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ワクワクしてると 

エネルギーが湧き水のように 

溢れてくる。 

ワクワクしよう。     

    書道家 

      武田 双雲   

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 

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設備処分費⑫委託費⑬外注費  

補助率 2/3以内(上限額50万円) 

締 切 令和3年6月4日(金)まで 

お問合せ 
持続化補助金事務局 ℡03-6747-4602 

https://r1.jizokukahojokin.info/ 

【国補助金】小規模事業者持続化補助金【一般型】 

【国補助金】事業再構築補助金 

対象者 

新分野展開や業態転換、事業･業種転換等の取組、事

業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目

指す企業･団体等  

要件 

①申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計

売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1～3月)の

同3か月の合計売上高と比較して10％以上減少してい

る②事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転

換、事業･業種転換等を行う③事業再構築に係る事業

計画を認定経営革新等支援機関と策定する④補助事

業終了後3～5年で付加価値額の年率平均3.0%(グロー

バルV字回復枠は5.0％)以上増加、又は従業員一人当

たり付加価値額の年率平均3.0%(同上5.0％)以上増加

の達成を見込む事業計画を策定する。   

支給額 
通常枠  補助額 100万円～6,000万円 補助率 2/3 

卒業枠  補助額 6,000万円超～1億円 補助率 2/3  

申請方法 
jGrants(電子申請システム)での申請 

※GビズIDプライムアカウントの取得が必要 

お問合せ 
事業再構築補助金事務局 ℡0570-012-088 

https://jigyou-saikouchiku.jp/ 

対象者 
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の

外出･移動の自粛により、売上減少した中小事業者等  

要件 

下記の①または②により、2021年1～3月のいずれか

の売上高が対前年比(or対前々年比)▲50％以上減少

していること 

①緊急事態宣言下の飲食店と直接･間接の取引がある  

②緊急事態宣言下における不要不急の外出･移動の自 

 粛による直接的な影響を受けたこと   

給付額 

中小法人等60万円以内、個人事業者等30万円以内 

※2019年または2020年の1月～3月の合計売上－2021 

 年の対象月(50％以上減少)の売上×3ヶ月  

申請方法 
ID取得後、登録確認機関(当所)にて事前確認を受け､

WEBにて申請 ※当所では市内事業者のみ確認 

締切 令和3年5月31日(月)まで 

【国一時金】中小法人･個人事業者のための一時支援金 

新型コロナウイルス感染症関連支援策 

４ 
２０２１ 

申請ｻﾎﾟｰﾄ  

申請ｻﾎﾟｰﾄ  

申請ｻﾎﾟｰﾄ  
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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。 
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 営業時間 ２０:００～２４：００  

小規模企業振興委員 ～会員と当所のパイプ役～ 

 当所では、会員の皆様と商工会議所を結ぶパイプ役として小規模企業振興委員会を設置しておりま

す。9地区9名の小規模企業振興委員の方々が、皆様の経営上の課題に対して、随時ご相談をお受けし

ております。経営に関することなら、お近くの振興委員までお気軽にご相談ください。 

京都機械刃物㈱ 

森 康高 

TEL 52-1807 

 

茶舗 城洋園 

田邉 良章 

TEL 52-2130 

 

㈱小森 

小森  種治郎 

TEL 52-0005 

  

三隆屋 

高橋 和巳 

TEL 52-0955 

 

だいや㈱ 

中村 康信 

TEL 52-1720 

御生菓子司ふたば 

越田 育生 

TEL 52-5248 

 

もち月 

望月 博 

TEL 52-0313 

 

 

スギヤマ㈱ 

杉山 實 

TEL 52-0535 
 

マーシ 

古賀  大伸 

TEL 55-9172 

マル経融資制度のご案内 ～無担保・無保証人・信用保証料不要～ 

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3年3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 

【国融資】マル経融資(小規模事業者経営改善資金) 

【国融資】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 
マル経融資対象者であり、新型コロナウイルス感染症の影響によって最近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3年3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 
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 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。 

