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 飲食店における新型コロナウイルス

感染症の感染防止対策を更に進め、京

都府民および事業者の皆さまにとって

より安心・安全な環境を整備するた

め、京都府が定めた基準に基づく感染

防止対策が実施されている飲食店を認

証する制度です。本認証を取得するこ

とで「京の飲食店応援クーポン」事業

への加盟店登録が可能になるほか、

10/1(金)からの時短要請の内容が異なります。 

 

 ＜ お問合せ ＞ 京都府感染防止対策認証制度事務局 

  ℡075-284-0182（月～土/9時半～17時半） 
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伝えると伝わるの違い｡ 

与えると貢献の違い｡ 

たくさん貢献する人生を歩みたい｡     

    

    書道家 武田 双雲   

１０ 
２０２１ 

協力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 

【5,000円で10,000円分使える】テイクアウト・デリバリー・店内

でのランチ利用時に使えるクーポンが京都府より発行されます。

対象店舗の方はぜひご参加ください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜ クーポン概要 ＞ 

 ◇利用期間：2021年10月12日（火）～2022年1月16日（日） 

 ◇クーポン券額面：1冊10,000円分（2,000円×2枚 3,000円×2枚） 

  クーポン販売額：1冊5,000円 ※おひとり1冊のみ購入可 

 

 ＜ お問合せ ＞ 京の飲食店応援クーポン事務局  
  （「京の食」プレミアムフードコンソーシアム ） 

  ℡075-276-3854（平日10時～17時）   

安心・安全な京の飲食店応援クーポン 

 対象店舗 

 ● 京都府内に本社・本店がある飲食店。 
 ※チェーン店においては､チェーン店本社及び 
  フランチャイズ運営会社とも京都府内にあること 
 

 ● 京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証 
 を受けている店舗。          

新型コロナウイルス感染防止対策認証制度 

新型コロナウイルス感染症関連 府協力金 

■ 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金（10/1～21） 

要請期間 10/1(金)～21(木) [21日間] 申請期間  未定 

対象地域 京都市域、山城・乙訓地域（城陽市を含む）  

要請内容 

【感染防止対策認証制度 の認証店】 

 午前5時～午後9時までの営業 

 ※酒類提供は、午前11時～午後8時半までの営業 

【上記認証店 以外の店舗】 

 午前5時～午後8時までの営業 

 ※酒類提供は、午前11時～午後7時半までの営業  

支給額  2.5万円～20万円/日(売上規模による)    
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対象者 

以下の全てを満たす者 ①緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業

時短営業又は外出自粛等の影響を受けている ②緊急事態宣言又はまん延防止等重点措

置が実施された月のうち､措置の影響を受けて月間売上が2019年又は2020年の同じ月と

比べて50％以上減少している ※業種/地域を問わない 

給付額 
2019年または2020年の基準月の売上－2021年の対象月の売上 

（上限金額：中小法人等:20万円/月、個人事業者等:10万円/月） 

申請締切  [8月分] 10月31日(日)まで [9月分] 11月30日(火)まで 

申請方法 WEB申請 ※一時支援金又は月次支援金を受給済の方は、一部手順を省略可｡ 

お問合せ 月次支援金事務局 ℡0120-211-240（土･日･祝日を含む全日 8:30～19:00) 

■ 月次支援金 

■ 京都府緊急事態措置協力金 

要請期間 8/20(金)～9/12(日) [24日間] 9/13(月)～30(木)※延長分 [18日間]  

申請期間  11/1(月)まで  未定 

要請内容 
【酒類提供又はカラオケ設備を提供する店舗の場合】 休業要請 

【酒類提供又はカラオケ設備を提供しない店舗の場合】午前5時～午後8時までの営業  

支給額  4万円～20万円/日(売上規模による)   

要請期間 8/2(月)～16(月) [15日間] 8/17(火)～19(木) [3日間] 

