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コロコロ変わる心を安定させる

のは難しいけれど、姿勢を整え

る習慣を身につけるだけで心も

整うようになる。 

書道家 武田 双雲 

秋の全国交通安全運動・秋の夕暮れ 早めのライトで 事故はなし 城陽署 

２０１９ 

９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 http://www.kyo.or.jp/joyo/ 
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） 

山背彩りの市２０１９ 出展者募集 

「第４０回ＪＯＹＯ産業まつり」を開催します 

 今年も｢山背彩りの市｣が開催されます。アクセサリーや雑貨、 

  バックなどの手づくり作品の出展者を募集しています。   

  ご希望の方はお気軽にお問合わせください。 

 *出展料 3,000円 

      1ブース(2.5m×2.5m) 

 *締 切 9月27日(金)必着 

 *申込先 山背彩りの市実行委員会 

      事務局(当所内) 

      ℡0774-52-6866 
 *要項等は当所ＨＰをご確認ください 

▲昨年の開催風景 

と き 

ところ 
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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。 

     平成３０年度補正「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」（二次公募） 

事業概要 
足腰の強い経済を構築するため、生産性向上に資する革新的サービス開発･試作品開発･

生産プロセスの改善を行うための中小企業･小規模事業者等の設備投資等の一部支援。 

補助対象者 日本国内に本社及び実施場所を有する中小企業者 

補助率 

〇企業間データ活用型：補助率2/3以内(上限1,000万円、下限100万円) 

〇一般型：補助率1/2以内(上限1,000万円、下限100万円) 

〇小規模型：補助率1/2以内(上限500万円、下限100万円) 

申請方法 

 ｢ミラサポ（https://www.mirasapo.jp/）｣中小企業庁が開設した支援ポータル サイ

ト会員ページ内に設けられるものづくり補助金電子申請システム(以下、｢電子申請シス

テム｣という。)を使用して、電子申請を行った場合のみ受付となります(1事業者につき

1申請のみ)。  

公募締切 9月20日(金)15時まで 

お問合せ 

京都府中小企業団体中央会 TEL075-361-5016 

受付時間10:00～12:00、13:00～17:00 月曜～金曜(祝日を除く) 

※システム操作についての不明点は、下記ものづくり補助金申請サポートセンターまで 

TEL0800-600-0258、受付時間9:00～17:00(土日祝日を除く) 

     各種補助金のお知らせ 

補助対象者 

｢職場づくり行動宣言｣を行うもののうち、以下のいずれかに該当するもの 

①府内に事業所を有する中小企業者 

②きょうと福祉人材育成認証制度による認証を受けているもの 

③｢京都モデル｣ワーク･ライフ･バランス推進企業認証制度による認証を受けているもの 

申請先 

お問合せ 

京都府中小企業団体中央会 

〒600-8009 京都市下京区四条通室町東入ル函谷鉾町78番地 

      京都経済センター3階 

℡ 075-708-3701／FAX 075-708-3725 

名称 多様な働き方推進事業費補助金 

対象経費 

自社の多様な働き方を推進する事業 

(コンサルタントの導入、情報通信機器や保育施設等の設置、企業説明会への出展・求

人メディアへの掲載、社内研修の実施・各種セミナーへの参加等) 

補助率 

1/2以内(上限50万円) 

※小規模事業者は3分の2以内(上限50万円) 

※複数事業者が共同で事業を実施する場合は3分の2以内(上限100万円) 

申請締切 令和2年1月31日(金)  

名称 就労環境改善サポート補助金 

対象経費 

就労環境改善の取組 

(就業規則等の作成・変更、所定労働時間削減の為の設備投資(タイムレコーダー等の設

備)、就労環境改善の為の設備導入(改修)経費(冷房、暖房、通風等温度調節設備等)) 

補助率 
1/2以内(上限30万円) 

※就業規則の作成・変更については、その他の規定等を含み上限10万円 

申請期間 
後期：令和元年10月15日(火)～12月27日(金) 

※前期の公募は終了しました。 
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     軽減税率対策補助金（レジ補助金） の支給要件が緩和されました！ 

名称 中小企業・小規模事業者等消費税軽減税率対策補助⾦ 

概要 

中小企業・小規模事業者等が複数税率対応レジやモバイルPOSレジシステムの導入・改

修等(A型)、受発注システムの改修等(B型)、区分記載請求書等保存方式に対応する請求

書管理機能の改修(C型)を行うにあたって、その経費の一部を補助する制度です。 

対象者 
軽減税率に対応して区分経理等を⾦う必要がある中⾦の⾦売事業者等(※) 