     たまの きよみ 

 スタッフ 玉野 清美 

お客様へのメッセージ 

 暖かくなってきまし

たね、すっかり桜の季

節です。気持ち新たに

お客様に保障で、安心

をお届けいたします。 

        むらた せいこ 

 スタッフ 村田 成子 

お客様へのメッセージ 

 健康宣言事業に取り組

んでいる企業が増えてき

ました。たくさんの情報

をお届けして、お役に立

てればと思います。  

常議員会開催 

新入会員情報【令和３年１月３１日～３月１１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 

Dog Salon LuLu 平川横道48-3 久津川東 サービス トリミングサロン 

城陽急配 久世下大谷143-13 久津川東 交通 軽貨運送業 

㈱アクアメンテナンス 寺田宮ノ谷2-108 寺 田 東 建設 給排水設備業 

㈱なかさき 八幡市八幡土井4-40 市外 特別 
生コンクリート･建築材料販売

住宅基礎工事､土木工事 

活動報告 

 3月15日(月)常議員会を開催しました｡概要は次の

通りです｡ 

▪第72回通常議員総会提案議案について 

  ｢令和3年度事業計画並びに収支予算｣(案) 

  ｢常議員の補欠選任｣ 

▪退任役員議員表彰･感謝状の贈呈について 

▪京都府知事表彰について 

▪令和3年度小規模企業振興委員(案)について 

▪令和3年度永年勤続優良従業員表彰について 

▪特定退職金共済の予定利率改定に伴う給付額表  

 変更について 

▪新入会員について(下表参照) 

以上、原案どおり承認されました。 

 3月19日(金)当所にて総会を

開催しました。議案審議の結果

以下のとおり決定しました。 

▪1号議案 部会役員選任の件 

 新部会長 吉田忠康氏 

     (㈲京都八百忠) 

▪2号議案 2号議員選任の件 

 新2号議員 西島週三氏 

       (㈱都給食) 

 3月19日(金)和壯別館葵にて

設立総会を開催し、次のとおり

役員を選任しました。 

会長:土橋浩司氏(シャフテック

ツチハシ㈱)／副会長:岡田充貴

氏(京奈DORONESTATION)／理事:

奥田英貴氏(studio FLAVOR)／ 

監事:木原好信氏(㈱木原測量設

計事務所) 

飲食部会 城陽ドローン協会 女性会 

 3月22日(月)･23日(火)2日間

にわたり、女性向けパソコンセ

ミナーを開催。参加者は、真剣

に取り組まれていました。 
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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。 

