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この宇宙は愛から 

できてるのではないか。 

愛で満ち溢れてる 

世界なのではないか。 

愛を存分に受け取ろう。     

            書道家 

            武田 双雲   

２０２０ 

１２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 

給付金申請の手続きはお済ですか？ 

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％ 

換金期間  2020年12月15日(火)～2021年3月15日(月) 

申込方法  当所ホームページより(https://joyocci.or.jp/) 

      申請書をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、    

      ファックス(0774-52-6769)してください。 

｢城陽市プレミアム付商品券2020｣取扱店を随時募集中! 

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) 

【国給付金】持続化給付金 

申告期限 2021年1月15日(金)まで 

【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 

※支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍 

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 

申請ｻﾎﾟｰﾄ  

申請ｻﾎﾟｰﾄ  

【市給付金】城陽がんばる事業者支援給付金 

申請期限 2021年1月15日(金)まで 

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。)  

お問合せ 
城陽市まちづくり活性部 商工観光課 

℡0774-56-4018 

申請期限 2020年12月28日(月)まで 

商品券利用期間 

2020年12月15日(火)～2021年2月15日(月)まで 
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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) 

※特例事業者は150万円 

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】 

新型コロナウイルス感染症関連支援策 

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】 

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次締切2020年12月18日(金) 

第5次締切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 

【国補助金】IT導入補助金 

対象者 
中小企業(飲食、宿泊、卸･小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業

や建設業等も対象)および小規模事業者  

対象経費 
ソフトウエア費、クラウド利用費、専門家経費等(※特別枠は左記のものに加えパソコ

ン、タブレット等のレンタル費用が対象) 

補助率 

[A類型]1/2(上限額30万～150万円未満) 

[B類型]1/2(上限額150万～450万円以内) 

[特別枠(C類型)]2/3又は3/4(30万～450万円以内) 

締 切 2020年12月18日(金) 

お問合せ 
サービス等生産性向上IT導入支援事業コールセンター ℡0570-666-424  

ホームページhttps://www.it-hojo.jp/  
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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 
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】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)にて申込 

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  

【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 申請期間:2021年1月31日(日) ※対象期間:2020年6月1日(月)～11月30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 

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月までの連続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 
城陽市総務部 税務課資産税係 

℡0774-56-4022  

【市税軽減】事業用家屋･償却資産に係る固定資産税等 
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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。 

 

【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11月2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11月2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 

常議員会を開催 

 11月19日(木)第218回常議員会を開催。概要は

次のとおり。 

1.令和3年度商工業施策要望項目(案)について 

2.給料規則の一部改正について 

3.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、新型コロナウイルス特別相

談窓口の状況について、令和3年新春名刺交換会

の中止について、委員会･部会･地区振興会等活

動について･役員行事出席について、報告を行

なった。 

新入会員情報 【令和２年９月１0日～11月18日】 ※掲載を承認された方のみ 

事業所名 所在地 地 区 部 会 業 種 

さくら寿司 寺田東ノ口17-198 寺田南 飲食 和食飲食業 

大樹生命保険㈱ 
京田辺営業部 京田辺市河原御影30-97 市外 金融 保険業 

フィルandロコ㈱ 久御山町森中内138-1 市外 商業 医療機器販売 

季教育相談室 寺田大谷88-36 久津川東 サービス 発達障がい等の子どもの支援教育相談 

A's tec 
平川茶屋裏21-7 
ﾊｳｽｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝ406 久津川東 建設 建築塗装業 

KAI 市辺小梨間44-6 青谷 サービス エステ、光脱毛、光フェイシャル 

㈱リスポンス 平川車塚58-7 久津川東 建設 内装、ハウスクリーニング 

洋食処 さくらい 富野北垣内51-9 富野西 飲食 飲食業 

日本酒類販売㈱ 
近畿北部LC 井手町多賀堀畑13-11 青谷 商業 酒類･食品販売 
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12月 9日（水）13:30～16:00 

12月10日（木）13:30～16:00 

12月17日（木）13:30～16:00 

12月18日（金）13:30～16:00 

新型コロナウイルス感染症対策WEBセミナー配信中!!是非ご覧ください。 

 営業時間 ２０:００～２４：００ 
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冬のコロナ対策へのご協力をお願いします！～リスクの高い５場面に留意！～ 