申請締切  10/4(月)まで  

要請内容 
午前5時～午後9時までの営業 

（酒類提供は午前11時～午後8時半まで） 

午前5時～午後8時までの営業 

（酒類提供は禁止) 

支給額  2.5万円～20万円/日(売上規模による)  3万円～20万円/日(売上規模による)  

■ 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 および まん延防止等重点措置協力金 

 ◎協力金に関するお問い合わせ先  

   協力金コールセンター ℡075-365-7780 ※月～土9:30～17:30  

新型コロナウイルス感染症関連 府協力金、国支援金、府支援金 

■ 京都府酒類販売事業者支援金 

対象者 前年又は前々年と比べ売上が著しく減少した､府内に本社･本店がある酒類販売事業者等  

支給 

上限金額 

支給対象月(令和3年7月､8月､9月)ごとに､以下の金額を上限に､売上減少額から国の月次

支援金の給付額を控除してなお生じる不足分に対して支給｡  
① 令和3年7月､8月､9月の各月の売上額が､令和元年又は令和2年の同月の売上額から 

  50％以上減少している場合 ･･･中小法人等：20万円/月 個人事業者等：10万円/月 
② 令和3年7月､8月､9月の各月の売上額が､令和元年又は令和2年の同月の売上額から 

  70％以上減少している場合 ･･･中小法人等：40万円/月 個人事業者等：20万円/月 
③ 令和3年7月､8月､9月の売上額が､令和元年又は令和2年の同月の売上額から 

  90％以上減少している場合 ･･･中小法人等：60万円/月 個人事業者等：30万円/月  

申請締切  [7月分] 11月1日(月)まで [8月分] 12月1日(水)まで [9月分] 未定 ※10月開始予定 

申請方法 
WEB申請／ 

郵送による申請 
お問合せ 

飲食店酒類提供支援事務局 ℡075-284-0143 

（月～土 9:00～17:00 ※祝日を除く） 
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新型コロナウイルス感染症関連 国・府支援金 

■ 小規模事業者持続化補助金＜一般型＞ 

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(生産性向上)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) 申請締切 【第7回】令和4年2月4日(金)まで 

お問合せ 
小規模事業者持続化補助金＜一般型＞補助金事務局 

℡03-6747-4602（月～金 9:30～12:00、13:00～17:30 ※祝日を除く） 

対象事業 

ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス､生産性プロセスの導入等に取り組

み､感染拡大防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少に資する前向きな

投資を行う事業｡ 

対象経費 

①機械装置等費②広報費③展示会等出展費(オンライン等にて行われる展示会等に限る)

④開発費⑤資料購入費⑥雑役務費⑦借料⑧専門家謝金⑨設備処分費⑩委託費⑪外注費 

⑫感染防止対策費  

補助率 3/4以内(上限額100万円) 申請締切 【第4回】11月10日(水)まで 

お問合せ 
小規模事業者持続化補助金＜低感染リスク型ビジネス枠＞コールセンター 

℡03-6731-9325（月～金 9:00～18:00 ※祝日を除く） 

■ 小規模事業者持続化補助金＜低感染リスク型ビジネス枠＞ 

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   

補助金額 

【通常枠】従業員数20人以下：100万円～4,000万円／ 

     21～50人：100万円～6,000万円／51人以上：100万円～8,000万 

【大規模賃金引上枠】従業員数101人以上：8,000万円超～1億円  

【卒業枠】中小企業者等：6,000万円超～１億円  

【グローバルV字回復枠】中堅企業等：8,000万円超～１億円  

【緊急事態宣言特別枠】従業員数5人以下：100万円～500万円／ 

           6～20人：100万～1,000万円／21人以上：100万円～1,500万円 

【最低賃金枠】従業員数5人以下：100万円～500万円／ 

       6～20人：100万円～ 1,000万円／21人以上：100万円～1,500万円  

補助率 

【通常枠】中小企業者等：2/3 (6,000万円を超える部分は1/2) 

