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こんな時だからこそあえて

情熱を燃やしていこう。 

熱くいこう。              

           書道家 

        武田 双雲   

２０２０ 

１０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） 

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/ 

｢城陽市プレミアム付商品券２０２０｣購入申込開始! 

 新型コロナウイルス感染症により、落ち込んだ地域における消

費を喚起することを目的に、｢城陽市プレミアム付商品券2020｣を

販売(事前申込制)します。｢広報じょうよう10/1号｣に同封されて

いる専用はがきにて、期限内にお申込みください。 

定期健康診断のご案内 

定  員 各日100名(定員になり次第締切となります) 

締め切り 令和2年10月15日(木)まで 

診断内容 本誌折込チラシをご参照ください。 

申込方法 本誌折込チラシに必要事項をご記入の上、ＦＡＸにて 

     お申し込みください。 

診断結果 12月中旬(1月受診分は2月下旬)頃に受診料のご請求と 

     一緒にお送りします。  

お 願 い 新型コロナウイルス感染防止のため、体温確認・手指 

          消毒、マスク着用にご協力ください。 

【詳細:折込チラシ】 

 当所では下記の日程において、定期健康診断を実施いたしま

す。従業員の皆様の健康管理のために是非お申込みください。 

受診料（1名様）Aコース：6,000円、Bコース：2,000円 

※1事業所6名様以上のお申込みは、6人目から 

    Aコース7,600円、Bコース2,500円となります。 

 

日時 

令和2年11月10日(火) 令和2年11月11日(水) 令和2年11月12日(木) 

令和3年1月21日(木) 令和3年1月22日(金) 全5日間 

午前の部9:30～11:30／午後の部13:30～16:00 

場所 京都きづ川病院（住所城陽市平川西六反26-1 ℡0774-54-1116） 

購入対象 城陽市民(お一人3冊まで※1冊の購入保証あり) 

発行総数 5万冊(6億5千万円) 

利用期間 2020年12月15日(火)～2021年2月15日(月) 

商 品 券 2種類の商品券が入っています。 
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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。 

対象者 
2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収

入が50％以上減少した月が存在すること。 

給付額 
<法人>最大200万円 <個人事業者>最大100万円 

※昨年1年間の売上からの減少分が上限となる。 

必要書類 □確定申告書類 □2020年分の対象月の売上台帳等 □通帳 □本人確認書(個人のみ) 

新型コロナウイルス感染症関連支援策 

【国給付金】持続化給付金 

【国給付金】家賃支援給付金 

対象者 

テナント事業者のうち、2020年5月～12月において以下のいずれかに該当する事業者。 

①いずれか1ヶ月の売上高が前年同月比50％以上減少 

②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比30％以上減少  

給付額 
<法人>最大600万円 <個人事業者>最大300万円 

※6カ月分の給付額に相当する額。 

必要書類 
□確定申告書類 □対象月の売上台帳等 □賃貸借契約書 □直前3ヶ月間の賃料支払

い証明 □通帳 □本人確認書(個人のみ) □誓約書 

対象者 小規模事業者 

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(上限額50万円) 

締 切 第4回締切2021年2月5日(金) 

お問合せ 
日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金事務局 ℡03-6447-2389  

ホームページhttps://r1.jizokukahojokin.info/  

【国補助金】小規模事業者持続化補助金【一般型】 

【市給付金】城陽がんばる事業者支援給付金 

対象者 

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、2020年2月から11月までのいずれか1ヶ月の売

上が、前年同月比で15％以上減少しており、｢城陽市休業要請対象事業者｣もしくは｢明

日の農業経営支援給付金｣の給付を受けていない城陽市内の中小企業･団体･個人事業主｡ 

給付額 
1事業者あたり10万円(複数店舗を有する場合や、複数事業を実施している場合でも、1

事業者としてカウントします。)  

締 切 2020年12月28日(月) 

お問合せ 
城陽市まちづくり活性部商工観光課 

℡0774-56-4018 

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 
[通常枠]中小企業1/2以内、小規模事業者2/3以内(上限額1,000万円) 

[特別枠]A類型2/3、B･C類型3/4 [事業再開枠]定額(10/10、上限額50万円) 

