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不安は、態度や表情から生まれ

ることが多いのだから 

まず堂々とした態度と表情をす

ることからはじめよう。 

書道家 武田 双雲 

金庫が狙われる侵入窃盗が多発！保管金は最小限にしましょう 城陽署 

２０１９ 

１０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） 

消費税１０％！軽減税率制度開始！ 

城陽日和vol.１４＆大謝恩フェアクーポンブック 

 今号は、アウトドア施設やアウトドアグルメなど｢城陽の秋｣が

満載!さらには、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。城陽市内へポスティング配布するほか、当所･城

陽市役所･各コミセン･文化パルク城陽･市内金融機関等に設置しま

すので是非ご活用ください。            【担当：指導課】 

 いよいよ、本年10月1日を以て、消費税率が10％に引き上げられ

ました。(消費税7.8％、地方消費税率2.2％) 

 また、引き上げと同時に、軽減税率制度が導入されます。 

軽減税率制度は、請求書や帳簿などの記載ルールが変わるなど、

対象品目の取扱い(販売)がない事業所の方を含め、全ての事業所

の方に関係があります。 

【詳細：折込チラシ】 

 当所では、消費税増税及び軽減税率制度導入の有効な対策とし

て、WEBセミナー｢TAX・オンデマンド｣を開設しております。軽減

税率制度の基礎知識や区分経理の実務など、消費税増税や軽減税

率対策に特化した会員限定サービスですので、是非ご活用頂くだ

さい。(視聴には｢ログインID｣と｢パスワード｣が必要となりますの

で、当所までお問い合わせください。) 
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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。 

常議員会を開催しました 

 9月11日(水)第212回常議員会を開催。概要は次のとおり。 

1.｢定款｣の一部改正(案)について 2.「規則」の一部改正(案）について 3.令和2年度城陽市商工

業施策要望項目について 4.退任役員議員への表彰並びに感謝状の贈呈について 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、青年部令和元年度提言について、城陽市プ

レミアム付商品券発行事業について、JOYO産業まつりについて、城陽市大謝恩フェアについて、委

員会･部会･地区振興会等報告について、報告を行なった。 

事業所名 地 区 部 会 所在地 業 種 

hair space Amical 青谷 サービス 市辺五島7-44 美容 

㈲俊栄ホームス 寺田南 建設 寺田今堀12-17 不動産業 

㈱三矢昌 富野東 建設 富野北垣内25-8 不動産業 

城陽旬菜市運営協議会 寺田南 商業 寺田島垣内73-6 農産物直売所 

MYKｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 青谷 建設 奈島久保野15 住宅設備工事業 

N2 Rescue Service 久津川東 サービス 寺田尼塚68-115 パソコン修理各種設置 

ミヤコパンダ 市外 特別 宇治市宇治半白19-11 餃子の製造販売・飲食 

谷口建設 市外 特別 宇治市木幡金草原6-1-101 解体業 

大塚康喜 市外 特別 宇治市広野町東裏97-1-108 生命保険 

JJ－Style㈱ 富野東 商業 長池北清水50-2リライフ㈱内 婦人服販売 

トータル.テック.サービス 寺田東 サービス 寺田水度坂15-153 家電工事販売リフォーム 

エムテック 富野東 建設 富野森山1-24 建築、大工業 

JPｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ㈱ 市外 特別 
京都市中京区河原町二条下ル一之

船入町376クロトビル5F 
人材紹介業(外国人材紹介） 

B-STUDIO 寺田西 サービス 寺田西ノ口7-4西邦ビル1F ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ、ﾏｼﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

新入会員情報 【令和元年6月13日～９月11日】※掲載を承認された方のみ 

第１３期１号議員４０名、２号議員２８名が確定しました！ 

■１号議員(40名) 敬称略・順不同 

 

■２号議員(28名) 敬称略・順不同 
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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。 

     各種補助金のお知らせ 

 営業時間 ２０:００～２４：００ 

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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会員増強運動実施中！～あなたの経営をサポートします～ 

会員大会を開催！ みんなで“京都サンガF.C.”を応援しよう！ 

「第88回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2019」に出展しました 

１１月は｢労働保険適用促進強化月間｣です 

■労働保険は強制保険です！ 

 労働者を一人でも雇用していれば、労働保険に加入する必要が

あります。(農林水産業の一部を除く) 