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12月18日(金)まで 

受診内容 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。 

受診結果 令和3年2月下旬にお届けします｡ 【詳細:折込チラシ】 

令和3年1月21日(木) 令和3年1月22日(金) 
日 時  

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 ℡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。 

活動報告 

 11月30日(月)㈱杜若園芸の 

花田氏をお招きし、アレンジメ

ントフラワー講習会を開催。 

 参加者40名はそれぞれの個性

を活かし作品を作られました。 

 新型コロナウイルス感染症は、屋

外で歩いたり、十分に換気がされて

いる公共交通機関での感染は限定的

であると考えられています。本感染

症の伝播は、主にクラスターを介し

て拡大することから、来春に備える

ためにも、今冬のクラスター連鎖を

しっかり抑えることが必須です。国

の分科会では、感染リスクを高めや

すい右記の｢5つの場面｣を整理し、提

示されました。 



 ( ) 令和2年12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428号 

 
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。 

6 

 感染拡大防止のため一部ご利用に制限があります。 

第6回「自分の素の感情を大切に」 

 新型コロナの影響で今まで過ごしてきた生活

が制約を受けています。このような状況では気

持ちが今一つあがらない時がでてきます。気持

ちが落ち込むことに関心が向いていませんか。

自分にとって心地よいこと、些細なことをしま

しょう。 

対処法：自分軸で生きよう！ 

＊ポジティブな記録をしよう 

 コロナ禍の今だからこそ、心地よいことをし

てみましょう。誰でも、エネルギーが低下し

て、気持ちが今一つあがらない時はあります。

“ご飯をつくるのがめんどう”“仕事のやる気

がおきない”“体調がよくない”“天気がわる

い”など、気持ちが低迷している時は、気持ち

が落ち込むようなことに関心が向いていません

か。そんな時は、無理に気持ちをあげることを

しなくても、自分にとって心地よいこと、それ

も些細なことをしましょう。 

 今、あなたができる事の中で一番心地よいこ

とをしてみましょう。“親しい友人と電話で話

してみる”“好きな雑誌に目を通す”“美味し

いお菓子を食べる”“好きな所で横になって休

む“など、どうも気分があがらないな、と思っ

たら、今、何をしたら心地よくなるかと自分の

気持ちに問いかけてみましょう。 

 些細な事でも、自分にとっての”心地よさ”

をキーワードに充電しておくと、自分をいい状

態にしておくことができます。充電をこまめに

しておくと、急なストレスでもすぐにはへこた

れません。 

 ｢気持ちいい｣｢楽しい｣と感じる脳の大脳辺縁

系にある扁桃体は、“気持ちいい”“いやだ

な”という快･不快の2つの感情を発現させると

ころです。この素の感情は、前頭葉の複雑な判

断や思考を使う際のキーパーソン的存在です。

気持ちよい、心地よいと前頭葉は活性化しま

す。反対に、気持ちよくない、心地わるいと前

頭葉のはたらきは弱まります。素の感情と複雑

な判断や思考は密接な関係にあることから、自

分軸で生きるために判断したり、思考したりす

る時に、自分の素の感情をいかに大切にできる

かが鍵となります。 

 

◇中島 恵子／なかじま けいこ 

 現在、京都文教大学臨床心理

学部教授、そして同大学の産業

メンタルヘルス研究所所長とし

て地域の活動にも情熱を注ぐ。

専門では脳機能とこころの働き

の両面からアプローチ。脳とこ

ころのつながりを研究する第一人者である。 

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、何卒ご理解とご協力を宜しく

お願い申し上げます｡ 

(工事期間:令和3年3月31日(水)まで) 
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 JR名古屋駅から中央本線快速に乗車し、40分