1 コロナ禍における支援強化 

(1)コロナサポートチームによるコロナの影響を受ける小規模 

  事業者に対する相談･支援業務の強化 

(2)オンラインとリアル参加を活用したハイブリッドセミナ-､   

   会議の積極的な開催 

(3)新型コロナウイルスの感染拡大防止と経済活動の両立に向 

   けた政策提言 

(4)新型コロナウイルス感染症に伴う政府等各種支援情報ツー 

   ルの刷新 

(5)各種専門･定期相談等のオンライン化に向けた環境の整備 

2 政策提言･要望活動の実施 (1)政策提言･要望活動の積極的な実施 

3 商工会議所組織基盤の強化 

(1)役職員一丸となった会員増強運動の展開 

(2)会員サービス事業の積極的な展開 

(3)共済事業推進等収益事業の充実･強化 

(4)経営支援員の能力向上による支援体制の強化 

(5)部会･地区振興会活動のさらなる活性化 

4 
地域振興及び産業基盤の 

整備促進 

(1)東部丘陵地の整備促進 

(2)城陽井手木津川線道路の早期整備 

(3)駅周辺(近鉄寺田駅･JR長池駅･JR山城青谷駅)の整備促進 

(4)eスポーツ振興事業の創設 

5 
がんばる小規模事業者への 

積極的な支援 

(1)巡回･窓口相談による実態把握と分析による適切な支援 

(2)小規模事業者支援法に基づく｢経営発達支援計画｣に基づい 

   た伴走型支援の強化 

(3)城陽チャレンジスクエアネットワークを活用した創業支援 

   の充実 

6 
地域ブランド振興による 

地域経済活性化 

(1)農商工連携･6次産業化の推進を通じた特産品開発 

(2)城陽ブランド力の強化を図るため｢城陽夢実現プロジェク 

  ト｣への総合的な支援 

(3)地場産業振興を図るため｢燦彩糸プロジェクト｣への総合的 

   な支援 

(4)ものづくり企業のネットワーク構築、情報共有、情報発信 

   等の総合的な支援 

7 
商業の魅力づくりと 

賑わい創出 

(1)魅力ある商店づくりや、商店街への集客や賑わいを図る事 

   業への積極的な支援 

(2)地元消費拡大･地域経済活性化のための売出し事業の実施 

   と商業活性化ツールとしての情報誌の発行  
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令和３年度 事業計画重点項目 

第７２回通常議員総会開催 ～令和３年度 事業計画並びに収支予算承認～ 

 3月25日(木)第72回通常議員総会を開催しまし

た。常議員を退任されました中村康信氏(だいや

㈱代表取締役)、1号議員を退任されました山口

勝義氏(山吉漆紙工業㈲会長)及び故毛谷村博雄

氏(京阪奈生コン㈱代表取締役)代理毛谷村光秀

氏(同社)へ日本商工会議所会頭感謝状･当所会頭

感謝状の贈呈を行いました。 

 その後、令和3年度事業計画(案)並びに収支予

算(案)、常議員の補欠選任について審議し原案

どおり承認されました。 

▲挨拶する堀井会頭 

▲毛谷村光秀氏 

▲中村康信氏 

▲山口勝義氏 
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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。 