■労働保険事務組合にお任せください！ 

当所には、事業主に代わって労働保険に関する事務処理を行う

労働保険事務組合があり、事務委託を行うと次のようなメリット

があります。 

①労働保険料の申告納付や雇用保険被保険者の資格取得・喪失な

どの事務処理負担が大幅に軽減できます。 

②事業主や家族従業員が労災保険に加入できます。 

③労働保険料額にかかわらず年3回に分割納付できます。 

【担当：指導課】 

 月給制労働者については、月

間所定労働時間数(月によって

所定労働時間数が異なる場合

は、1年間における1ヶ月平均所

定労働時間数)に京都府最低賃

金909を乗じた金額以上の賃金

を支払うことが必要です。 

 9月11日(水)文化パルク城陽

にて総勢208名参加のもと、第

33回会員大会を開催。演芸会で

は、嘉門タツオらが出演し、懇

親会では恒例の大福引大会や

じゃんけん大会等を行い親睦交

流を深めることができました。 

  ｢第88回東京インターナショナル･ギフト･ショー秋

2019」が9月3日(火)～6日(金)の4日間、東京ビッグサイ

トにて開催されました。金銀糸を活用し商品開発を行っ

た｢京山城燦彩糸（さんさいし）協議会｣が新たな販路先

を求めて秋のギフトショーに初出展。京都ブランドを求

めるバイヤーと有意義な商談を行うことができました。 

【催事へ出店します】 

 泉北タカシマヤ 10月9日（水）～10月15日（火） 

燦彩糸（さんさいし）の商品は 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからご購入頂けます。 

https://sansaishi.kyoto.jp/ 

 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 

※応募多数の場合は、抽選とな

りますのでご了承ください。 

  

 

①11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) 

 

 

②11月16日(土) 14時～ 

 VSジェフユナイテッド千葉  

 ☆申込締切 10月30日(水) 

 
▲残り福賞をかけた全員参加のじゃんけん大会 

https://sansaishi.kyoto.jp/
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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～ 

富野西地区振興会 金融部会 

 9月13日(金)アルプラザ城陽

屋上のＢＢＱガーデンにて、親

睦事業を開催。当日は33名が参

加し、和気あいあいとした雰囲

気のなか交流を図りました。 

役員・議員視察研修 

 9月2日(月)･3日(火)33名が

参加し1泊2日にて視察研修を

開催。静岡県御殿場･三島方面

へ。御殿場プレミアム・アウト

レット等の視察を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9月5日(木)･6日(金)全国商

工会議所女性会連合会鹿児島

全国大会が鹿児島市で開催さ

れました。全国から330女性会･

約2,500名が一堂に会し、当会

からは7名が出席しました。各

地女性会メンバーと親睦交流

を深め、薩摩おごじょたちの気

配りを感じられた素晴らしい

大会となりました。 

 次回開催地である岡山県倉

敷市の女性会メンバーが倉敷

総会の参加を呼び掛け全国大

会を締めくくりました。 

 9月3日(火)文化パルク城陽

にて、地元企業の雇用確保と求

職者支援のため、城陽市企業説

明会を開催しました。当日は50

名の求職者が参加され、企業の

事業内容についての説明を熱

心に聞き入っておられました。 

 また、今後の予定として、第

3回は11月14日(木)キャンパス

プラザ京都にて、第4回は2月中

旬での開催を予定しておりま

す。なお、参加企業または企業

紹介は当所(℡52-6866)までご

連絡ください。     

      【担当：指導課】 

▲熱心に話を聞く求職者 

城陽市企業説明会 

 9月4日(水)当所にて、城陽市

まちづくり活性部を講師にお

招きし、23名参加のもと東部丘

陵整備計画についての研修会

を開催しました。 

 9月23日(月･祝)文化パルク

城陽にて、総勢37名参加のもと

研修事業｢戦闘型チームビル

ディング研修｣を開催。組織運

営とチームワークについて学

び、自企業発展の一助としまし

た。また、研修後、ICHIEにて懇

親会を行い、更なる会員間の親

睦を深めることができました。 
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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。 

