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日々の｢当たり前｣のことに 

どれだけ感動できるか。 

それが感性を磨く最短の道。

日常に深い感動を。       

           書道家 

        武田 双雲   

２０２０ 

１１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｣抽選会 

事業用家屋･償却資産に係る固定資産税等の軽減 

申告期限 2021年2月1日(月)消印日有効 

対象者 

①資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人 

②資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用す 

る従業員の数が1,000人以下の法人 

③常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人 

軽減率 

2020年2月～10月までの任意の連続する3カ月間の事

業収入の減少率に応じ0または1/2とします。 

･前年同期比で50％以上の減少     →0 

･前年同期比で30%以上50％未満の減少 →1/2 

必要書類 

①(共通)｢新型コロナウイルス感染症等に係る中小事

業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産

税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申

告書｣(当所等認定経営革新等支援機関による確認を

受けたもの)/事業収入の減少を証明する書類(会計帳

簿、青色申告決算書、収支内訳書の写し等) 

②(事業用家屋)事業用家屋の特例対象資産一覧/特例

対象資産の事業専用割合がわかる資料(青色申告決算

書、収支内訳書の写し等) 

③(償却資産)令和3年度償却資産申告書 

お問合せ 
城陽市役所 総務部 税務課 資産税係 

℡0774-56-4022  

 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した中小事

業者等が所有する事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及

び都市計画税を、申告により令和3年度分に限り軽減します。  

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、必 

      要事項を記入の上、FAX(52-6769)してください。 

｢城陽市プレミアム付商品券2020｣取扱店募集中! 

 新型コロナウイルス感染症の影

響により冷え込んだ市内消費を喚

起するため｢城陽市プレミアム付

商品券2020｣の申し込みを受付た

ところ、販売冊数50,000冊に対し

86,593冊 (37,269人 )の応募があ

り、10月20日(火)当所において公

開抽選会を行いました。 

【引換方法】 

 ①｢引換ハガキ｣･･･現金で商品券を購入可 

 ･11月 4日(水)～12月25日(金) 市内郵便局 

 ･11月10日(火)～11月30日(月) アル･プラザ城陽/ライフ寺田店   

 ②｢当選結果通知｣･･･代金引き換えにより受取可 

【取扱店舗】343店舗(10月30日現在) 

【使用期間】2020年12月15日(火)～2021年2月15日(月) 

▲抽選を行う今西副市長と堀井会頭(右) 

 

城陽商工会議所 https://joyocci.or.jp/ 
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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 小規模事業者等 

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 
[コロナ特別対応型A類型]2/3以内 (上限額100万円) 

[コロナ特別対応型B･C類型]3/4以内(上限額100万円) 

締 切 第5回締切2020年12月10日(木) 

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 ℡03-6747-4600 

ホームページhttps://r2.jizokukahojokin.info/corona/  

【国補助金】小規模事業者持続化補助金【コロナ特別対応型】 

※特例事業者は150万円 

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 
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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。 

 

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 

【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  

【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  

対象者 

次の①～⑤のいずれにも該当する事業主。 

①府内に主たる事業所を有する中小企業、老人福祉･介護事業を行う事業所、障害者福

祉事業を行う事業所、保育所、幼稚園等(いずれも公営施設を除く) ②新型コロナウイ

ルス感染症の影響により、売上が減少している事業主 ③対象労働者(京都府民に限る)

を6/1～12/15の間に新たに採用し、3箇月以上雇用する事業主 ④雇用保険適用事業所  

⑤京都府税の滞納がない事業主  

対象経費 
新たに雇用した労働者に対する賃金、新たに雇用した労働者等に対する研修等の実施に

必要な経費 、新たに雇用した労働者に係る求人募集等の実施に必要な経費。 

事業期間 
2020年6月1日～2021年3月15日に完了する事業 

※労働者の雇用開始日は、2020年6月1日～2020年12月15日に限る  

受付期間 2020年11月13日(金) ※予算上限に達した場合等は、申請を締め切る場合があります。   

補助率 
(正規雇用労働者)上限額30万円 (非正規雇用労働者)上限額10万円 

※1事業者につき、正規及び非正規雇用労働者併せて10人まで 

申請書等 
京都｢コロナ離職者雇用等に関する補助金｣事務局 ℡0570-200-402 

ホームページhttp://www.pref.kyoto.jp/koyou/news/1008hojokin_covid19.html 

【府補助金】新型コロナウイルス感染症離職者採用支援事業費補助金 
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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 
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 