締 切 第4回締切2020年11月26日(木) 第5回締切2021年2月予定 

お問合せ 
ものづくり補助金事務局サポートセンター ℡050-8880-4053 

ホームページhttp://portal.monodukuri-hojo.jp/index.html  

【国補助金】ものづくり･商業･サービス生産性向上促進補助金 
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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。 

 

【府補助金】就労環境改善アドバイザー派遣 

相談内容 ･時間外労働時間の削減や勤務制度の整備 ･在宅勤務など多様な働き方の制度整備 等 

派遣回数 原則2回(1回2時間程度) 無料 

申込方法 ｢アドバイザー派遣申込書｣に必要事項をご記入の上、FAX(075-417-1880)  

締 切 2021年3月11日(木) 

お問合せ 
京都府社会保険労務士会 ℡075-417-1881 

京都市上京区今出川通新町下る  

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多様な働き方の推進に向けたコンサルタントの導入 ②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多様な働き方の推進に向けた施設整備 ④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 

締 切 2020年12月28日(月) 

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

お問合せ 
京都府中小企業団体中央会 ℡075-708-3701 

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

【府補助金】多様な働き方推進事業費補助金 

【府補助金】新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等支援補助金 

対象者 
府内に事業所等を有する①中小企業者②小規模事業者･個人事業者③商工団体等(商店街

振興組合、事業協同組合、企業組合、協業組合、商工組合、商店街等)④病院⑤NPO 

対象経費 

①｢新しい生活様式｣に対応した感染拡大予防ガイドラインに基づく取組：□アクリル

板･透明ビニールカーテンの設置 □店舗､オフィススペースや作業場の配置変更等に要

する経費 □キャッシュレス決済の導入経費 □衛生用備品､消耗品購入費など 

②業務改善・売上向上につながる取組：□在宅勤務や出張を削減するための設備･ソフ

トウエア等の導入経費 □宅配やテイクアウトの導入に要する経費 □省エネ型保冷庫

等の購入経費 □チラシ配布やホームページ改修に要する経費など  

補助上限

補助率 

①事業再出発支援補助金10/10(上限額10万円) 

②応援補助金 □小規模事業者2/3(上限額20万円) □中小企業者1/2(上限額30万円) 

締 切 2020年10月16日(金)まで（補助対象期間:2020年9月30日(水)まで) 

お問合せ 
京都府事業再出発支援補助金センター ℡075-748-0303 

ホームページhttp://www.pref.kyoto.jp/shogyo/news/saisyupatu.html 

【府補助金】就労環境改善サポート補助金  

対象者 
府内の労働者災害補償保険の適用事業場のうち、京都府社会保険労務士会が実施する就

労環境改善アドバイザー派遣を受け、就労環境改善等の取り組みを行うもの。 

対象経費 就労環境改善の取組に要する経費 

補助率 1/2以内(上限額30万円) 

締 切 2020年10月13日(火)～12月4日(金) 

お問合せ 
京都府中小企業団体中央会 ℡075-708-3701 

京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78 京都経済センター3階  



 ( ) 令和2年10月1日発行（毎月1日発行)    会 議 所 だ よ り （平成3年4月13日 第3種郵便物認可） 第426号 

 

4 

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。 

 

対象者 

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 

限度額 

貸付期間 

中小事業6億円(別枠)、国民事業8,000万円(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％(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 ※要件を満たす場合に限る 

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) 

【融資】新型コロナウイルス感染症特別貸付 

【融資】マル経融資(小規模事業者経営改善資金) 

対象者 

･城陽市内で最近1年以上営業している方。･従業員が20人以下(商業･サービス業(宿泊業

および娯楽業を除く)は5人以下)の方。･確定申告を行い、法人税･所得税･事業税･住民

税について、完納している方。･日本政策金融金庫の融資対象業種の方。･従前から当所

の経営指導を6か月以上受けている方。 

限度額 2,000万円 

返済期間 運転資金:7年以内(据置1年以内) 設備資金:10年以内(据置2年以内) 

金 利 1.21％(令和2年7月1日現在) ※3年間利子補給有り 

担 保 保証人なし･担保不要 

お問合せ 城陽商工会議所 ℡0774-52-6866 

【融資】マル経融資コロナ別枠(小規模事業者経営改善資金) 