      中堅企業等：1/2 (4,000万円を超える部分は1/3) 

【大規模賃金引上枠】中小企業者等：2/3 (6,000万円を超える部分は1/2) 

          中堅企業等：1/2 (4,000万円を超える部分は1/3)  

【卒業枠】中小企業者等：2/3  

【グローバルV字回復枠】中堅企業等：1/2  

【緊急事態宣言特別枠】中小企業者等：3/4 ／ 中堅企業等：2/3  

【最低賃金枠】中小企業者等：3/4 ／ 中堅企業等：2/3  

申請方法 jGrants(電子申請システム)での申請 申込期間 【第4回】未定 

お問合せ 
事業再構築補助金コールセンター 

℡0570-012-088（月～土 9:00～18:00 ※祝日を除く）  

■ 事業再構築補助金 
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府協力金、市補助金 

■【市補助金】明日のかがやく産業創出補助金 

対象者 

①令和3年4月1日～令和4年3月31日までに城陽市内で新規創業または第二創業される

(された)方 ②京都府中小企業融資制度又は城陽チャレンジスクエア参画金融機関(日

本政策金融公庫・京都銀行・南都銀行・京都信用金庫・京都中央信用金庫)が取り扱う

創業を支援するための融資制度を利用した方又は利用する予定の方 ③市税等を完納

(新型コロナウイルス感染症の影響で徴収猶予を受けているものを除く｡)されている方  

支援内容 

【１】まちなかにぎわいづくりビジネスプランコンテスト補助金《プレゼン審査》 

・対象経費の2分の1に相当する額。 

・上限額はプレゼンテーション審査の上位から70万円、50万円、30万円 

 （創業年度中に市外から転入する場合は10万円を加算）  

【２】創業融資利子補給補助金《書類審査》 

・府制度融資及び城陽チャレンジスクエア参画機関が取り扱う融資の支払利子のうち 

 年利1.4％を上限とし、1年あたり10万円まで補助。（融資を受けた時（融資開始日 

 が指定決定年度より前の場合は、指定決定年度の4月1日）から2年間補助）  

締 切 12月28日(火)まで 

お問合せ 城陽市役所まちづくり活性部商工観光課 ℡0774-56-4018 

対象者 
飲食店／商店街やショッピングモール内のテナント等､不特定多数の者が来店する店舗で

あり､事前に｢CO2濃度モニタリング協力店｣に登録されている店舗  

協力金額 Aコース(データ手動送信)：3万円 ／ Bコース(データ自動送信)：5万円  

申請期間   
【飲食店等】令和3年10月1日(金)～令和4年1月31日(月)まで 

【商店街･ショッピングモール等】令和3年11月1日(月)～令和4年1月31日(月)まで   

申請方法 
WEB申請／ 

郵送による申請 
お問合せ 

｢京の飲食｣安全対策向上事業事務局 ℡075-256-8143 

（月～土 9:00～17:00 ※祝日を除く） 

■ ｢京の飲食」安全対策向上事業 CO2濃度データ提供協力金   
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 コロナ禍の東京オリンピック･パラリンピック

2020の開催の是非において日本国民の意見が分

断された｡五輪開催という国際的な責任を果たす

べきか､“ゼロリスク”と呼ばれる水準まで新型

コロナウイルス感染症の抑制のために中止(延期)