※旅館・ホテル・料亭等も広く対象になります  

補助率 

原則 3/4以内(※) 

※①タブレット・PC・スマートフォンは 1/2以内 

※②3万円未満のレジ購入の場合は 4/5以内 

補助金額 
1台あたり20万円(※)、券売機40万円 

※商品マスタの設定等が必要な場合にはプラス20万円で上限40万円 

完了期限 9月30日 ※9月30日までにレジ購入等の契約を行ってください 

申請期限 12月16日 ※9月30日までに契約し、導入･改修、支払いを完了した後の申請となります 

お問合せ 

軽減税率対策補助金事務局 申請窓口 

℡ 0120-398-111[9:00～17:00(土日祝日を除く] URL http://kzt-hojo.jp/ 

※上記内容はA型となります。 

※B型･C型は内容が異なりますので、HPにて詳細をご確認下さい。 

 いよいよ、10月1日より消費税率が10％へ引き上げられる予定です。また、これに合わせた消費税

軽減税率制度導入に伴い、複数税率対象品目を取り扱う中小企業･小規模事業者等の皆様におかれま

しては、複数税率対応レジや受発注システムの導入・改修等の対応が必要となります。 

 そして、この度本補助金制度における支給要件が緩和され、手続き要件が変更されました。 

 従来は、｢2019年9月30日までに設置(導入･改修)･支払いが完了したもの｣が補助対象となっており

ましたが、変更後は、①｢2019年9月30日までに導入･改修に関する契約等の手続きが完了｣し、②｢12

月16日までに設置･支払いを完了したもの｣が補助対象となりました。 

 まだ対応がお済みでない方におかれましては、早急にご準備、ご対応をお願い致します。 

3

商品・サービスのＰＲに「チラシ同封サービス」をご利用ください。 
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会員増強運動実施中！～あなたの経営をサポートします～ 

企業人権研修会 

 ｢人権の尊重｣は、欠かすこと

のできない企業運営の基本で

す。職場における人権につい

て、認識と理解を深めていただ

くために研修会を開催します。 

日 時 9月18日(水) 

    13:30～14:30 

場 所 城陽市産業会館3階 

テーマ ｢自分のｾｸｼｭｱﾘﾃｨを知    

     ろう・考えよう。｣ 

講 師 NPO法人QWRC 理事 

    いのもと 氏 

    ろくしきらぼ(6-Lab.) 

    所長 六色かや子 氏 

 城陽市市民活動支援課 

    電話 56-4001 

※参加無料、申込不要 

 一般参加可 

健康診断を実施します 

日 
時  

令和元年11月6日(水) 令和元年11月7日(木) 

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 城陽商工会議所 

*締め切り－10月15日(火)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｢申込用紙｣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月中旬に受診料のご請求と共にお送りします。  

*お 願 い－受診希望時間が集中する場合には診断に遅れが生じますので、時間の調整をさせていた 

      だくこともあります。予めご了承ください。           【担当：振興課】 

■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。 

 

 当所では会員事業所の事業主

及び従業員のための健康診断を

実施いたします。 

 労働安全衛生法では、事業者

は常時使用する労働者に対し、

年1回医師による健康診断の実

施が義務付けられていますの

で、皆様の健康管理にぜひお申

込みください。 

 営業時間 ２０:００～２４：００ 

第３３回会員大会 参加者募集 

城陽市企業説明会 参加企業募集 

日  時：9月11日(水) 17:30～ 

会  場：文化パルク城陽 

内  容：第1部 演芸会 

     第2部 懇親会 

参加資格：当所会員 

参 加 費：お1人 2,000円 

申  込：当所へご連絡下さい。 

日  時：11月14日(木) 13:50～16:00(受付13:30～) 

会  場：キャンパスプラザ京都 2Fホール 

来場対象：市内企業･事業所に就職を希望される方 

募集対象：①当所会員、②サンフォルテ城陽または京都山城白坂 

     テクノパーク立地企業 

参 加 費：無 料 

募集締切：9月10日(火) 

お問合せ：城陽市商工観光課(56-4019)、当所指導課(52-6866) 