【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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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 

～ 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 

 

日 時 

2020年11月10日(火) 2020年11月11日(水) 2020年11月12日(木) 

2021年1月21日(木) 2021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） 

受診料 

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。 

定期健康診断のご案内 

 今回の｢城陽日和｣は、サイズ

を大きく、ページ数を増やした

特別号として、市内103軒のお

店を紹介しています。さらに、

お得なお買物が楽しめる｢大謝

恩フェアクーポンブック｣を併

載。市内ポスティングのほか、

当所･市役所･各コミセン･文化

パルク城陽･市内金融機関に設

置しますので、是非お手に取り

ご覧ください｡【担当:指導課】 

定  員 各日100名(定員になり次第締切となります) 

締め切り 2020年11月20日(金)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記入の上、FAX(52-6769) 

     にてお申し込みください。 

診断結果 2021年2月下旬頃にお届けします。  

お 願 い 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、安全確保を 

     行なった上で実施します。予防措置として、受診日時 

     の調整や受付での体温確認･アルコール消毒液による手 

     指消毒、マスク着用にご協力をお願いします。 

【詳細:折込チラシ】 

最新号発行！ 

 
｢城陽日和vol.１６｣特別号 

＆大謝恩フェアクーポンブック 

https://sansaishi.kyoto.jp/
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11月11日（水）13:30～16:00 

11月12日（木）13:30～16:00 

11月19日（木）13:30～16:00 

11月20日（金）13:30～16:00 

労働保険に関するご相談は、お気軽に当所(℡0774-52-6866)までご連絡ください。 
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第5回 ｢コロナ禍だからこそ基本を見直す｣ 

 新型コロナで今まで経験したことがない状況

が生まれました。このような状況下であって

も、皆さんよくご存知の睡眠、栄養、運動の3つ

の要素がなぜ大切なのかみていきましょう。大

切だとは思っているけれど、なかなかしっかり

向き合うことがない睡眠、栄養、運動に改めて

注目してみましょう。睡眠、栄養、運動が脳に

どのようにはたらくのか、脳のはたらきを構造

化する神経心理ピラミッドをみてみましょう。 

対処法:睡眠･栄養･運動を大事にしよう! 