すべきかという二つの｢公益｣が相反した｡両者の

意見は尊重すべきではあるが､まずは開催中､そ

の前後で感染患者に対応している医療関係者､開

催の当事者であるボランティア､大会運営事務局

などの人々の尽力には心から感謝することが重

要であろう｡ 

 パラリンピックの閉会後は､今回のような感染

症などが爆発的に発生する非常時での政治の在

り方､十分な病床確保などができなかったという

医療体制の構造的な問題､経済政策と私権の制限

を含むコロナ抑制政策のバランスの取り方など､

さまざまな問題を整理して議論すべきである｡確

かにさまざまな意見をくみ取ることも重要であ

ろう｡しかし､上記のような意見の分断を生み出

すような循環を断ち切り､建設的な解決方法を目

指すという目的を共有して､議論を始めるべきで

あろう｡ 

 ここで思い出されるのが､夏目漱石の『草枕』

という小説の冒頭に出てくる一節である｡｢智に

働けば角が立つ｡情に棹(さお)させば流される｡意

地を通せば窮屈だ｡とかくに人の世は住みにく

い｣｡今の社会に当てはめれば､あまりにも浅はか

な知識を振りかざして､感情あるいは情緒をコン

トロールできずに､自己中心の価値観を押し付け

ようとすれば､世間は住みにくいということであ

る｡ネットを含めたあらゆるメディアにおいて

｢智｣(知)の振りかざしのような｢意｣が多く見られ

る議論は､大体の場合､価値観の分断を生むだけ

で､漱石が言うように人の世を住みにくくすると

いえよう｡ 

 価値観が多様化し､それを大切にしていこうと

する機運が高まり､SDGs(持続可能な開発目標)の

考え方が昨今本格的に浸透しつつある｡このた

め､違う価値観の間で尊敬の念が生まれている｡

その一方､上記の知情意のバランスが取れていな

い中で､自分の価値観を押し付けることも散見さ

れる｡｢智｣が不足したままでの熟慮されない意見

で価値観の否定のみをする傾向が続くと､必要の

ない価値観の分断を生み続けることとなる｡この

ような価値観の分断は､トランプ前大統領が唱え

た極端な｢米国第一｣により､それまでの国際協調

重視の価値観が覆され､米国民の間で価値の分断

が生まれている状況に類似していると考えられ

る｡いったん分断した価値観を元に戻すのは難し

い｡今からでも国民一人一人が知情意のバランス

を取ることの重要性を認識すべきではないだろ

うか｡ 

 他方､｢あらゆる芸術の士は人の世を長閑(のど

か)にし､人の心を豊かにするが故に尊い｣と漱石

は続ける｡これを解釈すれば､オリンピアンとこ

れを支えた人々はパフォーマンスを表現し人々

を感動させることから｢芸術の士｣であると思う｡

それだけではなく､知情意のバランスも取れてい

るはずだ｡自分のパフォーマンスを最大限発揮す

るためには､過酷な練習で｢智｣を蓄積し､普段の

生活と長期にわたる弛まない努力とのバランス

を取ることで｢情｣を抑制し､｢意｣を表現し､感動

を生む｡多くの人がオリンピアンから学ぶのは知

情意のバランスではなかろうか｡それがないと､

｢……人の世が住みにくいからとて､越す国はあ

るまい｡あれば人でなしの国へ行くばかり｣であ

る｡｢人でなしの国は人の世よりもなお住みにく

かろう｣｡ 

 あらゆる情報が手に入る利便性はメリットを

生む半面､デメリットも生む｡情報を仲介するメ

ディアだけに頼らず､｢意｣を唱えるのであれば､

あらゆる情報に触れ､その質を自分で考えて､

｢智｣を高めた上で､情緒をコントロールし､判断

することが重要であろう｡それが｢人でなしの国｣

にならない近道ではないか､という100年以上前

の先人の知恵であろう｡自分自身も知情意のバラ

ンスが十分に取れているか怪しいが､そのような

人間になるように日々研鑽(けんさん)していく

つもりである｡ 

5 

新型コロナウイルス感染症対策WEBセミナーを配信中！ぜひご覧ください https://joyocci.or.jp/jinzai/

新入会員募集!! 
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定期相談会のお申し込みは、当所（℡0774-52-6866）まで！ 
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 世界中が新型コロナウイルス感染症に立ち向

