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 当所では、本年10月から導入される｢消費税軽減税率制度｣対策

として、中小小売・飲食店等において、レジ業務の効率化並びに

経営の高度化を図って頂くことを目的に、モバイルPOSレジ｢Airレ

ジ｣体験コーナーを事務所入口カウンターに設置しました。 

 軽減税率制度導入以降、対象商品によって複数税率が適用され

ることとなり、これに対応したレジの導入や改修が必要となりま

す。このように、今後ますますレジ業務が煩雑となる事が予想さ

れておりますが、モバイルPOSレジ等を導入することで、煩雑なレ

ジ業務が簡素化されることはもちろん、売上管理や在庫管理の徹

底、クラウド会計ソフトとの連携等も可能となり、経営力強化の

大きな後押しとなることは間違いありません。 

 まずは、実際の機器に触れていただき、今後の導入等のご計画

にお役立てください。 

モバイルＰＯＳレジ体験コーナーを設置しました！ 

 消費税増税まであと4ヶ月に迫りました。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、6月1日よりWEBセミ

ナー｢TAX・オンデマンド｣を開設しました。 

 本WEBセミナーは、軽減税率の基礎や導入後の実務、キャッシュ

レス決済、レジ補助金の申請方法等、消費税増税対策のみに特化

した会員限定のサービスです。当所会員であれば、｢いつでも｣｢ど

こでも｣｢何度でも｣｢無料で｣ご視聴いただけますので、本WEBセミ

ナーを大いにご活用頂き、円滑なご準備をお進めください。 

～コンテンツは下記の通りです～ 

❖軽減税率の基礎知識【約45分】 

❖区分経理の実務【約45分】 

❖キャッシュレス決済の最新情報【約45分】 

❖複数税率レジ導入補助金【約45分】 

【詳細：折込チラシ】 

専用ＷＥＢセミナー開設しました！ 
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     小規模事業者持続化補助金 

名称 平成30年度第2次補正予算事業 小規模事業者持続化補助金 

対象者 日本国内に所在する小規模事業者 

対象事業 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販路開拓等のための取組 

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車両購入費(買物弱者対策事業の場合に限ります)⑫設備

処分費(補助対象経費総額の１/2が上限)⑬委託費⑭外注費 

補助率 

原則2/3以内(上限50万円) 

※次の(1)(2)いずれかに当てはまる事業は、補助上限額を100万円に引き上げ 

(1)市区町村による創業支援等事業の支援を受けた事業者 

(2)買物弱者対策事業に取り組む事業 

※共同申請の場合[1事業者当りの補助上限額]×[連携小規模事業者数](上限500万円) 

公募締切  6月12日(当日消印有効)※締切当日は当所発行の｢事業支援計画書(様式4)｣が準備できない場合があります。 

採択発表 7月末頃【予定】 

事業期間 交付決定後～12月31日まで  

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(申請書類の提出先) 

〒151-0051東京都渋谷区千駄ヶ谷3-11-8 

℡ 03-6447-2389[9:30～12:00、13:00～17:30(土日祝日、年末年始除く)] 

URL https://h30.jizokukahojokin.info/ 

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(※) 

※①3万円未満のレジ購入の場合 4/5以内 

補助金額 

1台あたり20万円(※①)、券売機40万円(※②) 

※①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 

※②平成31年2月から券売機を補助対象化 

完了期限 9月30日 

申請期限 12月16日 ※9月30日までに導入・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型は異なりますのでHPにてご確認下さい。 

     軽減税率対策補助金 

 本年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、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。下記は、それらに要する経費の一部を補助するこ

とにより、導入等の準備が円滑に進むよう支援する制度です。 

 現在、レジやシステムの導入・改修等は大変混み合っております。今後はさらなる混雑や対象レジ

の欠品等が予想されますので、お早めのご準備、ご対応をお願い申し上げます。 

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。 
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新入会員募集!!～あなたの経営をサポートします～ 

     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) 

申請期間 令和元年5月15日(水)～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 
前期：令和元年5月15日(水)～令和元年9月27日(金) 

後期：令和元年10月15日(火)～令和元年12月27日(金) 

名称 労働生産性向上推進事業補助金 

対象経費 

労働生産性向上により、長時間労働削減や有給休暇の取得促進等の取組 

(IoTツールの導入による生産設備の稼働率向上、ロボットの導入による不随的業務の効

率化等、ドローンの活用による測量や施工管理の効率化) 

補助率 1/2以内(上限100万円) 

申請期間 令和元年5月15日(水)～令和元年8月28日(水)  

 営業時間 ２０:００～２４：００ 
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 第3回となる今回は、本格的に始動しつつある