*ポジティブな記録をしよう 

 神経心理ピラミッド(図)をご存知ですか。脳

のはたらきの構造をピラミッドで示したもので

す。基礎レベル、高次レベル、自己の気づき、

に分かれています。基礎レベルは、脳を働かせ

るために必要な段階を示しています。最初の段

階は、覚醒、警戒態勢、心的エネルギーで、そ

れらをはたらかせるためには、睡眠、栄養が必

要なのです。 

 十分な睡眠をとって覚醒があがると、さまざ

まな事への警戒態勢が整い、エネルギーが上

がってくる段階です。私達は動物でもあるの

で、動物としての本能である警戒態勢が備わっ

ています。次の段階の抑制、発動性は運動に

よってはたらきます。 

 前頭葉は物事の開始(発動)と抑制をコント

ロールしています。

注意力と集中力の段

階以前に、前頭葉の

はたらきをスムーズ

にするための準備で

もあります。十分な

睡眠、必要な栄養、適度な運動は、その上の段

階である、注意力と集中力⇒処理速度⇒記憶⇒

高次遂行機能⇒自己の気づきへと順番に､より高

度にはたらかせる原動力なのです。 

 家事や仕事など、忙しい日々の中で置き去り

にされがちな睡眠、栄養、運動について見直し

てみませんか。1日の睡眠状態、食事の栄養状

態、運動をどのくらい取り入れているか、を記

録しましょう。記録は複雑だと続きません。簡

便で分かりやすい記録をお勧めします。“睡眠

は十分とれている”“タンパク質が取れてい

る”“歩くようになっている”など、ポジティ

ブな記録を心がけましょう。ポジティブな記録

は気持ちを明るくさせ、意欲的にします。コロ

ナ禍の今、基本的な睡眠、栄養、運動をチェッ

クしてみませんか。変化の少ない生活環境でも

小さな変化を起こすチャンスです！ 

 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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 大阪の地下鉄谷町線の野江内代駅から徒歩で5

分ほど行ったオフィス街に、一見してハイテク

ものづくり企業の中核拠点とは思えないよう

な、狭い間口の会社がある｡ここが、社員数約50

人の中小企業ながら、世界的技術を持ってこれ

まで数々の賞を総なめにしている、株式会社中

央電機計器製作所の本社兼研究所兼工場なのだ｡ 

 中に入ると、継ぎ足し･継ぎ足しした小さな部

屋が多数あり、まるで大学の研究室のような雰

囲気である。規模は小さいながらも、今やもの

づくり企業では知る人ぞ知る企業だ。とりわけ

同社が得意とし高評価を得ているのは、画像に

よる高精度な計測技術を駆使した装置やシステ

ムの研究開発と商品化である。 

 同社がこれまで研究開発し世に提案してきた

最先端の製品やシステムは数多くあるが、とり

わけ評価が高いのは、スマートフォン用などの

光学フィルムの切断面の状況や、自動車部品な

どの寸法を高精度で測る｢寸法自動測定装置｣で

ある。 

 この装置を活用すると、これまで100カ所測定

するのに1時間以上要していたものがわずか1分

程度ででき、この分野では大手企業を含め他社

の追随を許さない。 

 このほか、電荷結合素子(CCD)カメラによるパ

ターン照合検査をする｢微細欠陥検査装置｣や、

国家プロジェクトであるX線自由量電子レーザー

施設｢SACLA｣に設置された、X線レーザー用の特

殊な検出器(センサー)もつくっている。日本を

代表する著名なものづくり企業や大学、さらに

は国の研究機関などの研究や基盤技術を底辺で

支えているハイテク中小企業なのである。 

 こうした研究開発分野を絞り込んだ｢一寸法師

の戦略｣や、国内外で開催される大規模展示会へ

の出展、そして国籍を問わないインターンシッ

プ生の積極的な受け入れなどにより、わずか50

人の社員の中には著名な大学や大学院を修了し

た優秀な人が多く存在する。 

 とはいえ創業時は、典型的な下請け的なモノ

づくり企業だった。2代目社長となった現会長

が、今日を夢見て市場調査と人財確保･育成に努

力し続けてきた結果なのである。 

 わが国では、30年来ものづくり中小企業の激

減が続いているが、こうしたタイプの企業にな

ることこそ、ものづくり中小企業のあるべき姿

である。  

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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      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 

 

 

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。 

      はせがわ えみ 

 スタッフ 長谷川 江美 

お客様へのメッセージ 

 健康経営アクサ式で

｢みんなと会社の未来

を健康に｣していきま

しょう。 

     そが ゆうすけ 

 スタッフ 曽我 祐介 

お客様へのメッセージ 

 コロナ禍の状況で、

プラスの成果を生むた

めに健康経営アクサ式

は力になります。 
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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。 