 政府の方針もあって、東京都内ではテレワー

クによる在宅勤務がすっかり定着し、オフィス

ビルの空室率の上昇も目立つようになっていま

す。私自身も昨年の春以降は基本的に在宅勤務

の状態が続いています。消費スタイルの変化を

実感することの一つに、たくさんお茶を飲むよ

うになったことが挙げられます。 

 もともと日本茶やコーヒーは好きで自宅でも

よく飲んでいたのですが、長時間自宅で仕事を

するようになって、仕事とプライベートを分

け、オン･オフを区切るために、1日に何度もお

茶をいれては飲んでいます。このとき、味、香

り、水分摂取もですが、急須やコーヒーのド

リッパーを使ってお茶をいれる動作自体が気分

転換にとても大切だと実感します。 

 個人的に、お茶やコーヒーの消費は以前に比

べて何倍にも増えました。同時に、急須やコー

ヒーをいれる道具にももう少し凝ってみようか

と思うようになりました。 

 これまでどちらかというと長期トレンドで需

要減少傾向にあった日本のお茶業界にとっては

一転して追い風が吹いているといえます。これ

は茶器やその他の食卓を飾る食器類をつくる事

業者にとって、大きなチャンスが巡ってきたこ

とになります。 

 ただ、注意しなければならないことがありま

す。今回のお茶のシーンに求められているの

は、例えば急須でいえば、従来の｢家族の語ら

い｣のシーンに必要な機能性とは違うということ

です。自分の休憩のタイミングで家族全員がそ

ろうとは限りませんし、全員が同時に日本茶を

飲みたいとも限りません。原則、一人で使うこ

とになります。その際に大切なのは、仕事の区

切りを付けるために気分転換になる動作をした

り、水分摂取というよりは香りをじっくり味

わって仕事の疲れを癒やしたりできる機能が満

たされていることです。香り関連の癒やしグッ

ズがたくさん売れていることから見ても香りは

とても大きな要素だとわかります。 

 お茶の道具は毎日手元で触れることになるた

め、所有し、愛玩する嗜好品としての良さ、例

えばデザインの面白さや､ずっと愛し続けられる

かわいさなどを備えているといったことも重視

されるでしょう｡また、1人暮らしでは仕事をし

ている机が食卓と兼用になっていることも多い

ため、狭い机の上でお茶をいれても邪魔になら

ないコンパクトさも大切な要素だと思います。 

 近年、日本茶の需要が大きく変化したのは、

ペットボトルのお茶の登場によって飲まれる

シーンが食卓から会社のデスクの上、さらにア

ウトドアなどへと広がったためです。実は会社

で飲むペットボトルのお茶は、その用途にふさ

わしいようにサイズや味わいなどがチューン

アップされています。 

 今回のステイホーム、テレワーク時代のお茶

のシーンではまた違う機能が求められます。新

型コロナウイルス感染症はさまざまな生活スタ

イル、生活シーンに変化をもたらしています。

この変化は、食品や日用品、工芸品など幅広い

ジャンルでこれまで少し停滞していた分野のビ

ジネスにとって、新たなチャンスになる可能性

を秘めています。 

渡辺 和博(わたなべ かずひろ) 

プロフィール 

 日経BP総合研究所 上席研究

員。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。IT分野、経営分野、コンシュー

マ分野の専門誌編集部を経て現職。全国の自治

体･商工会議所等で地域活性化や名産品開発のコ

ンサルティング、講演を実施。消費者起点を

テーマにヒット商品育成を支援している。著書

に『地方発ヒットを生む 逆算発想のものづく

り』(日経BP社)。   
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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/ 