｢キャッシュレス・消費者還元事業｣の補助制度

活用にあたり、中小企業・小規模事業者(以下

｢中小小売店等｣という。)の本制度への参加申請

に向けたステップや確認すべき事項、今後のス

ケジュール等について本制度専用ウェブ

サイトの公表に基づいて解説します。 

 

＜ポイント還元制度の現状＞ 

 決済事業者は、大きく2つに分類されます。一

つは、キャッシュレス発行事業者であり、消費

者に対してキャッシュレス決済手段を提供する

事業者(A型決済事業者)のことを言います。もう

一つは、加盟店支援事業者であり、中小小売店

等に対して必要に応じてキャッシュレス決済手

段を提供する事業者(B型決済事業者)のことを言

います。中小小売店等は、この｢B型決済事業者｣

を通じて本制度に参加申請し、補助金事務局に

登録を行うことになります。店舗等に対する決

済端末導入補助や手数料補助も、この｢B型決済

事業者｣経由で行うことになります。 

 なお、5月 13日、A型・B型あわせて 58社の

キャッシュレス決済事業者が正式に登録

(補助金の交付決定)、公表されました。 

 

＜中小小売店等の参加申請＞ 

①店舗等が本制度の対象か確認を 

 本制度は、原則として中小企業基本法の中小

企業等に該当する中小企業・小規模事業者が対

象です。ただし、定義上は中小企業等に該当し

ても、直近3年の課税所得が年平均15億円以下で

あることや、特定の事業区分、取引、商品につ

いては｢対象外｣になる場合があります。詳細

は、本制度ウェブサイトで事業内容や取

扱商材の適用性について確認できます。 

 

②参加申請方法の確認を 

 本制度は、新たにキャッシュレス決済手段を

導入する中小小売店等だけでなく、既に導入済

みの中小小売店等も参加可能です。新たに

キャッシュレス決済手段を導入する場合は、決

済事業者から公表された｢プラン｣の中から、自

社に合ったサービス内容を提供する決済事業者

に直接連絡のうえ、新規で手続きを行う必要が

あります。一方、後者で、現在利用中の決済

サービスを継続利用したい場合には、同サービ

スを提供している決済事業者が本制度に登録済

みかを確認のうえ、当該決済事業者と改めて手

続きを行っていただく必要があります。後者

は、中小小売店等からアクションを起こさない

限り、参加手続きが行われないことに注意が必

要です。 

③申請時の留意事項 

 キャッシュレス決済事業者が、本制度を通じ

て提供する｢プラン｣の概要は、専用ウェブサイ

トにリストとして掲載されています(※)。具体

的には、｢クレジットカード｣｢電子マネー｣｢QR

コード｣｢特定地域向け(地域通貨、地域限定サー

ビス等)｣｢EC事業向け(オンライン決済サービ

ス)｣の5つに分類されています。 

 なお、同一の決済事業者が複数の決済サービ

スを提供している場合、中小小売店等は決済

サービスごとに申込む必要があり、それぞれに

決済事業者から審査を受けます。また、本制度

に参加する中小小売店等には別途、｢要件｣(本制

度に関する国や補助金事務局による調査への協

力等)や｢義務｣(ポスターの店頭掲示義務や、消

費者とのキャッシュレス取引がキャンセル・取

消しとなった場合に消費者に対して当該取引の

ポイントが還元されないようにするための決済

事業者への報告義務等）が課されることになり

ます。詳細は、参加申請するB型決済事業者へ確

認をお願いします。 

 中小小売店等は、決済端末を｢実質無償｣で導

入可能であり、かつ実施期間中の決済手数料は

｢実質2.166％以下｣であるものの、別途通信費な

ど付随コストの発生や、補助期間終了後の端

末・決済手数料の取扱いが決済事業者により異

なるため確認が必要です。詳細は、｢加盟店向け

決済サービスのリスト｣の概要をご参照下さい。 

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。 

 