【詳細：折込チラシ】 
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活動報告 

新入会員募集中!!～あなたの経営をサポートします～ 

 8月29日(木)事業所見学会を

開催。今回は京都エイドー工業

㈱を視察見学。企業間連携の一

助となる事業となりました。 

 同日、八百忠別館にて10名出

席のもと総会を開催。第1号議

案から第4号議案について原案

どおり承認されました。 

建設部会 

 8月30日(金)八百忠別館にて

23名出席のもと総会を開催し

ました。第13期の部会役員並び

に2号議員選任について諮り、

西島栄種部会長が退任され、新

たに堀井裕司氏が部会長とし

て選任されました。また、新た

に5名の幹事を迎え、第13期の

部会役員体制とすることが承

認されました。 

サービス部会 

 8月26日(月)シェルにて出席

者17名のもと総会を開催。すべ

ての議案は原案通り承認され、

終了後は盛会に懇親会を開催。 

金融部会 

 8月1日(木)都ホテル京都八

条にて総勢101人参加のもと、

親睦ビアガーデンを開催。夏の

夜空の下冷えたビールを満喫。 

飲食部会 

 8月29日(木)八百忠別館にて

10名出席し総会を開催しまし

た。議案は原案通り承認され、

終了後は懇親会を開催。 

交通部会 商業部会 

 8月23日(金)15名出席のもと

総会を開催。また今西副市長を

お招きし、まちづくりと商業に

ついて研修会を開催しました。 

金糸部会 

久津川東地区振興会 寺田北地区振興会 

 8月8日(木)京都ブライトン

ホテル 翠光庵 京懐石 螢 

にて親睦会を開催。17名が参加

して和やかな雰囲気の中、親睦

交流のひと時を過ごしました。 

寺田東地区振興会 

 8月23日(金)京料理十両にて

8名出席のもと総会を開催しま

した。戸山秀樹氏(弘和産業㈱ 

)を第13期2号議員として選任、

そして引き続き部会長として

再任されました。また、木村典

央氏(㈲木村マイクロスリッ

ター)が新たに幹事に選任され

ました。総会終了後、懇親会を

行い親睦を深めました。 

工業部会 

 8月2日(金)LOGOS LANDにて

来賓に奥田市長、堀井会頭、木

谷参事をお迎えし、総勢53名参

加のもと、バーベキュー親睦会

を開催しました。 

 8月22日(木)シェルにて6名

参加のもと総会を開催。竹下祐

史氏と座波宏之氏が新たに部

会役員として選任されました。 

 8月27日(火)LOGOS LANDにて

親睦バーベキューを開催しま

した。地区内外より総勢55名が

参加し、賑やかで楽しい時間を

過ごしました。 
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 ＜一日１万件超の登録申請＞ 

 ｢キャッシュレス･消費者還元事業｣(ポイント

還元制度)を提供するキャッシュレス決済事業者

は、全国で356社(7月30日時点)に増えました。

その半数以上が、中小小売店等向けにサービス

を提供するB型決済事業者で、中小小売店等はこ

のB型決済事業者を通じて加盟店登録する必要が

あります。ここで十分に留意してほしいのが、

現在すでにキャッシュレス導入済みの店舗も、

契約先のB型決済事業者に本制度への参加意向を

表明して、所定の手続きをとる必要があること

です。補助事業の申請手続きは｢手上げ方式｣で

すので、くれぐれも中小小売店等は自動でポイ

ント還元制度に参加できるわけではないことに

留意して下さい。政府やキャッシュレス決済事

業者による消費者向けの情報発信が、8月1日か

ら本格的に始まりました。特設Webサイトには消

費者向けコーナーが開設され、加盟店登録を完

了した店舗情報や、地域別の登録申請件数など

を公表しています。7月30日時点で全国24万店舗

の申請を受け付けています(図参照)。現在、一

日につき1万件を超える登録申請をいただいてい

る状況で、日を追うごとに申請件数も増加して

いて、審査に要する期間も長くなってきていま

す。さらに、消費者が本制度を活用しやすいよ

う、Web画面の地図上で、どの店舗が本制度のポ

イント還元を実施している店舗かをわかりやす

く示すマップ機能の提供や、店頭で対象店舗で

あることがひと目で認識できる統一ポスターの

配布も予定しています。こうした消費者への周

知を通じて、｢キャッシュレスで決済しよう｣と

いう機運の高まりが期待されます。引き続き、