 大和総研による、日米欧英と中国を加えた直

近の世界経済の見通し[注1]では、各国･地域の

実質GDPは、2021年1～3月期も2020年10～12月期

に続いて大幅に減速し、日英欧は前期比マイナ

スとなる可能性が高いとしている。中国のV字回

復、先進主要国での順調なワクチン接種、米国

のバイデン大統領の大型の景気刺激策などへの

期待はあるものの、欧州のロックダウン措置の

期間延長、新興国を含むワクチン接種が長期を

要する懸念、米国の景気刺激策の不確実性など

により、｢冬来たりなば春遠からじ｣とはいかな

いとされている。もっとも21年の世界経済の見

通しでは、ブラジル、インド、ロシアの新興国

を加えても、19年の実質GDPの水準の実績を上回

る予想である。 

 また、株式市場は、立春が過ぎたばかりの寒

さが厳しい時期でありながら、熱い夏を先取り

した相場となった。21年2月15日には、1990年8

月以来、実に30年半ぶりに日経平均株価が3万円

台を回復した。同時期に、米国とドイツの株式

指標も軒並み最高値を更新した。各国の政府と

中央銀行による、コロナ禍の経済の落ち込みを

回避する緊急経済対策が株価を押し上げている

部分もあるが、部品などの供給制約が続く中、

電機・自動車などの製造業などの回復が鮮明に

なり、企業業績の悪化が当初よりも抑えられる

見込みが強くなってきていることが、その要因

として挙げられる。他方、足元の長期金利は低

水準ではあるものの上昇傾向にあり、経済正常

化の過程で需要が急回復し、インフレ圧力が高

まるとの市場の観測が強まっている。 

 今後の焦点は、世界経済が正常化に向かう中

で、各国政府･中央銀行が、市場と対話しながら

急激な株価の下落と金利の上昇を回避し、緊急

経済対策からの脱却をどのように図るかであろ

う｡現在の株価指標の水準が適正な企業価値を過

剰に上回る、いわゆる“バブル”かどうかは議

論の余地がある｡しかし、緊急経済対策が必要以

上に長期化すれば、冒頭の世界経済の回復の見

通しを踏まえて、株式、債券、不動産などに急

激に資金が流入し、資産バブルを生み出す可能

性が高くなる｡その一方、コロナ禍が完全に終息

しない段階で、緊急経済対策の脱却を図れば、

景気回復の芽を摘み、経済が低迷してしまう｡ 

 最悪のシナリオは、緊急経済対策の長期化で

資産バブルが生み出され、それが崩壊して、金

融システムが不安定となり、急激に信用収縮が

発生し、世界経済が長期に低迷することである｡

これを回避する文脈からも、バイデン大統領が

実現に向けて取り組んでいるDX(デジタル･トラ

ンスフォーメーション）、GX(グリーン･トラン

スフォーメーション)を進める大型の財政支出が

重要となろう。政府がアフターコロナの成長シ

ナリオを後押しすれば、緊急経済対策の脱却の

影響をカバーできよう。さらに、長期的にDX、

GXを促進する政策を着実に進めていけばイノ

ベーションが生まれて、社会･経済の持続可能性

が高まり、長期的な運用を目的とした資金の市

場への流入を促し、短期的な運用目的の資金流

入･流出によって発生する急激な資産バブルとそ

の崩壊を、一定程度回避できると考えられる｡ア

フターコロナを見据えた2021年の各国の政府･中

央銀行の政策の成否が、中長期的に世界経済を

成長軌道に着実に乗せていく試金石となろう。 

[ 注 1]2020 年 1 月 21 日 付 の ｢ 主 要 国 経 済

Outlook2021年2月号｣(大和総研レポート) 

内野 逸勢(うちの はやなり) 

プロフィール 

 1990年慶応義塾大学法学部卒

業。大和総研入社。企業調査部、

経営コンサルティング部、大蔵省

財政金融研究所(1998～2000年)出向などを経て

現職(金融調査部 主席研究員)｡専門は金融･資

本市場、金融機関経営、地域経済、グローバル

ガバナンスなど。主な著書・論文に『地銀の次

世代ビジネスモデル』2020年5月、共著(主著)、

『FinTechと金融の未来～10年後に価値のある金

融ビジネスとは何か？～』2018年4月、共著(主

著)、『JAL再生 高収益企業への転換』日本経

済新聞出版、2013年1月、共著。IAASB CAG(国

際監査･保証基準審議会 諮問･助言グループ)委

員(2005～2014年)。日本証券経済研究所｢証券業

界とフィンテックに関する研究会｣(2017年)  

 

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 
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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。 

Dog Salon LuLu 

(繁栄) 

 会員データ [代表] 森田 茉友稀  [住  所] 京都府城陽市平川横道48-3 [TEL] 080-9303-8777 

       [営業] 10時～18時  [定休日] 火曜日  [駐車場]2台有り    

 近鉄久津川駅から徒歩5分、2021年2月にオー

プンしました小型犬専用トリミングサロン｢Dog 

Salon LuLu(ドッグサロンルル)｣です。 

 当店では、飼い主様から十分なヒアリングを

行い、ワンちゃんの個性や毛質に合わせたトリ

ミングを提供しています。人気のカットから個

性あふれるオシャレなカットまで様々なご要望

にお応えしますのでお気軽にご相談ください。

仕上がりの様子は当店インスタグラムにてご紹

介していますので是非ご覧ください。 

 その他、オプションメニューも充実してお

り、オススメは｢シルクの泡パック｣1,650円(税

込)です。静電気を抑えることにより、ちぢれや

もつれが軽減し、フワフワでなめらかスタイル

が長持ちします。ミラブルシャワーを使用して

いますので、肌に優しく汚れを毛穴から除去、

健康的な状態に保ちます。 

 ワンちゃんが健康的な生活を送るための 

栄養満点ドッグフードも販売していますので、

皆様のご来店をお待ちしております。 
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文パルチケット情報 

dogsalon_lulu 

▲まるくてカワイイ姿に変身 ▲栄養満点ドッグフード販売中 

日時 5月30日(日) 

    16:00～ 

会場 プラムホール 

料金 6,000円 

      ↓ 

   5,400円 

コンサート SALT＆SUGAR 

コンサート Sonar Pocket 

日時 8月22日(日) 

   14:00～ 

会場 プラムホール 

料金 4,000円 

    ↓ 

     3,600円 

コンサート 

日時 6月20日(日) 

    19:00～ 

会場 プラムホール 

料金 6,800円 

       ↓ 

   6,120円 

検定試験日程 ～資格取得で能力をアピール～ 

 実施級 試験日 

簿記 

1～3級 令和3年6月13日(日) 

  申込期間 4月26日(月)～5月14日(金) 

（郵送･ネット申込共通）   

  受 験 料 1級7,850円/2級4,720円/3級2,850円 

《令和3年度から変わります!!》 

 ● 試験時間  2級:120分⇒90分 3級:120分⇒60分 

 ● 出題問題数 2級:5題以内    3級:3題以内 

 実施級 試験日 

珠算 

1～6級 令和3年6月27日(日) 