かっている一方で､医療分野で注目されている動

きの一つに｢老化制御｣があります｡人間の細胞レ

ベルの研究が進んだこともあり､加齢による体の

老化を人為的に遅らせようというものです｡大

ざっぱにいうと､古くなって機能が低下した細胞

や､さまざまな要因で損傷した細胞が新しく健康

なものに置き換わるのを促進することで若さを

保つ､という考えです｡ 

 すでにこうした機能を持つサプリメントなど

が世に出ています｡また､さまざまな運動法や栄

養摂取などに関する研究も進化して､徐々に世の

中に知られ始めています｡こうしたことにより､

寿命が延びて人生100年時代も夢ではないといわ

れるようになってきました｡ 

 世界保健機関(WHO)が発表した2021年版の世界

保健統計によると､日本の平均寿命は男女平均で

84.3歳(男性81.5歳､女性86.9歳)と､世界で最も

長くなっています｡これが今後さらに10年以上延

びる可能性が出てくることになります｡ 

 多くの人の寿命が100年になると､どんな世の

中になり､どんなモノやサービスが求められるよ

うになるのか､興味が湧いてきます｡日本は､世界

の中で高齢化先進国なので､ここで開発された高

齢者向けのモノやサービスは､遅れて需要が高ま

る世界市場に広がっていく可能性があるといえ

ます｡今後テクノロジーはますます進化するで

しょう｡例えば自動運転やドローン配送といった

社会インフラ､情報通信ネットワークの高速化と

AIなど応用範囲の拡大もあるでしょう。 

 衣食住､それぞれの分野で従来の｢シニア向け｣

よりもさらに高齢の｢ハイシニア向け｣のジャン

ルが登場してきそうです｡例えば｢衣｣の分野で

は､着脱が楽で汚れやしわにも強く､軽くて扱い

やすいものなどが必要になるでしょう｡これまで

作業着の店として知られていたワークマンが若

い女性向けに｢おしゃれ｣を加味してヒットした

ように､ハイシニア向けに､機能性だけではない

｢何か｣を加えた衣料も出てきそうです｡ 

 また｢食｣の分野では栄養バランスはもちろん､

あまり硬いものやかみ切るのに苦労しないもの､

飲み込みやすいものが求められるでしょう｡例え

ば､調理に時間がかからず､火を使わなくてもお

いしく食べられるものなどが広まるでしょう｡ 

 ｢住｣の分野も便利で危険のない設計であり､運

動能力が衰えないように工夫された住まいが普

及するでしょう｡先に挙げたITやセンシング技

術､AIの進化との応用で､生活しながら健康管理

の情報を住宅が吸い上げて分析し､適切なアドバ

イスをくれたり､必要な関係先に連絡をしてくれ

たりするようになると思います｡ 

 全体として優しく穏やかな性質を持つモノや

サービスが求められそうですが､より高齢化が進

んでいる地方からの発想による商品開発が有効

だと考えます｡ハイシニア向け市場は、地方の中

小企業に大きなビジネスチャンスをもたらす可

能性があるでしょう。 

10月13日（水）13:30～16:00 

10月14日（木）13:30～16:00 

10月21日（木）13:30～16:00 

10月15日（金）13:30～16:00 

資金繰り/販路開拓/経営上のお悩みに対応します  当所では専門相談員（中小企業診断士・弁護士・税理士・

社会保険労務士等）による無料相談（30分事前予約制）を 

実施しています。新型コロナウイルスの感染リスク軽減等

を理由に来所が困難な方は 《オンライン》 にてご参加いた

だけるようになりましたので、是非ご活用ください。 

小規模事業者の資金調達を応援します。 

～マル経融資のご案内～ 

■ 利用の対象 

詳しくは当所経営支援員までご相談ください。 

■融資限度額／２,０００万円 

■金 利／年1.21％(令和3年9月1日現在) 