本制度開始後(10月1日以降)も、中小小売店等に

よる加盟店登録手続きを継続していきますが、

出来るだけ早めの申請をお願いします。 

 ＜コード決済の統一規格『JPQR』始動＞ 

 さて、本年8月は、わが国のキャッシュレス決

済にとって、もう一つの大きな進展がありまし

た。それは『JPQR』のスタートです。JPQRと

は、コード決済(バーコード、QRコード)の表示

に関する統一規格の通称で、例えば店舗提示型

(店頭にQRステッカー等を掲示し、消費者のスマ

ホアプリでQRコードを読み取る方式)では、1つ

のQRコードを、複数の決済事業者のスマホアプ

リで読み取ることが可能になりました。 

 総務省では、8月1日から岩手、長野、和歌

山、福岡の4県で、この統一規格JPQRを用いた

コード決済サービスの利用・普及に向けた｢JPQR

普及事業｣が始動しました。当協議会では、今後

の本格運用に向け、この4県以外にも横展開して

いくことを目指すとともに、さらにJPQRの魅力

を高めるよう、店舗オペレーションの統一、セ

キュリティ向上を図る予定です。 
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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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 熊本県宇城市三角町(うきし・みすみまち)の

戸馳(とばせ)島に、有限会社宮川洋蘭という積

極的に6次産業化に取り組んでいる会社がある。

場所は天草諸島の入り口で、熊本駅からはJR三

角線で約50分の波多浦駅で下車し、20分ほど歩

いた田園風景ののどかな町にある。橋でつな

がったとはいえ、総面積約7k㎡、人口約1200人

の小さな島である。 

 同社の主事業は社名の通り、胡蝶蘭、カトレ

アなど、約300品種の花の栽培と、蘭を使った企

画商品の販売などである。創業は1972年。宮川

家の二代目である宮川政友氏が、蘭の将来性に

着目し、地元では初となる蘭栽培を開始した。 

 その後、新品種の開発に取り組むとともに、

国内外の先進地への視察や、国内外で開催され

る花の展示会への積極的な出展などにより、次

第に評価を高めていった。自分の手で直接お客

さまに蘭を届けたいと、2004年からはITを利活

用し、希望者に店舗から洋蘭を宅配する｢店舗直

送蘭｣をスタートしたほか、06年からは、洋蘭を

自宅に届ける会員組織｢洋蘭頒布会｣も始めた。 

 また、11年からは、同社が栽培した洋蘭の規

格外の花を利活用し、オリジナル･ボトルフラ

ワー｢森のグラスブーケ｣を製造･販売している。

ちなみに、このボトルフラワーは、半永久的に

枯れないため仏壇飾りなどとして評価が高く、

現在では同社の主力商品の一つとなっている。 

 こうした努力が実り、現在では、パート社員

を含め、社員数30人強、売上高も約3億円にまで

発展した。また、年間宅配件数も全国各地に及

び、今や5万件を超えている。まさに、研究機

能、生産機能(栽培機能)、そして、直販機能を

有する6次産業化のモデル企業である。 

 そればかりか、同社は地域全体の発展にも熱

心で、地域の過疎化が進行する中、何とか人口

流出を止めたいと｢近い将来は100人雇用、10億

円売り上げ｣を高らかに目標に掲げ、息子である

宮川将人専務を中心に、さらなる経営革新に取

り組んでいる。 

 余談だが、戸馳島は元々菊やバラ、あるいは

イチゴやミカンの栽培農家が多かったのだが、

同社の活動に触発され、洋蘭を栽培する農家が

１軒、2軒と増えていき、今や10数軒に上ってい

ることから、日本を代表する蘭の一大産地と

なっている。 
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会議所だより（本誌）広告主を募集中！ 

 

近鉄寺田駅東出口KJビル2F 

風 恋 人 
フ レ ン ド Snack 

スナック 

スタッフ募集！！ まずはお電話下さい。 

0774-55-4356 
090-3869-1306 

営業時間:20:00～24:00  定休日:日曜･月曜 

℡ 

新入会員募集!! 
詳しくは当所まで ℡52-6866 

詳しくは当所まで 

専用電話52-5000 
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 先日、京都市観光協会の堀江卓矢ＤＭＯ企画