 ＜いよいよ制度開始へ＞ 

 10月1日の｢キャッシュレス･消費者還元事業｣

(ポイント還元制度)開始に向け、いよいよ関係

各所の準備も大詰めになってきました。8月30日

時点で本制度に参加するキャッシュレス決済事

業者は887社に増え、中小企業･小規模事業者(中

小小売店等)からの加盟店登録申請は9月2日時点

で53万件を突破しました。 

 加盟店登録を完了した中小小売店等がポイン

ト還元制度の実施店舗であることを表示するた

めの｢広報キット｣(図参照)の配送も8月末から順

次進められています。消費者向けに、対象店舗

の一覧表だけでなく、地図上のアプリで確認で

きる仕組みも提供します。今後さらに決済事業

者も消費者向けにPRしていくと思いますので、

全国各地で｢キャッシュレス決済を使ってみよ

う｣という機運が醸成されていくことが期待され

ます。 

 実は中小小売店等は、キャッシュレス決済を

提供する事業者である(BtoC)と同時に、企業間

取引(BtoB）や経営者･従業員のプライベート空

間では消費者という立場にもなります。消費者

として実際にキャッシュレス決済を体験いただ

くことで、顧客目線でサービスを理解いただけ

るのではないかと考えます。 

 そこで、今回は、消費者としてキャッシュレ

ス決済を利用する際の留意点を紹介します。 

 なお、本制度への加盟店登録は2020年4月まで

随時受付しています。未登録の中小小売店等は

できるだけ早めに手続きをお願いいたします。 

 ＜使いすぎが不安…＞ 

 消費者の｢使いすぎそう｣｢浪費しそう｣という

不安に対しては、利用状況を｢見える化｣するこ

とで対応できます。現金払いと違ってキャッ

シュレス決済は利用履歴がデータで残るという

特徴を持っており、支払管理が可能です。複数

のキャッシュレス決済手段を利用している場合

には支出管理も煩雑になりがちです。その使い

すぎ防止策として、市販の｢家計簿アプリ｣や決

済事業者が提供する｢アプリ･Webサービス｣等を

活用し、利用履歴や引落日の把握を習慣化する

ことをお勧めします。 

 また、デビットカードでは、その引落口座

を、普段の預貯金や売上入金口座と分けて用意

しておくのが、使いすぎ防止に有効な手立てで

す。電子マネー等の前払いであれば、予め

チャージした範囲内でしか利用できないので、

チャージする金額や間隔を管理することで、無

駄遣いへの不安を解消しつつ、ポイント獲得や

利便性を享受しやすくなります。 

  

 ＜不正利用への不安も＞ 

 昨今のキャッシュレス決済に関する不正事案

の発生で、サービスの安全性や継続性に不安を

抱いている人も多いと思います。｢不正利用対

策｣や｢補償の考え方｣について、関連業界全体で

整理しているところですが、ここでは安全に

キャッシュレス決済を活用するための個人で可

能な基本対策を紹介します。 

 まず、決済手段ごとに、｢いつ、どこで、いく

ら支払ったのか｣を確認することが重要です。身

に覚えのない取引が記載されていた場合は、直

ちに決済事業者へ連絡してください。常日頃か

らカード番号やID･パスワードを｢他人が見える

状態で残さない｣｢人に教えない｣｢スマートフォ

ンにロックをかける｣｢スマートフォンやパソコ

ン等にセキュリティ対策を行って常に最新状態

にする｣｢パスワードは同じものを使い回さな

い」等を意識的に実行することが重要です。も

ちろん、不正利用や盗難、紛失等は、キャッ

シュレス決済に限らず起こりうる事態です。出

かけるときに戸締まりするのと同じように、

キャッシュレス決済でも自身で取るべきセキュ

リティ対策の確認･実行が、より安全な活用につ

ながっていきます。 

店頭ポスター(左)やステッカー(右)で、還元率や対象

の決済手段を確認(ポスターに掲載されるキャッシュ

レス決済手段(ロゴ等)は店舗によって異なります) 
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 愛知県一宮市に、株式会社エコ建築考房とい