■返済期間／運転7年以内・設備10年以内 

■担保・保証人／不要 
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常議員会開催 

 9月9日(木)第222回常議員会を開催。概要は次のとおり。 

 1.｢給与規則｣の一部改正(案)について 2.令和2年度事業評価について 3.令和3年度補正予算

（案）について 4.令和4年度城陽市商工業施策要望項目について 5.新入会員について それぞれ

原案どおり承認された。また報告として、第42回JOYO産業まつりについて、城陽市プレミアム付商品

券発行事業について、城陽市大謝恩フェアについて、城陽日和発行事業について、委員会･部会･地区

振興会等報告について、報告を行なった。 

新入会員情報 【令和3年6月10日～令和3年9月8日】 ※掲載を承認された方のみ 

     こしの  よしこ 

 スタッフ 越野 美子 

お客様へのメッセージ 

 アクサ生命は、健康経営

優良法人申請のサポートを

させて頂いております。導

入をお考えの事業所様は、

是非当社の健康経営アドバ

イザーにご相談ください。 

       かい まさき  

 スタッフ 甲斐 眞樹 

お客様へのメッセージ 

 より多くの企業様従業

員様へ健康経営アクサ式

のお取り組みをご案内し

てまいります。宜しくお

願い致します。 

事業所名 地 区 部 会 所在地 業 種 

スナック セカンドラブ 富野西 飲食 枇杷庄鹿背田79-2 スナック 

(株)果夢ゐ 寺田北 商業 寺田尺後10-71 果物小売 

Ka Ruban 富野西 商業 枇杷庄鹿背田72C ハンドメイド 

放課後等デイサービス 久津川東 サービス 久世上大谷32-10 放課後等デイサービス 

Natural Beauty Salon Yula 久津川東 サービス 平川室木38-10 
フェイシャル、アロマ・

リンパマッサージ等 

カラオケ二軒家 

焼き鳥寿々 
寺田東 飲食 寺田丁子口59-1 

カラオケ喫茶・焼き鳥 

テイクアウト 

Lien 久津川西 商業 平川浜道裏3-1 洋菓子製造販売/花小売 

(株)ichi_d 久津川西 工業 平川室木12-2 
広告・デザイン・ 

ＷＥＢサイト制作 

西村由起税理士事務所 市外 特別 宇治市槇島町十一96-35 税理士 

Pan de momo 富野西 商業 富野西垣内38-4 パン製造販売 

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。 
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 令和4年4月1日から､女性活躍推進法により 

常時雇用する労働者数が101人以上300人以下の

事業主に対して以下の事項が義務化されます｡ 

 行動計画の策定･届出は令和4年3月31日まで

にお済ませください。 

 

(１)自社の女性の活躍に関する状況把握､課題分析 

(２)1つ以上の数値目標を定めた行動計画の策定､ 

  社内周知､公表 

(３)行動計画を策定した旨の京都労働局への届出 

(４)女性の活躍に関する1項目以上の情報公表 

 

※常時雇用する労働者には期間の定めなく雇用され

ている者や、1年以上継続的に雇用されている（1年

以上の雇用が見込まれる）パートや契約社員、アル

バイト等の者も含まれます｡  

 

【お問合せ先】 

 京都労働局 雇用環境･均等室 ℡075-241-0504 
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当所ＬＩＮＥアカウントから、補助金・協力金・セミナー等の 【最新情報】 をお知らせしています! （ＩＤ ： joyo-cci） 

女性活躍推進法の施行について 

 営業時間 ２０:００～２４：００  

赤い羽根共同募金 ご協力のお願い 

 共同募金は府内の福祉施設整備等に活用される

ほか、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られています。皆様

のご協力をお願いします。銀行振込や、ご訪問に

よる受付も可能です。  

 

  ＊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 

 

※この募金は「全額損金算入」ができます。振込の場

合は領収書の後日送付が可能ですので、以下までご連

絡ください｡ 

 