 伊豆半島の西にある静岡県西伊豆町が観光客

の誘致を狙って9月から面白いサービスを始めて

います。観光客が釣った魚をまちが買い上げて

地域通貨で支払い、それを利用して町内でお土

産が買えたり食事ができたり、コンビニで買い

物もできるというものです。 

 まず、ファミリーや個人の観光客は指定され

た釣り船を利用して釣りをします。もちろん自

分で食べるために持ち帰ってもいいのですが、

食べきれない釣果は指定の市場へ持って行くと

魚の種類や量に応じた金額で買い取ってもらえ

ます。鮮度を保つための処理は釣り船のスタッ

フが船上で行なってくれるため、品質について

観光客は心配しなくてもいい仕組みです。魚を

指定の料理店や居酒屋に持ち込んで料理しても

らうこともでき、その飲食の支払いも、釣った

魚と交換した地域通貨が使えます。 

 まちが買い上げて観光客に支払うのは、町内

だけで通用するデジタルの地域通貨(｢サンセッ

トコイン｣(単位はユーヒ)。マイナポイント普及

の事業と連携したもので、コロナ禍の消費喚起

策として全町民にも1万円相当分配られており、

今回の釣果買い取りサービスの｢ツッテ西伊豆｣

はこの仕組みを利用しています。 

 こうした観光客の釣果を買い取るサービスを

導入したのは、熱海市で魚市場と観光協会が連

動し、市場で使えるクーポンに換えることがで

きる｢ツッテ熱海｣に次いで2例目です。西伊豆で

は行政が動いたことで、利用範囲も町内のほと

んどの商業施設が参加する規模となりました。

熱海では観光客誘致が目的でしたが、西伊豆で

はさらに進めて、後継者不足に悩む漁業従事者

の代わりに観光客に働いてもらうという狙いも

ありました。海の資源を町内の経済ベースに乗

せる役割を観光客に担ってもらう仕組みと捉え

ています。 

 観光客からすれば、さおやリールなどの道具

も釣り船で貸してもらえ、釣った魚を処理した

り持ち帰ったりする面倒なことから解放されま

す。さらに飲食やお土産を買うためにも頑張り

ます。観光客と西伊豆町のコンタクト・ポイン

トは、釣り船、飲食店、商業施設と増え、さら

に残ったポイントを使うために再度訪れること

も期待できます。 

 実はこの｢ツッテ〇〇｣という仕組みは、釣り

情報サイト｢ツッテ｣編集長の中川めぐみさんと

いうカジュアルな釣りにはまった一人の女性が

考えて、観光協会や自治体に働き掛けて実現し

たものです。 

 この事例には地方のサービス商品開発を考え

る上で参考になるポイントがいくつもあると思

います。まず釣り客というターゲットをカジュ

アルな層(手ぶらでOK)まで広く捉え、彼らが参

加したくなるような動機付け(お得感)を設定

し、嫌われる点を解決(魚の処理や料理の代行)

しています。例えば、農業や林業、ものづくり

などさまざまな分野で、同じように観光客を巻

き込んだ地域活性化策がつくれるのではないで

しょうか。小さく始めて大きく育てることもで

きる面白いモデルだと思います。  
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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!! 
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さくら寿司 

(繁栄) 

 会員データ [店長]塚本 祐貴 [住所]〒610-0121城陽市寺田東ノ口17番地198 [TEL]56-7733 [定休日]木曜日 

       [営業時間]17時～24時(月･火･水は23時まで) [ホームページ]https://sakurasushi.owst.jp/ 

日時 11月20日(金) 

   10:30/14:00 

会場 プラムホール 

料金 900円 

   ↓ 

     810円 

映画 

 2020年9月29日に城陽市役所駐車場前にオープ

ンさせていただきました｢さくら寿司｣です。 

 当店は、厳選仕入れをした鮮度抜群の魚介を

使った本格板前寿司をリーズナブルな価格でお

楽しみ頂けます。また旬の魚介やお野菜、お肉

を使った一品料理も多数ご用意しております。 

 店内は、落ち着きのある和の雰囲気でカウン

ターのお席(10席)から、周りを気にせずゆった

りとお食事を楽しめる個室(4名様～12名様)もご

用意しております｡2階は、広々としたお座敷の

フロアで、テーブル席でのご案内となります。 

 宴会などの団体様のご利用も可能で最大35名

様までの貸し切りも可能となっております。

コースもご用意しておりますので、ご予算に合

わせてご相談頂ければ幸いです。 

 まだオープンしたばかりの新しいお店です

が、地域の皆様に愛されるお店を目指しており

ます。お客様への気配りを大切にしてまいりま

すので、お気軽にお越しくださいませ。 

※11/6よりランチ開始11時～14時(月･火･水･金)  