対象者 
上記対象者であり、この度の新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1ヵ月の売上

高が前年または前々年の同期と比較して5％以上減少している方 

限度額 1,000万円 

返済期間 運転資金:7年以内(据置3年以内) 設備資金:10年以内(据置4年以内) 

金 利 【当初3年間】1.21％-0.9％(令和2年7月1日現在) ※3年間利子補給有り 

担 保 保証人なし･担保不要 

お問合せ 城陽商工会議所 ℡0774-52-6866 

【市補助金】城陽働く力おうえん補助金 

対象者 
市内に事業所を有する事業者で、対象期間中に市内事業所で新たに城陽市民(2箇月以上

市内在住)を雇用し、申請時に2箇月以上雇用を継続している事業者  

補助額 

1事業者あたり10万円(期間中1回限り)  

※市内に事業所を複数有している場合でも、1事業者としてカウントします。 

※2人以上雇用した場合でも、1事業者あたり10万円です。 

期 間 対象期間:2020年6月1日(月)～11月30日(月)／申請期間:2021年1月31日(日)まで 

お問合せ 城陽市商工観光課 ℡0774-56-4018 
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『京やましろ産食材提供店』募集のお知らせ 

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 

 

新型コロナウイルス対策 

(無料動画)配信中 

常議員会を開催しました 

 9月10日(木)第217回常議員会を開催。概要は

次のとおり。 

1.令和2年度補正予算(案)について 

2.令和3年度城陽市商工業施策要望項目について 

3.令和元年度事業評価について 

4.新入会員について 

 それぞれ原案どおり承認された。 

 また、令和2年度城陽市プレミアム付き商品券

発行事業について、城陽市大謝恩フェア･城陽日

和発行について、体温計配布事業について、新

型コロナウイルス特別相談窓口の状況につい

て、青年部令和2年度提言書について、令和2年

度新春講演会について、委員会･部会･地区振興

会等活動について、報告を行なった。 

新入会員情報 【令和２年６月１１日～９月９日】 ※掲載を承認された方のみ 

事業所名 地 区 部 会 所在地 業 種 

いけうち住設㈱ 寺田西 建設 寺田樋尻12番195 上下水道設備工事業 

南友興業 寺田東 建設 寺田南中芝20-3 外構工事 

KEX 富野西 交通 枇杷庄知原92-2 軽貨物運送業 

﨑川建設工業 青谷 建設 市辺坂口32 建設業 

salon nadesico 寺田南 サービス 寺田東ノ口2-8 美容業 

㈱アシタバ 市外 特別 寝屋川市池田旭町7-8 福祉 

POLA Beginショップ 寺田西 商業 寺田樋尻60-87 化粧品販売、エステ 

エコスタンド関西 青谷 サービス 市辺南垣内106-2 家の荷物の処分、片付け移動 

ジュビラン Amour 寺田西 サービス 寺田今堀79-31 フェイシャルエステ 

㈲ナガイケ 盛しげ 富野東 飲食 富野北垣内9-3 飲食業(かに料理) 

intimehair(ｱﾝﾃｨﾑﾍｱｰ) 久津川東 サービス 平川山道28-1 美容業 

 地産地消の輪を広げるため、山城産食材を食

べて楽しめる飲食店｢京やましろ食～京やましろ

産食材提供店～｣として登録し、山城産食材をお

いしく調理するお店の思いを届けませんか。  

･募集期間 令和2年10月30日(金)まで 

･登 録 費 無料 

･登録要件 山城産食材を用いた料理を提供し、

一般の方が利用できる飲食店、社員食堂、学生

食堂であり、新型コロナウイルス感染拡大予防

ガイドライン推進宣言事業所であること、なら

びに以下の要件を満たすこと 

①山城産食材の使用をメニュー等により表示        

していること  

②使用している食材について説明できること  

③毎月3日｢京やましろ産ごちそうさんの日｣にあ

わせ、意識して山城産食材を使った料理を提供

すること  

④使用する山城産食材について、市場、産地直  

送又は自家栽培による確実な入手ルートを有す

ること 

⑤食品衛生法等関係法令を遵守していること  

･申 請 先 

やましろ産ごちそうさんﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ事務局 

〒611-0021宇治市宇治若森7-6 

山城広域振興局農林商工部農商工連携･推進課 

℡0774-21-3212／Fax0774-22-8865 

要領･申請様式は右記QRコードから 

ダウンロードしてください。  
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第4回｢心配や不安には、身体を動かすことがタ