【お問合せ先】城陽市共同募金会 

  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    

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

ゼントいたします｡ 

 当所会員事業所の事業者様･

ご家族･従業員等の皆様が応募

対象です。 

◇ 応募方法 

｢事業所名｣｢氏名｣｢電話番号｣と

ご希望の｢試合日｣を、電話(52-

6866)または、FAX(52-6769)に

てご連絡ください｡ 

 

      【担当:振興課】 

 ① 10月24日（日）14時00分～ 

VS レノファ山口ＦＣ 

☆申込締切 10月14日（木） 

 

 ② 11月3日（水）14時00分～ 

VS 大宮アルディージャ 

☆申込締切 10月21日（木） 

 

 ③ 11月14日（日）14時00分～ 

VS ブラウブリッツ秋田 

☆申込締切 11月4日（木） 

 

文パルチケット情報 

日時 11月21日(日) 

 開演 14：00 

会場 プラムホール 

料金 2,000円 

       ↓ 

   1,800円 

オーケストラ 

日時 10月16日(土) 

 開演 14：00 

会場 ふれあいホール 

料金 3,500円 

      ↓ 

   3,150円 

落語 春風亭一之輔 独演会 
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(繁栄) 

 花と洋菓子の店 Lien （リアン） 

 会員データ [代表] 村上 要     [住所] 城陽市平川浜道裏3-1  [TEL･FAX] 0774-26-8756 

       [営業時間] 10時～19時  [定休日] 火曜/水曜      [駐車場] 1台  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 京都北山クリアンテールから独立し、2021年 

8月5日にOPENしました、花と洋菓子の店 Lien

（リアン）です。私たちのお店はタルトを中心

に、ロールケーキ・シュークリーム・ホール

ケーキなどともうひとつ、ケーキに添えてお花

の1本ギフト・ミニブーケ・プリザーブドフラ

ワーを販売しています。観葉植物、サボテンな

どもございます。 

 当店の『お花の楽しみ方』のオススメは、

『一輪を飾る』です。お花を飾ることがはじめ

ての方でも、一輪なら…グラスや空き瓶などに

さっと入れるだけで手軽に楽しむことができま

す。たくさんの方に、お花ひとつひとつの魅力

をお伝えできたらなと思っています。一輪挿し

も、色々取り揃えておりますので、自分の一輪

の花を見つけに来て

ください。週に2回、

季節のお花や年中楽

しめるお花、私の大

好きなお花を仕入れ

ています。 

 ここ久津川で、地

域の方々に喜んでい

ただけるお店を、夫

婦で築いていきたい

と思っております。

みなさまのご来店を

お待ちしておりま

す。 

活動報告 

 今年度、当所青年部(以下、

城陽YEG)は、城陽商工会議所な

らびに城陽YEGの会員拡大を1つ

の柱とし活動しております。 

 そして、この度、商工会議所

のサービスや城陽YEGの魅力に

ついてまとめた入会案内冊子を

作成し、9月5日(日)オンライン

にて、会員拡大の一環である会

員向け説明会を開催しました。

今後、これを活用して双方の会

員拡大を図ってまいります。 

【城陽YEGについて】 

❖会員資格：当所会員で18歳 

 以上50歳未満の方 

❖入 会 金： 5,000円 

❖年 会 費：20,000円 

❖活動内容：異業種経営者等に 

 よる会員相互の研鑽と交流 

 9月22日(水)京都市体育館にて

WBC世界ライトフライ級タイトル

マッチが行われました。 

 寺地拳四朗選手は同級1位の 

矢吹正道選手に10回TKOで敗れ 

9度目の防衛を惜しくも逃す結果

となりました。 

寺地拳四朗選手 Ｖ９ならず 

最新号発行！ 

 10月15日、｢城陽日和｣最新号

を発行します。昨年からサイズ

を大きくし見やすくなり、市内

75軒のお店を紹介しています。   

 今号は恒例の｢大謝恩フェア｣

との合同発行により、参加店で

ご利用頂けるクーポンブックが

付属しています。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】 

 「城陽日和vol.１８」 

 ＆ 「大謝恩フェアクーポンブック」 
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 ■ 日時  

     14:00～16:00 

 ■ 会場 当所 会議室 もしくはオンラインにて 

     ※会場でもオンライン配信となります 

 ■ 定員 会場２０名(先着) 

