大限に

引き出すことはもちろん、健康への気遣いなど、

きめ細やかなサービスにも努めています。 

 シャンプー＆トリミング後は、ドレスで着飾っ

たり、ハートマークのカラーリングを行なった

り、写真映えするよう可愛く仕上げます。 

 トイプードルとマルチーズを専門にブリー

ディングを手がけており、みんな可愛くて元気

いっぱいです。子犬はすべてお店で譲渡するた

め、飼主さん同士の仲も良く、バーベキューなど

の交流会を通じ親睦を図っています。 

 出産情報は随時ホームページで公開していま

す。子犬との出会いからその後の暮らしに至るま

で、当店がしっかりとサポートいたしますので、

家族として子犬を迎えたい方は、是非一度｢ドッ

ペルyy｣までご来店ください。当店の看板犬とと

もにお待ちしております。 

 会員データ [代表]山元 優美  [住所]〒610-0114城陽市市辺西川原1-16 [TEL]0774-54-7716 

       [営業]10時～18時 [定休]火曜日 [駐車場]あり [HP]https://doppelyy.com/ 

会員増強のお願い 

 ご加入いただきますと経営に

役立つ最新情報や、各種相談業

務、共済制度事業など様々な

サービスが受けられます。 

 会員の皆様のお知り合いの方

で、未加入事業所様がおられま

したら、加入勧奨のご協力の程

よろしくお願いいたします。 

日時 7月3日(金) 

     10:30/14:00 

会場 プラムホール 

料金 900円 

   ↓ 

     810円 

映画 引っ越し大名 

日時 8月23日(日) 

   14:00開演 

会場 プラムホール 

料金 4,000円 

   ↓ 

     3,600円 

演奏会 第10回城陽定期演奏会  

日時 7月12日(日) 

     14:00開演 

会場 プラムホール 

料金 2,000円 

   ↓ 

     1,800円 

ｺﾝｻｰﾄ 

夏季軽装を実施します 

 当所では、節電･省エネの観

点から、夏季の軽装(クールビ

ズ)を実施します。 

 5/1(金)～9/30(水)までの期

間中は、原則ノーネクタイ･

ノージャケット等の軽装にて勤

務しておりますので、何卒ご理

解をお願い申し上げます。  

令和２年度 調理師･製菓衛生師試験のご案内 

試験日時 令和2年7月12日(日) 13時30分～15時30分 

京都会場 京都大学吉田南構内(京都市左京区吉田二本松町) 

受 験 料 調理師試験6,100円／製菓衛生師試験9,400円 

申込期間 令和2年5月14日(木)まで 

合格発表 令和2年8月21日(金) 

受験案内 

配布場所 

山城北保健所 

〒611-0021宇治市宇治若森7-6 ℡0774-21-2912 

お問合せ 
関西広域連合 ℡06-4803-5669 

ホームページ http://www.kouiki-kansai.jp/ 

▲代表の山元優美氏 ▲カラーリングがとてもオシャレ 
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5月13日（水）13:30～16:00 

5月14日（木）13:30～16:00 

5月21日（木）13:30～16:00 

5月15日（金）13:30～16:00 

労働保険に関するご相談は、お気軽に当所(℡52-6866)までご連絡ください。 

～ 京 都 の 新 し い 縁 起 物 ～ 
燦彩糸（さんさいし）プロジェクトが金銀糸を活用し商品開発

を行ったアイテムがインターネットでご購入頂けます！ 

 

 

 

 

 

   

燦彩糸ホームページ https://sansaishi.kyoto.jp/ 

京山城燦彩糸協議会 電話 52-6866(城陽商工会議所内) 

多くの幸運アイテムをご用意しております 

健康診断は休止します 企業ＰＲしませんか？ 

 本誌は会員事業所に向け発行

している有効的な宣伝ツールで

す。チラシ同封サービスを利用

し、貴社の商品･サービスをPR

しませんか？この機会に是非一

度ご利用ください。 

■サイズ A4チラシ(持込) 

■枚 数 1,350枚 

■折込料 通常13,500円 

       ↓ 

 

コロナに負けるな!テイクアウト･デリバリー店舗募集中!! 

 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う外出自

粛等の影響を受け、テイクアウトやデリバリー

サービスを行う市内飲食店が増えています。 

 一方、小中学校等の休校や外出自粛等により

昼食準備が負担となっている家庭もあります。  

 城陽市では、双方をつなぐマッチングの取り

組みを始めました。飲食店の皆さまからのお申

込みをお待ちしております。 

■事業概要:市内でテイクアウトやデリバリー、

弁当販売等を行う飲食店の情報を、城陽市産業

支援サイト｢JoInT｣に掲載し、広く周知する。 

■対象店舗:テイクアウトやデリバリー、弁当販

売等のサービスを実施する市内飲食店。 

■お問合せ:城陽市役所 商工観光課 

           ℡0774-56-4018まで 

【詳細:折込チラシ】 

 新型コロナウィルスの影響に

より医療機関を取り巻く環境は

厳しくなっております。この様

な中、例年実施しております健

康診断を感染防止のため休止し

ます。なお、状況が改善され次

第再開いたしますので、その際

は、速やかにご案内をさせてい

ただきます。大変ご迷惑をおか

けいたしますが、ご理解の程よ

ろしくお願いいたします。 半額6,750円 

新型コロナウイルス対策 

(無料動画)配信中 
視聴にはＩＤとパスワードが必要です。 

詳しくは当所までお問合せください。  

℡0774-52-6866 

 

簿記検定は中止します 

 当所にて開催を予定しており

ました｢第155回日商簿記検定1

級･2級･3級試験｣(令和2年6月14

日(日)開催)につきましては、

“新型コロナウイルス”感染拡

大のため中止とさせていただき

ます。受験者の皆様には、大変

ご迷惑をおかけいたしますが、

ご理解の程よろしくお願いいた

します。 

https://sansaishi.kyoto.jp/