う社名の注文住宅メーカーがある。創業は、今

から21年前の1998年。現社長である喜多茂樹氏

の義理の父に当たる髙間利雄氏が、ある住宅

メーカーを脱サラしてスタートした。 

 創業のきっかけは、家族の健康に悪い影響を

与えるような合板や集成材、さらにはビニール

などの化学製品が多用された住宅を建てていい

のか、売っていいのかという強い思いである。 

 真に家族の健康づくり･だんらんづくりの役に

立つ住宅を提供したいという、創業の精神･思い

は、当初、市場になかなか評価されず苦労した

が、その後、娘婿である他業界出身の喜多氏が

入社し、2012年から、創業者の義父と喜多氏、

社員が一丸となり業務を見直し改善した結果、

次第に市場で評価されるようになっていった。 

 喜多社長は、事業を承継するや否や、先代の

創業の精神である｢国産無垢(むく)材による健康

住宅｣づくり、｢健やかに暮らす住宅｣づくりを、

より一層前面に出すとともに、この間、社員は

もとより協力事業者と一体となって無理をしな

い誠実な経営や、地道な地域貢献・社会貢献活

動を行ってきた。 

 苦労と努力が実り、入社した12年当時の社員

数は9人であったが、その後、年々増加して今や

43人にまでなった。 

 営業担当の社員は1人もいないが、同社の住宅

づくりの変わらぬ基本姿勢と行動が口コミで広

がっていき、工期が他の住宅メーカーよりはる

かに長い(平均工期約7カ月)にもかかわらず、今

や年間の新築住宅戸数は30棟に達している。 

 さらに驚くのは、同社の社員の約3分の1は同

社が住宅を建てたときの顧客で、中には同業他

社から同社にあえて転職した者もいる点だ。 

 先日、機会があって、春日井市の住宅展示場

(ナゴヤハウジングセンター春日井会場)にあ

る、同社のモデルハウスを見学させていただい

た。数あるモデルハウスの中でも看板やのぼり

などＰＲするものが何一つない、既に入居者が

いるのではないかと勘違いしそうな2階建てのモ

デルハウスであった。 

 中に入ると、広々とした居住空間と、まるで

森の中にいるような木の香りが漂う素敵な住宅

であった。それもそのはず、柱や土台、さらに

は梁(はり)などに使用されている部材の全て

は、FSC(Forest Stewardship Council＝森林管

理協議会)の森林認証(森林の管理方法や流通、

由来する製品に関する国際的な森林認証制度)を

受けた岐阜県加茂郡東白川村の山から切り出し

たヒノキや杉だという。 

 ｢真の営業とは、営業をしない営業のことを言

う｣という言葉にふさわしい、いい会社である。 
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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 
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 日本を代表する焼き物の一つ、備前焼の窯元

が集まる岡山県備前市伊部で、11月下旬に

ちょっと面白いツアーが予定されていることを

知りました。プロのカメラマンが合宿で写真撮

影の指導をしてくれるというもので、一陽窯と

いう窯元の3代目おかみが企画したものです。 

 これはいろいろな要素が含まれた良い企画だ

なあと思いました。備前焼の窯元の企画ですか

ら、普通に考えれば、焼き物のことをもっと

知ってもらって、その窯元のファンになっても

らい、商品も買ってもらえたらいいなと考える

のが普通だと思います。 

 ところが、この合宿企画はもう一段高い視点

で見ていると感じたのです。焼き物が好きなお

客さんは50～60代、あるいはそれ以上のシニア

が中心となるでしょう。実はこの企画内容に合

致する世代の人たちは、定年後に高価なカメラ

を買って趣味とする写真愛好家たちとターゲッ

ト層が完全に重なります。 

 この合宿ツアーでは、1泊2日で、プロカメラ

マンが参加者それぞれの興味や腕前、機材に応

じてしっかりアドバイスをしてくれます。その

ため、参加者は自分で撮った写真20～30枚をあ

らかじめ提出してアドバイスの参考にします。 

 合宿することで、たっぷり時間をかけてその

地域の自然環境や人々の暮らしと触れ合い、食

文化や地域のグルメも経験できます。 

 少人数制で定員が5人と少ないので、アドバイ

スもしっかり受けられるでしょうし、合宿して

いるうちに同じ趣味の仲間もできるでしょう。

この二つの要素は、趣味が持続するための｢達成

動機｣と｢親和動機｣に相当します。 

 焼き物の里であるこの地域で合宿に参加する

人は当然ながら焼き物にも興味を持っているで

しょう。他の焼き物の里に先んじて自らのレン

ズを通して焼き物や地域の魅力を見つめたとこ

ろとして、忘れられない場所になるはずです。 

 単に、モノを通じて顧客の満足を提供するだ

けでなく、その地域や特産品がその人の人生を

通じて価値を持つことになります。この考え方

は「顧客生涯価値(LTV:Life Time Value)｣と呼

ばれ、これからの地方発のヒット商品づくり、

モノ･コト･体験を含めた価値設計にとってとて

も重要な考え方です。 

 単に、この地域の商品は優れているから｢買っ

てね｣というアプローチではなく、この地域が提

供するモノ･コト･時間は｢あなたの人生にこんな

に役立ちます｣という姿勢です。 

 それぞれの地域の皆さんは、自分の持つ商品

なり、地域の特性なり、人脈なりのリソースで

どんなLTVが創造できるか考えてみてはいかがで

しょうか。 
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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9月2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 