 ■ 申込 以下いずれかの方法 

  ・申込書をFAX（52-6769） 

  ・Googleフォームから申込 

    →→ 

      

 

    【詳細：折込チラシ】 

 ❖消費税の仕入税額控除を受けるには､ 

 インボイスが必要となる(令和5年10月～) 

 ❖インボイスの発行は､適格請求書発行事業者 

 （登録事業者)のみ行うことができる 

 ❖適格請求書発行事業者(登録事業者)への 

 登録は､課税事業者のみ可能(令和3年10月～) 

インボイス制度のポイント 

 ■ 日時  

     14:00～16:00 

 ■ 会場 当所 会議室 もしくは 

     オンラインにて 

 ■ 定員 会場２０名(先着) 

 ■ 申込 以下いずれかの方法 

  ・申込書をFAX（52-6769） 

  ・Googleフォームから申込 

    →→ 

     

 

   【詳細：折込チラシ】 
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セミナー等、各種イベント情報は、当所ホームページでもご確認いただけます 

    経営セミナー（10月・１１月開催） 

小規模事業者持続化補助金 

採択される経営企画書を書くコツ 

令和3年10月26日(火) 

中本 美智子 氏 

消費税 インボイス制度 城陽市プレミアム付商品券２０２1 

 ■換金方法：1回の換金額が、 

 [10万円未満の場合] 

  受付：城陽商工会議所 

         (平日9:30～16:30) 

  現金にてその場でお支払いします。 

 [10万円以上の場合] 

  受付：京都銀行 城陽･久津川･富野荘支店 

     (平日9:00～15:00) 

  後日、当所から指定口座へ振り込みます。 

  <持参物> 

  ① 使用済み商品券 ② 登録証明書 

  枚数･合計金額は把握のうえお持ちください。 

 

 ■換金手数料：会員 無料／非会員 5％ 

  利用期間 令和３年１０月１５日(金)まで 

  換金期限 令和３年１１月３０日(火)まで 

日本政策金融公庫からのお知らせ 

 国民生活事業（事業資金）の

お借入をご検討中の皆様へ。 

お申込みには『インターネット

申込』が便利です。来店・郵送

不要で、24時間365日いつでも

お申込みが可能です！！ 

    【詳細：折込チラシ】 

京都府最低賃金 

時間額９３７円 
[令和3年10月1日 発効] 

《 国の教育ローンのご案内 》 

● 融資限度額 

 お子さま1人につき上限350万円 

● ご返済期間 15年以内 

● 金利 年1.66％ 

 （固定金利 令和3年9月30日現在） 

【詳細：折込チラシ】 

 令和5年10月1日から｢適格請求書等保存方式

(インボイス制度)｣が導入されます。適格請求書

(以下、インボイス)の交付は、適格請求書発行

事業者(登録事業者)のみ可能となります。 

 また、免税事業者はインボイスの発行ができ

ないため、インボイスを必要とする課税事業者

が今後、免税事業者との取引を避けられるよう

になる恐れがあります。(一定の経過措置あり) 

 ご不明点がございましたら、まずはお気軽に

当所までご相談ください｡【詳細：折込チラシ】 

 新たなホームページ活用でコロナに打ち勝つ！  

 究極のＷＥＢ集客術！ 

令和3年11月18日(木) 

庄司 誉幸 氏 
中小企業診断士 

㈱Academia Links 代表取締役 

講師 

講師 

 最低賃金（地域別最低賃金）

とは、働くすべての人に賃金の

最低額を保障する制度です。 

     【詳細：折込チラシ】 