メになる｣  

 新型コロナで先行きが見えないことに心配や

不安を訴える人が増えています。ネガティブに

なりがちな状態で仕事をしていると、｢能率がな

かなか上がらない｣ことはありませんか。そんな

時は身体を動かすことで脳の動きは変わります｡ 

対処法：パフォーマンスを高めよう！ 

*スロージョギングで快感という情動を起こそう 

 運動が身体によいことは誰でも知っていま

す。でも、誰でも運動習慣をもち続けているわ

けではないです。ランニングしている同僚を見

て“すごいね”“身体にいいこと続けている

ね”と頭ではわかっても、同僚のようにランニ

ングをし始める人があなたのまわりにどのくら

いいますか。身体を動かすことに苦手意識があ

る人もいます。“時間がない”“大変そう”と

感じて、何もしない状況を続けてしまいます。

それは、身体を動かすことの効能を体感して必

要感を感じていないからです。運動しなくても

家事も仕事もできるし困っていないからです。 

 コロナ禍の今、先行きが見通せないことは大

きなストレスとなっています。私たちは、近い

将来、あるいはその先の将来を見通して目標を

立て計画しながら進めてきていますが、それが

できないことに不安や心配を感じています。不

安や心配によって、緊張感が高くなっている

人、よく眠れなくなった人、集中力が落ちた

人、ストレスがたまりやすくなった人、モチ

ベーションが上がらなくなった人、アイディア

が出なくなった人が増えてきます。身体を動か

すことで脳の動きは変わります。脳の一番深い

所で中心に位置する大脳基底核は、行動を起こ

すためのドーパミン神経伝達物質の影響を強く

受け、行動を発現させ“快感”という情動が起

こります。快感をともなう運動の発現によっ

て、前頭葉が前向きにさせようと動き出しま

す！少しの運動の習慣によって、不安感、心配

感を低減させ、家事や仕事がはかどり、モチ

ベーションも上がり、“こんなことやってはど

うか”“これもしてみようか”とアイディアが

出てくるようになります。 

 運動するための道具(ウエア、靴、など)がな

くても、自宅で1日1回家事や仕事をする前に、

スロージョギング(歩幅は小さく歩くより少し早

め)をしてはいかがですか。家の中をぐるぐる回

るだけなのです。2000歩から始めて3000歩する

と頭の動きが良くなったことを体感できます。

歩数を毎日記録しておくと励みになりますよ。 

 

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。 

    たまの きよみ 

 スタッフ 玉野 清美 

お客様へのメッセージ 

 健康経営の推進と、従業

員の皆様の健康のサポート

をさせて頂きます。宜しく

お願い申し上げます。 

    こしの よしこ 

 スタッフ 越野 美子 

お客様へのメッセージ 

 人生100年時代、他人事

ではない認知症。将来を見

据えた、安心確かな保障を

ご準備ください。 

ご来所のお客様へ(お断り) 

国道24号線の拡幅工事並びに産業会館の駐輪場の整備工事を実施

しています。工事に伴い敷地内の一部を閉鎖しており、自動車の

乗り入れはできません。ご不便をお掛け致しますが、ご理解･ご

協力を宜しくお願いします｡(工事期間:令和3年3月31日(水)まで) 
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 今から60年前の1960年当時、わが国の食料自