10月9日（水）13:30～16:00 

10月10日（木）13:30～16:00 

10月17日（木）13:30～16:00 

10月18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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 2010年8月にレコーディング専用スタジオ

｢studio FLAVOR(スタジオフレイバー)｣をオープ

ンいたしました。当店では、主に楽曲制作･レ

コーディング･CDプレスを中心に、イベント音響

等、音楽に関わること全てにおいてサポート致

します。楽曲制作では、BGMやジングルまたは企

業テーマソング･CMソング等制作が可能です。 

【代表作】西松屋CM、ダイキン工業CM、ゴリゴ

リ戦隊五里ンジャー(編曲) 

レコーディングでは、ボーカル等の各パートの

録音はもちろんのこと、ナレーション録りも可

能です。 

【代表作】Nintendo Switch｢大乱闘スマッシュ

ブラザーズSPECIAL｣ 

 城陽市の地域イベントや城陽秋花火大会等で

も音響を担当させていただいております。 

 音楽のよろずやですので、お困りの際は是非

お気軽にご相談ください。  

「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 

ｓｔｕｄｉｏ ＦＬＡＶＯＲ（スタジオ フレイバー） 

 会員データ [代表]奥田英貴  [住所]〒610-0121 城陽市寺田西ノ口10  [TEL･FAX] 0774-26-2775 

       [営業時間]10:00～18:00 [定休]不定休 [MAIL]info@studio-flavor.com [駐車場]あり 

日時 12月6日(金) 

     18:30開演 

会場 プラムホール 

料金 5,500円 

   ↓ 

     4,950円 

ｺﾝｻｰﾄ 岡本知高コンサート 

(繁栄) 
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▲レコーディングや様々な楽曲を編集制作 

日時 10月27日(日) 

     15:30上映 

会場 プラムホール 

料金 900円 

   ↓ 

     810円 

映 画 スパイダーマン 

日時 11月30日(土) 

     15:00開演 

会場 プラムホール 

料金 5,000円 

   ↓ 

     4,500円 

演奏会 吉田兄弟20周年記念 

健康診断を実施します 

「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他、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て

います。皆様のご協力をお願いします。ご連絡いただければお伺

いします。また、銀行振込でも受け付けています。 

【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 

【お問合せ先】城陽市共同募金会 住所: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) 

       TEL56-0909／FAX56-2800 

※この募金は｢全額損金算入｣できます。振込みの場合、ご連絡い

ただければ領収書を後日送付いたします。 

日 時  
11月6日(水) 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 

受診料 Aコース6,000円／Bコース2,000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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山背彩りの市２０１９を開催！ 

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 

第４０回ＪＯＹＯ産業まつりを開催！ 

日 時：11月19日(火)14:00～ 

会 場：宇治商工会議所3階 

講 師：柴田CSマネジメント㈱ 

       

定 員：100名(先着順) 

参加費：無料 

申 込：同封の折込チラシにて 

主 催：  

     商工会広域連携協議会 

【担当：指導課】 

イベント情報 

セミナー情報 

城陽茶まつり 

城陽市緑化フェスティバル 

関西茶業振興大会京都府大会 

ところ 

 手作りのアクセサリーや雑貨が出品され、にぎやかなアート

マーケットを創出します。その他ワンコイン商店街や飲食ブー

ス、アーティストによるパフォーマンスなど催し物がいっぱ

い。みなさまのご来場をお待ちしております。 

と き 

お問い合せ 城陽市農政課 

      TEL 56-4005 

 （プラムホール） 

❖  

❖ＭＩＴＳＵステージショー 

❖  

❖

❖城陽市音楽団ステージ

❖  

❖城陽市技能功労者表彰式 

 （ふれあいホール） 

❖ＪＯＹＯ ｄｅ すなえ！ 

 （大会議室） 

❖ファミリーサイエンス 

 （水上ステージ） 

❖

   

 （市民プラザ） 

❖いいもの発見フェア 

 （屋外イベント） 

❖商工業製品の展示販売 

❖五里ンジャー 

❖ひょっとこ踊り城陽会 など 

 