ほど行った土岐市駅で下車し、そこから車で山

間に向かって15分ほど走った場所に、建設資材

が山と積まれた工事事務所がある。ここが向陽

信和株式会社の本社兼作業所である。 

 同社は大別すると建設業であるが、事業内容

は建設現場で使用する足場架け払いのリース

サービスや仮設設備のリースおよび販売であ

る。もう少し具体的にいうと、建物の建設はも

とより、建物の汚れや修繕など外面処理をする

ときにつくられる足場作業を行う企業である。 

 創業は1993年、現社長である古澤一晃氏が、5

年間の修業を経て29歳の時に創業。苦労と努力

が実り、現在は本社に47人、岩手支店に10人の

計57人の社員を有する企業に成長発展してい

る。専業としては、今や全国有数の規模であ

り、業績もすこぶる順調である。そればかり

か、業界の平均年齢が50歳代から60歳代が大半

という中、同社は何と25歳という若さである。 

 同社の成長発展の要因は多々あるが、最大の

要因は、古澤社長の経営姿勢が関係者の支持を

得たからだと思われる。その一つが大家族的経

営である。創業者でもある古澤社長は、創業以

来“社員は家族だから社員の家族も会社の家

族”という、いわゆる大家族的経営を実践して

いる。社員の家族の理解と協力なくして一生懸

命仕事はできないと、家族を巻き込んでの福利

厚生事業を数多く実践している。例えば、夏祭

りや忘年会のほか、子どもたちに両親の働く姿

を見てもらう職場見学会などである。 

 また自身の報酬を極端に下げ、代わりに冬の

ボーナスや決算賞与も支給している。この決算

賞与の支給は税引き後利益が生じた際に行って

おり、役職･年齢･性別･国籍を問わず、同一額を

支給しているという。これは大家族的経営から

の発想である。 

 家族を大切にするという経営は、少ない残業

時間にも表れている。業界ではサービス残業は

もとより、社員1人当たりの残業時間が1カ月当

たり30時間以上というケースが多い中、同社は

10時間以下である。 

 その理由は、他社と競争しなくても済む小さ

な市場に特化した営業戦略の結果であり、職人

配置の巧みさにある。職人の数は、同業他社の

約1.2倍。こういうと人件費がかさみ収益が圧迫

されると思うかもしれないが、そうなっていな

い。人員が多いことで、業務のスピードだけで

なく品質も高まり､事故率も低下するという好循

環を生み、人件費を吸収できているという｡加え

て職人同士がお互いさまの気持ちで仕事に取り

組むことができる環境になっているのである。 

 同社の存在から｢うちは3K･5K職場だから……｣

と嘆く多くの経営者は変わるきっかけをつかん

でほしい。 

会議所だより（本誌）広告主を募集中！ 
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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。 

       かい まさき  

 スタッフ 甲斐 眞樹 

お客様へのメッセージ 

 一日も早い新型コロナ

感染症の終息と皆様の

ご健康をお祈り申し上

げます。 

         むらた せいこ 

 スタッフ 村田 成子 

お客様へのメッセージ 

 制限されることが多い

withコロナの今こそ、ワー

ク･エンゲージメントが高

い職場が求められますね。  
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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。 