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 

℡ 

加盟店向け決済

サービスのリスト 
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活動報告 

京都山城造園協同組合 

 5月17日(金)、精華町の酔月

において総会を開催。本年は役

員改選を行い、役員が選任さ

れ、続く理事会において山本均

氏が理事長に再任されました。 

城陽市造園建設業協会 城陽繁栄会 

青谷地区振興会 

 5月24日(金)、味彩において

総会を開催し、平成30年度事業

報告決算・令和元年度の事業計

画収支予算が承認され、終了後

の懇親会で親睦を深めました。 

 5月23日(木)、東城陽ゴルフ

倶楽部にて、16名参加のもとゴ

ルフコンペを開催。快晴の天気

に恵まれ、絶好のゴルフ日和と

なりプレーを楽しみました。 

 5月19日(日)、17名参加のも

と日帰り親睦旅行を開催。若

狭・小浜方面へ赴き、お箸づく

り体験や温泉、買い物等を楽し

み、親睦を深めました。 

異業種交流グループ城親会 

 5月23日(木)、八百忠別館に

おいて総会を開催。西口功大会

長が再任され、本年も引き続き

特産品開発を行っていくこと

が確認されました。 

宇治公衆衛生協会城陽支部 京山城燦彩糸協議会 

 5月27日(月)、だいやにて総

会を開催。平成30年度事業報告

並びに収支決算、令和元年度の

事業計画並びに収支予算、役員

改選について承認されました。 

 5月30日(木)、もち月にて総

会を開催。平成30年度事業報告

並びに収支決算、令和元年度事

業計画並びに収支予算につい

て承認されたほか、3月末を

もって退任された山内副会長

に代わり、福永氏(泉工業㈱)を

新副会長に選任。 

 総会終了後の懇親会では、新

年度の事業計画について熱い

議論が交わされました。 

城陽商工会議所女性会 

 5月7日(火)、八百忠別館にて

通常総会を開催しました。当日

は20名が参加し、議案審議は原

案通り承認。5名の方が新しく

役員に就任されました。 

寺田南地区振興会 

 5月6日(月・祝)、矢橋帰帆島

公園にてグラウンド・ゴルフ大

会を開催。今年は他地区からも

ご参加頂き、総勢20名が晴天の

中、プレーを楽しみました。 

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5月7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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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。 

6月12日（水）13:30～16:00 

6月13日（木）13:30～16:00 

6月20日（木）13:30～16:00 

6月21日（金）13:30～16:00 

 ｢経済センサス｣と｢商業統計

調査｣が実施されます。城陽市

の調査員が伺う場合があります

ので、ご協力をお願いします。 

「わくわくセール２０１９」参加店募集中！ 

 城陽市内の個店を対象に、クーポンブックおよびスク

ラッチカードの発行事業を実施いたします。クーポンブッ

クは、市内へ全戸配布します。是非ともご参加下さい！ 

◆売出期間 7月1日(月)～12日(金) 

◆対  象 当所会員、城陽市小売商業連合会会員(個店) 

◆参 加 料 1口5,000円 

◆  折込日：7月1日(月) 

      市内全戸配布 約25,000枚 

      A4版 カラー印刷 

◆申込方法 折込チラシ裏面の参加申込書に、必要事項を 

      ご記入の上、FAXにてお申込みください。 

◆締  切 6月7日(金) 

【詳細：5月号折込チラシ】 

労働保険年度更新のお知らせ 

 ｢平成30年度分の確定保険料｣と

｢令和元年度分の概算保険料｣の申

告納付(年度更新)の手続きはお早

めにお願いいたします。また、昨

年度に引き続き｢石綿健康被害救

済法｣に基づく一般拠出金の申告

納付も併せて行っていただくこと

になります。 

 先般ご提出いただきました書類にて手続きを進めております。 

後日、｢労働保険料口座振替お知らせハガキ｣をお送りいたします

ので、保険料のお支払手続きをお願いします。【担当：指導課】 

～当所労働保険事務組合にご加入の事業所さまへ～ 

経済センサス-基礎調査 

一日公庫 

 7月9日(火)、こくきん一日公

庫を開催します。公庫から融資

担当者が出張し、融資のご相談

を承ります。締切6月20日(木) 

【詳細：折込チラシ】 
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 宮崎市に本部を置く｢生活協同組合(生協)コー