給率は79％であった。しかしながら、その後工

業化社会、さらにはソフトサービス化社会への

移行の中で、農業の魅力度は年々、比較劣位化

していった。 

 その結果、就農者の減少だけでなく、離農も

加速度的に進行し、今やその自給率はわずか

38％にまで低下してしまっている。低すぎる自

給率は、将来極めて危険である。というのは、

わが国は、すでに人口減少社会に突入している

が、世界的に見れば、食料の供給が間に合わな

い規模とスピードで、人口は爆発的に増加して

いるからである。加えていえば、農産品やそれ

を加工した食料品は、自然環境に大きく左右さ

れる産業であり、異常気象や大災害が発生した

場合には、その供給は大きくダウンしてしまう

からである。このような現実を踏まえると、食

料品のベースとなる｢農産業｣の役割･使命は極め

て重要である。 

 一方、全国各地を見渡すと、農産業に関わる

企業が多数派になればわが国の自給率が飛躍的

に高まると思われる｢6次産業｣が少なからず存在

する。 

 その1社が農業生産法人グリンリーフ株式会社

という社名の企業である｡場所は群馬県にある人

口7000人の昭和村｡上越新幹線の上毛高原駅から

車で30分ほど走った高原にある。現在の主製品

は農産物が｢有機こんにゃく芋｣｢有機枝豆｣｢有機

ブルーベリー｣｢有機コマツナ｣｢有機ホウレンソ

ウ｣など、加工品が｢有機こんにゃく製品｣｢有機

野菜の漬物｣そして｢有機冷凍野菜｣などである｡ 

 もともとは、典型的な自営農業であったが、

現社長である澤浦彰治氏が、およそ30年前に事

業承継をしてから大きく変化･変貌している。澤

浦氏は、｢自分で価格を決める農業を目指す｣を

旗印に、そのためには農業の6次化や、その担い

手である若者が働きたい、女性が働きやすい産

業にしなければと考え、この間、経営革新の努

力を重ねてきた。 

 具体的には、1992年に、地域の若手農業従事

者と有機農業者グループとして｢野菜クラブ｣を

立ち上げるとともに、2年後には、家業的農業か

ら将来を見据え農業法人化している。 

 一方、農業経営を近代化しなければ業界の未

来はないと、2次産業や3次産業の経営者が学ぶ

異業種交流会にも積極的に参加し、マネジメン

ト能力を高めていった。また、2001年からは｢正

しい価値観や思いをもって農業を行える若者を

育てたい･･････｣との思いから、若者の新規就農

サポート事業にも乗り出している。もとより、6

次産業化させていく中で、他産業に勝るとも劣

らない労働時間や休日など、働きやすい労働条

件を次々に創出していったのである。加えてい

えば、若い世代の入職を促進支援するため｢社内

保育園｣も開園した。 

 こうした経営努力が実り、現在では、グルー

プ企業を含め社員数は200人を超え、6次産業の

モデル企業といわれるまでに成長発展している｡ 

会議所だより（本誌）広告主を募集中！ 

 営業時間 ２０:００～２４：００ 
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 感染拡大防止のため一部ご利用に制限があります。 

新入会員募集!! 

      新型コロナウイルス感染症対策への 

      ご理解とご協力を宜しくお願いします! 

ご来所の 

お客様へ 

 当所では、新型コロナウイルス感染症防止対策の一環として、

下記の取組みを実施しております。ご来所のお客様にもご理解と

ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 

 

マスク着用 
当所職員もマスク着用で 

対応させていただきます。 

アルコールでの手指の 

消毒にご協力ください。 

手指消毒 
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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。 