 東京･築地本願寺の近くに、ときどき行く立ち

飲みの日本酒バーがあります。47都道府県のお

酒を必ず1種類以上そろえていて、注文も｢今日

は何県ので～｣と指定することができます。する

と、お酒と共に旅好きの店主がその蔵の歴史や

つくり手のエピソードなどをあれこれ語ってく

れます。私のように日本酒通でもマニアでもな

い人でも｢それならその地域に行ってみたい｣と

思わせてもらえます。 

 先日、そのお店で見掛けたのが宮城県栗原市

の｢メガネ専用｣というユニークな名前のお酒で

した。たまたま山形から東京に出張に来ていた

人と行ったのですが、その人が｢これは東北でも

人気でなかなか手に入らない銘柄だから飲みた

いと思っていた｣というのです。 

 メガネの顔をシンプルなイラストで描いたラ

ベルには｢全員メガネの蔵人で造りました｣の文

字があり、視力検査の｢C｣が並んだシールまで

張ってある軽妙でおしゃれなデザインのボトル

です。もともとは｢萩の鶴｣や｢日輪田(ひわた)｣

という銘柄をつくっている萩野酒造のもので

す。東京農業大学出身の8代目がこの商品を企画

したそうです。 

 ｢メガネ専用｣は毎年10月1日に発売する限定品

で2020年で3年目となり、毎回発売後すぐ完売し

てしまう人気商品です。当初はその年の仕込み

で余ってしまった材料をなんとか生かす手段は

ないかとつくったお酒を自社で独自にブレンド

して、普段扱う定番商品とは違う味わいと特徴

を持って始まったそうです。 

 私が面白いと思ったのは、そのユニークな名

前もそうですが、メガネの日に発売して｢全員メ

ガネの蔵人｣という表記で、一気につくり手と飲

み手がつながってしまうことです。お酒の銘柄

(ネーミング)は、地域の名前や地域のストー

リー、製造方法や原材料などの違いを語ること

などで、さまざまな個性を競っている分野で

す。つくり手についても｢〇〇杜氏(とうじ)が仕

込んだ｣といったアピール方法はこれまでにもあ

りました。 

 ｢メガネ専用｣はつくり手の技や出身地をア

ピールしているわけではありませんが、なんと

なくつくり手が、ときにはメガネを曇らせなが

ら真面目に仕込んでいる姿をほうふつとさせま

す。また｢メガネの日(10月１日)｣に発売という

ことも伝わるため、毎年手に入れたいリピー

ターにとっては発売日を覚えやすいという効果

もあります。 

 ものづくりが進化して、現代の日本酒はどれ

もハイレベルの味わいになっています。メ

ジャーブランドだけでなく、地方の小さなつく

り手でも機械化を進めてコンピューターで製造

過程を制御しているところは珍しくありませ

ん。逆に言えば、どれもおいしいため、差別化

が難しくなってきています。 

 ｢モノ(品質訴求)からコト(用途提案)へ｣と顧

客が求める価値が変化しているといわれます

が、その先には｢ヒト(つくり手との関係性)｣が

重視される時代が来ています。｢メガネ専用｣は

たった一言でそれが実現できると教えてくれた

例だと思います。 

 

◇渡辺 和博／わたなべ かずひろ 

 1986年筑波大学大学院理工学

研究科修士課程修了。同年日本

経済新聞社入社。全国各地のも

のづくり企業、自治体、地域商

社やDMOなどを取材、地域に持

続的に稼げるビジネスをつくる

ことをテーマにした著書『地方発ヒットを生む

逆算発想のものづくり』がある。全国の商工会

議所などで地域活性化や名産品開発を支援する

講演などを実施している。 
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～ 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 

 

https://sansaishi.kyoto.jp/


令和2年12月1日発行（毎月1日発行)    ( ) 会 議 所 だ よ り 第428号（平成3年4月13日 第3種郵便物認可） 

 「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。 
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季（みのり）教育相談室 

(繁栄) 

 会員データ [代表] 西村 勝彦 [住所] 〒610-0121城陽市寺田大谷88-36 [TEL] 0774-52-5425 

        [時間] 9時00分～18時00分 [定休日] 日曜･祝日 [Mail] kainohata.k0113@iCloud.com 

 皆様はじめまして、季(みのり)教育相談室長

の西村勝彦と申します。 

 私は、小学校教諭として34年間、山城地域の

小学校を中心に、幼児･児童の困り事に応じた教

育相談やその改善に向けた通級指導を担当して

きました。退職後は、これまでの経験を生か

し、小学校就学に向け不安を感じている保護者

に対し、安心して学校生活を送ることができる

よう教育相談や支援を行なっております。 

 相談内容は様々で、幼児期から児童期の成長

に関する相談や、発達障がいや言語障がい等に

よる子育て上の困り事など、保護者の不安が少

しでも改善できるよう、子供たちの明日の歩み

に繋がるよう、保護者に寄り添い一緒に考えな

がら、心から安心できる相談の機会を創出して

います。また、教育現場との橋渡しや医療機関

の紹介も行っており、小学校就学後もお子さん

の成長を見守っていくため、必要に応じた教育

相談を継続して行なっています。 

 保護者の皆様に、｢安心して子育てをして欲し

い｣｢安心して小学校への就学を迎えて欲しい｣

｢お子さんのことで気になることや不安なことが

ある時には周りに相談できる人がいることに気

付いて欲しい｣｢相談することで安心して子育て

に向き合って欲しい｣と願いを込め運営しており

ますので、お子様のことで一つでも不安のある

方は、電話またはメールにてお問い合わせくだ

さい。当相談室に関することは、随時ブログ

(https://ameblo.jp/nimu3601/)でお知らせして

おりますので、是非一度ご覧ください。 

検定試験 

※窓口申込は9時～17時まで(土日祝･年末年始を除きます) 