プみやざき｣という生協スーパーがある。設立は

1973年、「宮崎市民生活協同組合」として、当

初は690人の組合員でスタートした。設立の翌年

の売上高は1億円弱、組合員数は1600人であった

が、その後はほぼ一貫して業績を右肩上がりに

伸ばし、2017年度は、売上高300億円、組合員数

25万人にまで拡大している。スタート当初は牛

乳などの共同購入のみであったが、1988年には

組合員の要望が強かった店舗を開店し、今や宮

崎県内全域に15店舗を構える。そればかりか、

宮崎県内の世帯加入率も53％に上り、宮崎県民

にとって、なくてはならない生活支援施設に

なっている。全国各地の生協スーパーだけでは

なく、全国規模の大型スーパーであっても、こ

の45年間は出店・退店を繰り返してきたが、

コープみやざきは、退店が1店舗もないという優

等生である。その最大の要因は、設立者であり

顧客である組合員の幸せ･満足度向上のため、

コープみやざきの役職員がこの間、基本スロー

ガンを胸に全社一丸となって、〝良いお店づく

り〟にまい進してきたことである。基本スロー

ガンの内容は｢“私たちの供給する商品を中心に

家族のだんらんがはずむこと”をめざします｣で

ある。このスローガンに基づき、実施されてい

る施策の一つが、組合員から提出される｢よくす

るカード｣｢よかったよカード｣である。その提出

枚数は、年間なんと8万枚以上だという。加えて

言えば、そのカードに書かれた提案が、ことご

とくお店づくり･品ぞろえなどに生かされている

というからすごい。また、コープみやざきで

は、利用者満足度調査を実施しているが、最新

のデータでその満足度は92.6％となっている。

さらに、全国の生協店舗利用者に対し、｢生協総

合研究所｣が顧客満足度を調査しているが、その

満足度も他の生協に比べ抜きんでて高くなって

いる。その理由は、職員満足度を高めるため、

役員・幹部職員が、組合員に良いサービス・良

い商品を提供するための行動を実践してきたか

らである。例えば、全職員を実質定年なしの無

期雇用とし、一人一人の職員の生きがいと働き

がいを重視した労務施策を講じている。そのた

めか、コープみやざきには70歳を超えた社員が

現在29人もいるという。こうしたこともあり、

コープみやざきの職員の意識も極めて高く、結

果として顧客満足度も非常に高いのである。 

7 

会議所だより（本誌）広告主を募集中！ 
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 ｢Haruulala(ハルウララ)｣というベビー服のブ

ランドをご存じでしょうか。福岡に拠点を置く

Sunday Morning Factoryという小さな若い会社

が展開しています。(https：//haruulala.life)

オーガニックコットン素材を使ったかわいらし

いデザインで、主にギフト需要がターゲット高

収入の“意識高い系”ママさんを中心に、ネッ

ト上で話題になっている注目のブランドです。

会社情報によると従業員は6人。もともとバング

ラデシュの貧困対策に貢献することを目指して

つくられた事業で、現地で生産・縫製をしてい

ます。私が注目したのは、そのエシカルなビジ

ネスモデルよりも、このブランドのベビー服を

買って贈る人、それをもらって使う人の消費者

心理をしっかりと研究してものづくりに落とし

込んでいる点です。象徴的なのはベビー服に付

けられた名前を書くタグに3行分のスペースがあ

ることです。まず、タグの一番端に名前を書い

て使った後、お下がりで弟や妹、あるいは誰か

にあげる際には名前の書かれた部分を切って回

せば、次の人はまた改めて名前が書き込めると

いう仕組みです。高級品だから使い捨てではな

く長く使いたいという心理に寄り添っていま

す。製品そのものもかわいい図柄(9種類から選

べる)なのですが、特筆すべきはギフトボックス

のかわいさです。もらった人が喜んで小物入れ

などにも使ってもらえそうなデザイン。通販で

ギフトを注文すると、値札や価格の分かる納品

書は付けずに届けられます。商品ラインアップ

の価格帯も贈る側の心理に合わせて、消費税を

含めても1万円以下、9000円以下などになるよう

9000円、8200円といった価格設定になっていま

す。ちょっとした小物なら税を入れても2000円

以下になる1800円といった具合です。贈る側の

心理をよく研究していると思います。販促や話

題づくりのSNS(会員制交流サイト)の使い方もと

ても上手です。自社の商品を着てくれた子ども

の写真に♯haruulalaとタグを付けて投稿すれ

ば、このブランドの公式サイトに掲載してくれ

ます。わが子のかわいさ自慢をしたい人の気持

ちに寄り添ったサービスともいえますし、贈っ

た側の人も満足してもらえるアプローチです。

商品そのものについても、縫い目の凸凹が肌に

直接当たらないような設計になっていたり、洗

濯方法を記したタグの付け方などにも配慮され

ています。こうして消費者が｢買う｣｢贈る｣｢もら

う｣｢使う｣｢自慢する｣といった商品と関わるそれ

ぞれのシーンの中で、どんな配慮や心遣いをさ

れたら喜ぶかをきちんと想定してそれに必要な

ものづくりは製造原価が上がっても手を抜かな

い。場合によっては有料にして消費者に負担し

てもらうというビジネスを行っています。こう

した考え方は、少量生産で素材の良い品物を高

付加価値で高く買ってもらう必要がある地方の

中小企業のものづくりの現場にとって学ぶこと

が多いと思います。通販サイトの写真の使い方

なども含めて一度じっくりと研究してみてはい

かがでしょうか。沢山のヒントがありますよ。 

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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 皆様はじめまして。平成27年6月に開業しまし