 先日、面白いオンラインイベントに参加しま

した。宮城県石巻市にある水産加工会社、木の

屋石巻水産と新潟県新発田市の酒造会社、菊水

酒造と東京のスタジオをオンラインでつない

で、両社の商品を味わいながら、視聴者とつく

り手がチャットを通じてコミュニケーションを

取るというものです。 

 参加者には木の屋石巻水産から金華さばと鯨

の大和煮の缶詰が事前に宅配便で届きます。ま

た同様に、菊水酒造からは缶に入った日本酒が3

種類(スパークリング、生原酒、熟成生原酒)届

きます｡イベント当日は、両社の営業担当者が、

会社の歴史や商品づくりのストーリーをビデオ

や資料を用いて視聴者に語り掛けます｡東京のス

タジオにいる缶詰の専門家であるコーディネー

ターが補足しながらイベントが進みます｡ 

 お酒とおつまみが事前に届くわけですから、

当然、イベント開始とともに視聴者と出演者は

飲んだり食べたりしながら、両社の商品を楽し

みます。またチャット機能を通じて集めた視聴

者の質問に出演者が答えたり、出演者同士の交

流も生まれたりします。 

 1時間のイベントの参加費は2000円。私が参加

した会は100人ほどがオンライン飲み会を楽しみ

ました。新型コロナウイルスの影響で、外出自

粛の傾向にある昨今、こうしたモノと情報を組

み合わせたオンラインイベントがたくさん企画

されています。観光地やバス会社、旅行会社が

企画するオンラインツアーはその代表例です。 

 よくあるのは、観光地から事前に届いた名産

品の食材をオンラインツアーの最中に視聴者が

調理をして試食するといった形態です。例えば4

月と7月に実施された島根県海士町のオンライン

ツアーでは、地元産のカキやサザエなどとそれ

を調理するためのブリキ缶や軍手などもセット

で届きます。 

 いろいろな地域のオンラインツアーの内容を

見ると、これからブラッシュアップされていく

可能性を感じます。現在はまだオンラインツ

アー第一世代ともいうべきフェーズで、｢いかに

現実のツアーに近づけた体験を提供できるか？｣

が主眼の企画が多いように見えます。今後、地

域間の競争も激しくなるといかに消費者に選ば

れるが問われます。 

 そのためには、オンラインでしか実現できな

い付加価値の開発が鍵ですが、まずは、よりき

め細かいターゲティングが求められるでしょ

う。例えば、リアルの旅では負担が大きい高齢

者向けやペットとともに楽しめるものなどで

す。気軽に試せる特性を生かして、低価格の企

画をつくったり、逆に豪華列車などを利用する

ような富裕層向けには事前申し込みによる食材

の在庫負担が軽いことを生かして、高額商品を

提供したりする企画もあり得るでしょう。ご当

地ラーメン対決など、切り口によっては地域を

越えたコラボ企画も生まれる余地もあります。

この分野は黎明期の今だからこそチャンスも大

きいと思います。 

 個人的には、ご当地の魅力的な人物の発掘と

出会いや偶然の面白さ(＝セレンディピティ)の

実現が鍵かなと思っています。 
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日時 10月31日(土) 

      17:00開演 

会場 プラムホール 

料金 8,000円 

    ↓ 

     7,200円 

ｺﾝｻｰﾄ ＬＥ ＶＥＬＶＥＴＳ 

日時 11月8日(日) 

     14:00開演 

会場 ふれあいﾎｰﾙ 

料金 3,500円 

    ↓ 

     3,150円 

独演会 春風亭一之輔 

日時 11月15日(日) 

   14:00開演 

会場 ふれあいﾎｰﾙ 

料金 1,200円 

   ↓ 

     1,080円 

ｺﾝｻｰﾄ 

Ｉｒｉｅ（アイリー） 

(繁栄) 

 会員データ [オーナー]野﨑 健登 [住所]〒610-0101城陽市平川大将軍11-9 [TEL]0774-66-6527 

       [営業時間]火～土9:00～19:00／日9:00～18:00 [休日]月曜･第2第3火曜 [駐車場]有 

 2019年4月にオープンしました、Irie(アイ

リー)です。当店は、美容室にアイラッシュサロ

ンを併設した、白とブラウンを基調とするあた

たかい雰囲気のサロンです。 

 美容室では、お出迎えからお見送りまで一対

一で対応し、地元密着型ならではの一人ひとり

に寄り添いながら、お悩みの改善や理想のヘア

スタイルをご提案させていただきます｡ 

 最新のカラー剤で理想の色や､潤いを閉じ込め

二次的なダメージを制御する最高級ウルティア

トリートメントは、こだわりぬかれた成分によ

り、みえないダメージの加速を防止します。芯

があり、しなやかで柔らかい仕上がりです。 

 アイラッシュは、個室で人目が気にならない

落ち着いた雰囲気だからゆったりとお過ごしい

ただけます。城陽市内では取り扱いの少ないボ

リュームラッシュやパリジェンヌラッシュリフ

トも施術させていただけます。お客様のライフ

スタイルに合ったデザインをご提案できればと

思っております｡ 

 ご家族そろって是非お越しください。 

赤い羽根共同募金 

 共同募金は府内の福祉施設整備等に活用される他、募金実績に

応じて地元(城陽市)に還元され、地域福祉活動の推進に役立てて

います。皆様のご協力をお願いします。ご連絡いただければお伺

いします。また、銀行振込でも受け付けています。 

【振込先】京都銀行城陽支店 普通預金 410027 

     名義：社会福祉法人京都府共同募金会 

        城陽市共同募金会会長 奥田敏晴 

【お問合せ先】城陽市共同募金会 住所:城陽市寺田東ノ口17 

       市立福祉センター1階(城陽市社会福祉協議会内) 

       ℡0774-56-0909 Fax0774-56-2800 

※この募金は｢全額損金算入｣できます。振込みの場合、ご連絡い

ただければ領収書を後日送付いたします。 

文パルチケット情報 

▲代表の野﨑氏 ▲あたたかい雰囲気の店内 

｢城陽市プレミアム付商品券２０２０｣取扱店募集中! 