実施試験 実施級 試験日・申込期間 

簿記 

検定 

1～3級 令和3年2月28日(日) 

 窓口申込期間:令和3年1月14日(木)～29日(金) 

  （ネット申込:令和3年1月31日(日)まで） 

そろばん 

検定 

1～6級 令和3年2月14日(日) 

 窓口申込期間:令和3年1月5日(火)～20日(水) 

年末年始のご案内 

 当所では、令和2年12月29日

(火)～令和3年1月3日(日)ま

で、年末年始休業とさせていた

だきます。なお、年明けは、1

月4日(月)9時00分より業務を開

始します。ご不便をお掛けいた

しますが、ご理解･ご協力の程

宜しくお願い申し上げます。 

｢第３７回城陽市大謝恩フェア」抽選会 TWINKLEJOYO２０２０  

 城陽の冬の風物詩｢TWINKLE   

JOYO 2020｣が開催中です。今年

のテーマは｢疫病退散～元気の

灯～｣。イルミネーションとシン

ボルツリーがレクリエーション

ゾーン一帯を美しく飾り、見る

人を魅了します。  

▲室長の西村勝彦氏 ▲自宅の一室を利用した相談室 

 11月26日(木)当所にて、秋の大

売り出し｢大謝恩フェア｣の抽選会

を開催しました。今回は通常の3賞

に加え、｢地域応援特別賞(1万円分

お買物券×24本)｣を設けて、奥田

市長や堀井会頭、運営委員らが運

命の抽選を行ないました。 ▲抽選を行う堀井会頭(一番左)ら 

令和2年12月15日(火)～令和3年2月15日(月) 

参加店へ【お買物券のご精算期間について】 

【精算日】令和2年12月16日(水)～令和3年2月26日(金) 

【場  所】城陽商工会議所(土日祝除く9時30分～16時) 

 

 会期 12月1日(火)～25日(金) 

 場所 城陽市総合運動公園 

     ＬＯＧＯＳ LAND 

 点灯 17:30～21:00 

お買物券有効期間 



 ( ) 令和2年12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428号 

 
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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みんなで“京都サンガF.C.”を応援しよう！ 

①12月16日（水）19時00分～ 

VS ツエーゲン金沢 

☆申込締切12月9日（水） 

②12月20日（日）14時00分～ 

VS ザスパクサツ群馬 

☆申込締切12月11日（金） 

新型コロナウイルスの感染状

況により中止または延期にな

る場合がございます。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(52-6769)にて当所までご

連絡ください。応募多数の場合

は、抽選となりますますので、

予めご了承ください。 

《発券方法》 

①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。 

新春経済講演会のお知らせ 新入職員紹介 

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 

 

(無料動画)配信中 

 11月10日付けで振興課に配属

されました林沙有里です。 

 会員企業の皆様のお役に立て

るよう精一杯頑張ります。何卒

よろしくお願い申し上げます。 

給与支払報告書の提出 

 所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、法人･個人

を問わず、支払いを受ける人(給与受給者)の居住する市町村に、1

年間に支払った給与等の明細｢給与支払報告書｣を提出する義務が

あります。これは、住民税の課税や、諸証明発行の資料となるも

のですので、全ての給与受給者(退職者も含む)について作成し、

必ず期限内に提出してください。            

◆期 限：令和3年2月1日(月曜日)まで 

◆提出先：給与受給者が令和3年1月1日現在に居住する市区町村 

｢名刺交換会｣中止 

 1月に予定しておりました名

刺交換会は、感染拡大防止の観

点から開催を見送ることといた

しました。例年多くの会員事業

所、ご来賓の皆様にお越し頂い

ておりましたが、やむを得ず中

止いたしますこと何卒ご理解賜

りたくお願い申し上げます。 

令和３年1月28日    
文化パルク城陽 西館２Ｆ 

ふれあいホール    
先着１００名 

※どなたでもご参加頂けます 

15:00～16:00   

折込チラシ参照 
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           【担当:指導課】 