  申込期間 5月10日(月)～5月27日(木) 

（郵送･ネット申込は行っておりません）   

  受 験 料  1級2,340円/2級1,730円/3級1,530円 

              4～6級1,020円 

受付時間 ：AM9:00 – PM5:00（土日祝を除く） 

各種検定試験の内容は、検定ホームページをご覧ください。 

検定 城陽商工会議所 
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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。 

4月14日（水）13:30～16:00 

要相談 

4月15日（木）13:30～16:00 

4月16日（金）13:30～16:00 
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 本誌｢会議所だより｣のチラシ

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？只今半額キャンペーン実施

中です。この機会に是非ご活用

ください。   【詳細:指導課】 

▪規 格 A4チラシ(持込) 

▪部 数 1,350部 

▪料 金 通常13,500円 

       ↓ 

     半額 6,750円 

企業ＰＲしませんか？ 

～ 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 

確定申告･納付期限 

 令和2年分の下記税目の確定

申告期限は、令和3年4月15日

(木)までです。まだお済みでな

い方は、速やかにご提出くださ

い。感染症対策の観点からe-

Taxを是非ご利用ください。 

税 目 

所得税 

消費税 

贈与税 

申告･納付期限 

令和3年4月15日(木) 

みんなで“京都サンガF.C.”を応援しよう！ 

 京都サンガF.C.観戦チケット

を各試合2名様に2枚ずつプレゼ

ントします！(応募) 

▪対象者 当所会員事業所の事 

     業者･家族･従業員等 

▪申 込 ｢試合日｣｢事業所名｣ 

     ｢氏名｣｢電話番号｣を 

         電話(52-6866)または 

         ファックス(52-6769) 

         にてご連絡ください｡ 

【担当:指導課】 

①4月17日(土)14時00分～ 

VS ギラヴァンツ北九州 

☆申込締切4月8日（木） 

②5月1日（土）14時00分～ 

VS 愛媛FC 

☆申込締切4月22日（木） 

③5月9日（日）14時00分～ 

VS モンテディオ山形 

☆申込締切4月28日（水） 

 

「永年勤続優良従業員表彰」被表彰者募集中！ 

▪対象者 上記に掲げる年数勤務している正社員(家族従業 

     員を除く)で事業主が勤務成績良好と認めた者。 

         ※令和2年度分会費を完納している事。 

▪申 込 ｢表彰申請書(様式1)｣｢被表彰者略歴書(様式2)｣に必要 

     事項をご記入頂き、当所までご提出ください。 

▪表彰式 令和3年6月24日(木)16時～ 文化パルク城陽 

▪締 切 令和3年4月9日(金)まで        【詳細:折込チラシ】 

対象者 表彰者 

勤続 3 0年以上に達した者 日 本 ･ 城 陽 商 工 会 議 所 会 頭 

勤続 2 0年以上に達した者 城 陽 市 長  

勤続 1 0年以上に達した者 城 陽 商 工 会 議 所 会 頭 

プレミアム付商品券２０２１ 「親睦グラウンド・ゴルフ大会」参加者募集中！ 

▪資 格 当所会員及び会員家族、従業員(※小学生以上) 

▪表 彰 団体賞、個人賞、飛び賞他多数賞品 

▪定 員 各地区振興会8名(先着順) 

▪申 込 5月10日(月)までに当所(℡52-6866)又は各地区振興会運 

     営委員までお申し込みください。 【詳細:折込チラシ】 

 新型コロナウイルス感染症の

影響により落ち込んだ市内消費

を喚起するため、城陽市プレミ

アム付商品券2021発行事業(発

行総額6.5億円、プレミアム率

30％)を実施いたします。 

 発行時期、取扱店募集につき

ましては詳細が決まりましたら

ホームページ等でお知らせいた

します。 

日 時 ５月２３日(日)１０時スタート 

場 所 一休グラウンドゴルフ倶楽部 

参加 
無料 

https://sansaishi.kyoto.jp/