利用期間  令和2年12月15日(火)～令和3年2月15日(月)まで 

取扱店資格 一般消費者を対象とした市内事業所 

換金手数料 当所会員:無料／当所非会員:5％ 

申込方法  当所ホームページより申請書をダウンロードし、 

      ファックスにてお送りください。 

       

随時ホームページで公開しています。

城陽商工会議所 https://joyocci.or.jp/ 

℡0774-52-6866 Fax0774-52-6769 
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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。 
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10月14日（水）13:30～16:00 

10月  8日（木）13:30～16:00 

10月15日（木）13:30～16:00 

10月16日（金）13:30～16:00 

みんなで“京都サンガF.C.”を応援しよう！ 

①10月10日（土）14時00分～ 

VS アルビレックス新潟 

☆申込締切10月5日（月） 

②10月18日（日）14時00分～ 

VSレノファ山口ＦＣ 

☆申込締切10月9日（金） 

③10月21日（水）18時30分～ 

VSギラヴァンツ北九州 

☆申込締切10月13日（火） 

※新型コロナ感染状況により

中止･延期になる場合がありま

すので、予めご了承ください。 

 京都サンガF.C.観戦チケット

(事前引換制)を各試合2名様に2

枚ずつプレゼントします！ 

▼応募資格：当所会員事業所の

事業者･家族･従業員等 

▼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：指導課】 

《発券方法》 

①事前引換券から引換サイトに 

 アクセス頂き、個人情報の入 

 力、QRチケットの発券を行な 

 ってください。 

②ご来場時はQRチケットを携帯 

 端末で表示もしくは、予めプ 

 リントアウトしたものをご用 

 意し、入場ゲートの端末にか 

 ざすことでご入場頂けます。 

③QRチケットの引換は、試合前 

 日までとなります。 

セミナーのお知らせ 

～ 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 

京都ＧｏＴｏＥａｔキャンペーン ～利用店舗募集～ 

日 時 10月9日(金) 18:30～

会 場 当所 会議室 

定 員 10社(先着順) 

講 師 アシスト経営研究室 

    横倉 幸司 氏 

【詳細：折込チラシ】 

 
経 営 革 新 セ ミ ナ ー 

販 売 促 進 セ ミ ナ ー 

日 時 11月18日(水)13:30～ 

場 所 当所 会議室 

定 員 25名(先着順) 

       【詳細：折込チラシ】 

Nextplanning合同会社代表 

中小企業診断士 

ウェブ解析士 

渡邊 功 氏 

講 師 

    1次募集:2020年10月9日(金)17:00迄 

    2次募集:2020年10月9日(金)17:00～10月31日(土)17:00迄 

･概  要 ｢GoToEatキャンペーン事業｣は、新型コロナウイルス

感染症の感染拡大に伴う外出の自粛等の影響により、甚大な影響

を受けている飲食業に対し、期間を限定した官民一体型の需要喚

起を図るものです。京都GoToEat事務局では、25%のプレミアム付

き食事券｢京都府内限定券｣を販売します。 

･利用期間 2020年10月20日(火)～2021年3月31日(水)  

･対象店舗 京都府内飲食店舗  

京都ＧｏＴｏＥａｔキャンペーンホームページ 

https://premium-gift.jp/kyoto-eat 
※専用WEBサイトからお申込みください。 

募集 

期間 

登録 

方法 

お問
合せ E-mail：kyoto-goto-eat@jtb.com  

≪登録の際に必要な情報≫･店舗情報 ･入金口座 ･営業許

可書番号、営業許可書有効期限 ･座席数 ･業種別分類番号 

京都ＧｏＴｏＥａｔ事務局 TEL:075-276-4051   

対応時間：平日９：３０～１７：３０（土日祝日は除く） 

オンライン受講対応 

https://sansaishi.kyoto.jp/