活動報告 

文パルチケット情報 

交通部会 

 10月15日(木)イズミヤ大久保

店にて交通安全啓発活動に参加

し、来店客に交通ルールの順守

を呼びかけました。 

▲落ち着いた雰囲気のカウンター ▲厳選された自慢のネタ 

 10月27日(火)城陽市役所にて、河本大輔会長(㈲ホワイティー 

代表取締役)から奥田城陽市長に対し、｢若者のUターン就職促進へ

の取り組み｣をテーマとした提言書を手交しました。 

 今回の提言は、若者がいかにして城陽市に魅力を感じ、暮らすこ

とができるか、働くことができるかということを第一に考えまし

た。提言内容は以下のとおりです。 

◆知ることを満たす ～新しい企業と若者との接点の創出〜   

◆届くを構築する  ～積極的な情報発信アプリの導入〜 

◆機を創出する   ～若者定住を促進する支援制度の創設～ 

◆共に創り、歩む  ～官民学連携のプラットフォームの構築～ 

 また、次年度は今回の提言内容を実行に移す年度として、城陽市

や京都文教大学と連携を図ってまいります。 

▲提言書を手交する河本会長 ▲奥田市長らに提言内容を説明 
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みんなで“京都サンガF.C.”を応援しよう！ 

①11月11日（水） 19時00分～ 

VS 東京ヴェルディ 

☆申込締切 11月4日（水） 

②11月21日（土） 14時00分～ 

VS 徳島ヴォルティス 

☆申込締切 11月13日（金） 

③11月25日（水） 19時00分～ 

VS ヴァンフォーレ甲府 

☆申込締切 11月18日（水） 

④12月2日（水） 19時00分～ 

VS Ｖ・ファーレン長崎 

☆申込締切 11月25日（水） 

 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(52-6769)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 

日 時 11月18日(水) 

    13:30～15:00 

会 場 当所 会議室 

定 員 25名(先着順) 

参加費 無料 

Nextplanning合同会社代表 

中小企業診断士 

ウェブ解析士 

渡 邊 功
わたなべ  いさお

 氏 

講 師 

新型コロナウイルス対策 

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 

 

 各セミナーの詳細は、折込チラシをご覧いただくか、当所(℡52-6866)までお問い合せください。 

(無料動画)配信中 

簡単にネットショップを開設す

る方法やSNSを組み合わせた集

客方法を解説します。 

日 時 11月30日(月) 

    13:30～15:30 

会 場 当所 会議室 

講 師 ㈱杜若園芸 花田 純 氏 

定 員 36名(先着順) 

参加費 1,000円 

日 時 12月11日(金) 

    14:00～16:00 

会 場 宇治商工会議所 

定 員 48名(先着順) 

参加費 無料 

 ネ ッ ト シ ョ ッ プ 

簡 単 開 設 セ ミ ナ ー 

オンライン 

受講可能 

 
完売王が語る！ 

“モノが売れない時代”に 

売れる商品の魅力とは 

宇城久区域商工会議所･商工会広域連携協議会 

商品の魅力を引き出す｢売り方｣

などを講師の経験と実例を交え

ながら解説します。 

㈱カワセ･クリエイティブ 

･カンパニーず代表取締役 

千葉商科大学客員教授 

河瀬 和幸
かわせ  かずゆき

 氏 

講 師 

オンライン 

受講可能 

 素敵なお店づくりセミナー 

アレンジメントフラワー講習 

□アーティフィシャルフラワー 

 (メンテナンスフリー)の素材を使用 

□サイズ縦20cm×横30cm×高さ35cm 

【作品イメージ】 