マーケティング専門官の講演を聴く機会があり

ました。世界に冠たる観光都市の地位を築いて

いる京都ですが、さまざまな問題も抱えていま

す。外国人観光客が増えて特定の観光名所に集

中し、落ち着いて観光を楽しめなくなっている

状況が発生し、日本人の日帰り観光客は減少し

始めています。 

 しかし、あまりお金を落とさない日本人の日

帰り観光客に比べ、外国人観光客は多くのお金

を使ってくれます。そのため来訪者数は減らさ

ないように、かつ混雑を緩和する策を堀江さん

は考え、情報発信の観点から取り組んでいま

す。特定の名所に来る観光客の時間帯や季節、

交通手段などをどうやって分散させるかに知恵

を絞っているのです。 

 いかに観光客を呼び込むかに腐心しているほ

かの地域の観光戦略に比べるとうらやましい限

りですが、どこにもご苦労はあるものです。 

 堀江さんは、今後の高付加価値を生むサービ

スの在り方として、京都の老舗に見られる｢一見

さんお断り｣のスタイルに注目しているそうで

す。すでに顧客となっている人の紹介がなけれ

ば来店を断るもので、特定のリピーター客だけ

で持続的にビジネスを成り立たせようとするモ

デルです。不特定多数向けのビジネスと違い、

個別のお客さんの好みや要求レベルが既に把握

できているため、無駄なく満足度の高いサービ

スが提供できる特徴があります。お客さんの信

用度も事前に分かりますし、価格が高くても文

句を言われない付加価値の高いビジネスが構築

できます。一方で、顧客数や売り上げを急激に

増やしたいと考えるビジネスには不向きです。 

 この｢一見さんお断り｣というビジネスは、京

都のようにブランド力があり次から次へと新し

いお客さんがやってくる土地だからこそ成立し

たともいえますが、逆に、地方の真面目なモノ

づくりをしている小規模な事業者にこそ必要な

考えではないかと私は考えます。量のビジネス

を追求する大手メーカーに比べて営業効率や製

造効率がそもそも低い地方のつくり手は、少な

い量でも高付加価値で買ってくれる質の良い顧

客を開拓し、リピーターに育てていくことが重

要だからです。その上でいまの顧客が次の良質

な顧客を連れて来てくれるためには何をすれば

よいのかを考える必要があります。 

 商品やサービスの特徴をひと言で伝えられる

というのは、顧客が第三者を誘ってくれるため

に重要なことですし、ギフトと同様に｢贈った

側｣｢誘った側｣の株が上がるような特別感も大切

です。また、誘われた側にも｢自分だけが選ばれ

た｣という満足感が生まれるような仕掛けも効果

的です。それにはいくらお金を出しても手に入

れられない限定された会員向けのモノやサービ

スを用意することです。 

 ｢一見さんお断り｣を｢顧客が次の良質な顧客を

連れて来てくれるためのシステム｣づくりと読み

解いてみてはいかがでしょう。 

8 

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％(令和元年8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 

9月11日（水）13:30～16:00 

9月12日（木）13:30～16:00 

9月19日（木）13:30～16:00 

9月20日（金）13:30～16:00 

税務・法律・労務・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。 
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 令和元年5月1日にオープン致しました燻製専

門店の燻煙広場pace(パーチェ)です。当店の商品

はすべて手作りで、店内にて燻煙しております。

自分たちが美味しいと思うものを燻製し、また、

お客様との会話の中からヒントを頂き、常に新し

い発想をもって挑戦することを心がけています。 

 主な商品として、paceゴールド(燻製ミックス

ナッツとドライイチジクのはちみつ漬け)や燻製

ミックスナッツ、チーズ、ベーコン、ウィンナー、

塩さば、塩じゃけなどを販売しております。pace

ゴールドはヨーグルト、トースト、パンケーキに

乗せたり、皆様のお好きな食べ方でお楽しみ頂き

たいです。また、当店では定番の燻製商品だけで

はなく、スイーツにも力を入れております。ベイ

クドチーズケーキ、スイートポテト、チョコ等の

燻製スイーツは他では味わえないものですので、

是非一度お試し頂きたいと思います。さらに、現

在、イートインコーナーの準備を進めており、燻

製さばサンド等、様々な燻製商品を試作中です。 

 最後になりますが、paceとはイタリア語で｢安

らぎ｣･｢平和｣の意味があります。多くのお客様に

燻製ならではの味わいや素晴らしさを知って頂

き、安らぎや幸せを感じて頂きたいです。 

 皆様のご来店をお待ちしております。 

「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。 

文パルチケット情報 

燻煙広場 ｐａｃｅ（パーチェ） 

 会員データ [代表]武田浩和 [住所]〒610-0121 城陽市寺田水度坂15-452 [TEL] 56-0117  

       [営業時間]11:00～17:00 [定休]水曜日･木曜日 [駐車場]あり 

▲一押しのpaceゴールド 

日時 11月10日(日) 

     14:00開演 

会場 ふれあいホール 

料金 2,000円 

   ↓ 

     1,800円 

ｺﾝｻｰﾄ フォークソングの広場 

(繁栄) 
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▲併設するイートインコーナー 

日時 10月20日(日) 