た、ダイエットサロン SOPOの淵上留美です。 

 当店は、医師が推奨する｢耳つぼダイエット｣を

中心に施術を行う美容整体サロンです。耳つぼへ

の刺激は食欲・ストレスの抑制、さらには脂肪燃

焼や新陳代謝アップなどの効果が期待できます。 

 1人でするダイエットって本当に辛く、なかな

か結果が出ないものです。ダイエットサロン 

sopoでは、カウンセリングを行った後、お客様お

ひとりおひとりに合ったダイエットプログラム

を作り、二人三脚でダイエット成功に導きます。 

 ダイエットが続かない…、本気で痩せたい。 

このようなお悩みをお持ちの方々が、たった3ヶ

月でスリムボディだけでなく、健康や若々しさを

手に入れられています。お陰様をもちまして、現

在｢3ヶ月で10kgのダイエット｣を目指して、小学

生から60代のたくさんのお客様にご利用頂いて

おります。短期間で効果が実感できる｢耳つぼダ

イエット｣をぜひ一度お試しください。まずは、お

気軽にお問い合わせください。(ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ無料) 

皆様からのご連絡を心より

お待ちしております。 

絶対に損はさせません！！ 

 

～淵上 留美 氏～ 

❖痩身カウンセラー 

❖美容整体師 

❖健康管理士 一級指導員 

「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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文パルチケット情報 

ダイエットサロン ＳＯＰＯ 

 会員データ [代表]淵上留美 [住所]〒610-0121 城陽市寺田深谷57-63 [TEL･FAX]56-0967 

       [営業時間]10:00〜21:00 [定休]日曜日 [備考]女性専用サロン 

▲代表の淵上 留美 氏 

日時 8月12日(月) 

     11:30/14:30 

会場 プラムホール 

料金 3,000円 

   ↓ 

     2,700円 

お笑い お笑い・絶品モノマネライブ 

前期健康診断のご案内 

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。 

締  切 6月12日(水)まで        【詳細：折込チラシ】 

全地区振興会「親睦グラウンド・ゴルフ大会」開催！ 

 5月26日(日)一休グラウンド

ゴルフ倶楽部にて、総勢90名

(各地区から10名)参加のもと、

第2回目となる、全地区振興会

｢親睦グラウンド・ゴルフ大会｣

を開催しました。 

 開催結果は次のとおりです。  

【団体の部】 

・優 勝 久津川東地区振興会  

・準優勝 寺田西地区振興会  

・第３位 寺田東地区振興会 

【個人の部】 

・男性優勝 奥田直温さん 

 (久津川西地区振興会） 

・女性優勝 福井秀子さん 

 (久津川西地区振興会) 

▲始打式を行う松原運営委員長 

日時  
7月2日(火) 7月3日(水) 7月4日(木) 

午前の部／9:30～11:30  午後の部／13:30～16:00 

場所 城陽商工会議所 青谷コミセン 京都きづ川病院 

日時 6月21日(金) 

     10:30/14:00 

会場 プラムホール 

料金 900円 

   ↓ 

     810円 

映 画 こんな夜更けにバナナかよ 

日時 7月7日(日) 

     13:00/17:00 

会場 プラムホール 

料金 5,500円 

   ↓ 

     4,950円 

新喜劇 吉本新喜劇ワールドツアー 

(繁栄) 
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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 

  

①6月29日(土) 19時～ 

 VS 水戸ホーリーホック 

 ☆申込締切 6月12日(水) 

 

②7月7日(日) 18時～ 

 VS V･ファーレン長崎 

 ☆申込締切 6月19日(水) 

 

③7月20日(土) 19時～ 

 VS 大宮アルディージャ 

 ☆申込締切 7月3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 

 当所では、外国人を雇用、または雇用を検討している事業所様

を対象に、外国人雇用に関する基礎知識等の理解を深めて頂くた

めのセミナーを開催いたします。セミナー終了後、個別相談会も

実施しますので、是非ご参加ください。 【詳細：折込チラシ】 

 

【講師】  

野村 忠史 氏 

ﾅｲﾝｿｰﾂｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ㈱ 

代表取締役・中小企業診断

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 

セミナー情報 

■日 時 6月26日(水) 
     14:00～16:30 
■場 所 当所 会議室 
■参加費 無料 
■定 員 30名(先着順) 
■内 容 
❖第1部 14:00～16:00 
 ｷｬｯｼｭﾚｽの仕組み等の講演 
❖第2部 16:00～16:30 
 決済事業者PayPay㈱による 
 説明とﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ 

【詳細：折込チラシ】 