     11:00/14:30 

会場 プラムホール 

料金 4,070円 

   ↓ 

     3,663円 

お笑い 爆笑お笑いフェス 

日時 11月7日(木) 

     16:00開演 

会場 プラムホール 

料金 5,800円 

   ↓ 

     5,220円 

演奏会 ラテン&ジャズフェスティバル  

検定試験日程～資格取得で能力をアピールしよう！ 

 実施級 試験日 

簿記 

1～3級 令和元年11月17日(日) 

      申込期間 10月1日(火)～10月25日(金) 
（郵送は10月18日(金)必着、ﾈｯﾄ申込は10月27日(日)まで）   

      試験開始 1･3級 9時～/2級 13時30分～ 

      受 験 料 1級7,850円/2級4,720円/3級2,850円 

 実施級 試験日 

そろばん 

1～6級 令和元年10月27日(日) 

      申込期間 8月19日(月)～9月26日(木) 
（郵送･ネットでの受付は行っておりません）   

      試験開始 9時30分～ 

   受 験 料 1級2,340円/2級1,730円 

                  3級1,530円/4～6級1,020円 

 実施級 試験日 

日商ＰＣ 

3級 令和元年12月1日(日) 

      申込期間:11月5日(火)～11月22日(金) 
（郵送･ネットでの受付は行っておりません）   

      試験開始 10時00分～ 

      受 験 料 5,240円 
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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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みんなで“京都サンガF.C.”を応援しよう！ 

 京都サンガ F.C.ペア観戦チ

ケットを各試合2名様にプレゼ

ントします！ 

▼応募資格：当所会員事業所の

事業主、家族、従業員 

▼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：振興課】 

 

 城陽市が企画するサンガ応

援バスツアーに参加しません

か？市役所前からスタジアム

まで無料バスを運行！チケッ

ト代は別途必要となります。 

▼サンガサポーター席で観戦 

▼応募多数の場合は抽選 

▼応募は、城陽市在住・在勤

の方が対象 

※お申込み･お問合せは･･･ 

城陽市教育委員会 文化･ス

ポーツ推進課 TEL.56-4048 

  

①10月6日(日) 14時～ 

 VS 愛媛FC 

 ☆申込締切 9月18日(水) 

 

②10月19日(土) 14時～ 

 VS 横浜FC 

 ☆申込締切 10月2日(水) 

 

③11月4日(月) 14時～ 

 VS ヴァンフォーレ甲府 

 ☆申込締切 10月16日(水) 

 

24時間365日視聴可能な会員専用

のWEBセミナーです。（無料） 

※視聴にはＩＤとパスワードが必要となります 

お問い合わせは当所まで ℡52-6866 

本年10月～導入される軽減税率対

策専用のWEBセミナーです。（無料） 

※視聴にはＩＤとパスワードが必要となります 

お問い合わせは当所まで ℡52-6866 

 

・サイズ 縦5cm×横8.5cm 

・広告料(1回)白黒   3,000円 

            カラー 4,000円 

・サイズ A4チラシ(持込) 

・枚 数 1,350枚 

・折込料 13,500円(税込) 

・運用規定に同意が必要です。 

【担当：振興課】 

 本誌は会員事業所向けの有効

的な宣伝ツールです。約1,350

の事業所様に、貴社の商品や

サービスをPR頂けます。是非ご

活用ください。（下記参照）            

企業ＰＲしませんか？ 

【真夏のBBQ 家族例会開催】  

 8月18日(日)大正池グリーン

パークにて親睦事業｢真夏の

BBQ家族例会｣を開催しまし

た。青年部メンバーのご家族

も参加して総勢81名。BBQ以外

にも、ビンゴゲームやじゃん

けん大会などの催し物を通じ

て、普段の青年部活動とは異

なる家族とのひとときを堪能

しました。 

 8月30日(金)当所にて、臨時

総会を開催しました。久保京

一郎会長(㈱久保建築 代表取

締役)より、自身の会長任期が

令和2年3月末日を以て任期満

了となる旨を説明。そして、

本総会議案である次期会長選

任の件について、久保会長よ

り河本大輔君(㈲ホワイティー 

代表取締役)が推薦され、全会

一致で承認されました。河本

会長予定者より次年度の抱負

を述べられました。臨時総会

終了後、もち月へ会場を移し

懇親会を開催。メンバー間が

交流し、さらなる親睦と連携

を深めました。 
▲笑顔いっぱいの集合写真 


