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光と影｡光の裏には､それを支えて

いる影の存在がある｡縁の下の力

持ちに日頃から感謝を持てるよう

にしたい｡      

     書道家 武田 双雲   

 毎年、会員相互の親睦と交流、情報交換の場として開催をしており

ます会員大会を�年ぶりに開催いたします。 

 今回はバラエティ番組で大活躍し、数々の賞を受賞されている

『スーパーマラドーナ』のほか、『ラニーノーズ』と『もりやすバ

ンバンビガロ』をお迎えし、漫才や大道芸をお楽しみいただきます。 

 また、『スーパーマラドーナ』による司会のもと、豪華景品があた

る福引大会を行います。 

 さらに今年は、新型コロナウイルス感染症の影響により懇親会

（飲食の提供）は中止させていただきますが、当日ご参加いただい

た来場者の方に“お買物券”(4,000円分) をお持ち帰りいただきま

す。 

 当日の参加受付は行いません。申込締切は令和4年1月21日(金)ま

でですが、ぜひお早めにお申し込みください。 

【詳細：折込チラシ】 

 第��回城陽商工会議所会員大会の開催に伴い、 

城陽商工会議所会員大会お買物券を発行いたします。 

 このお買物券は、事業所を訪問・利用する事により、会員相互の

親族と交流を図っていただき、情報交換をしていただく事を目的と

し、発行いたします。 

 つきましては、お買物券をご利用いただける店舗を募集いたしま

すので、多くの皆様の申込をお待ちしております。 

                    【詳細：折込チラシ】  

漫才：スーパーマラドーナ 

音曲漫才： 

 ラニーノーズ 

大道芸： 

もりやすバンバンビガロ 

日時：令和４年２月１６日(水) 

会場：文化パルク城陽 プラムホール 

午後５時３０分～午後７時３０分 

 （午後５時より受付開始） 

 

  

  

 
 

参加費：2,000円 
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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年又は2020年の基準月の売上－2021年の対象月の売上 
(※)上限：中小法人等:20万円/月､個人事業者等:10万円/月 

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) 

申請締切 [10月分] 令和4年1月7日(金)まで（当所での事前確認：12月28日(火)まで） 

■ 月次支援金 

■ 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  

支給額 

上限 

支給対象月(令和3年9月､10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｡  
(※)上限：令和3年9月､10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 

 ① 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 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 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 [9月分] 令和4年1月7日(金)まで [10月分] 令和4年2月1日(火)まで 

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） 

 

 城陽市月次支援金対象事業者支援給付金 城陽市休業要請等対象事業者支援給付金 

対象者 

令和3年4月から9月のいずれかの月を対象に

国の月次支援金の給付を受けた城陽市内に

本社・本店がある中小法人等及び個人事業

者等 
※月次支援金の申請時に記載・登録した住所

（中小法人等は登記、個人事業者等は住所）に

より判断されます。  

以下いずれかの期間に対する府の協力金を

受給した､城陽市内に事業所を有する事業者 
１．令和3年4月25日(日)～5月31日(月)  

  （緊急事態宣言期間） 

２．令和3年6月 1日(火)～6月20日(日)  

  （緊急事態宣言期間） 

３．令和3年8月17日(火)～8月19日(木)  

  （まん延防止等重点措置期間） 

４．令和3年8月20日(金)～9月12日(日)  

  （緊急事態宣言期間） 

５．令和3年9月13日(月)～9月30日(木)  

  （緊急事態宣言期間） 

給付額 国の月次支援金を受けた月数×2万5千円  

京都府より定額(緊急事態宣言期間:4万円､

まん延防止等重点措置期間:3万円)で協力金

が支給された日数×1,000円と京都府より定

額以外で協力金が支給された日数×5,000円

の合計額 

申請方法 申請書類をメールもしくは郵送にて提出  

申請締切 

お問合せ 城陽市まちづくり活性部商工観光課 ℡0774-56-4018 shoko@city.joyo.lg.jp  

令和4年2月28日(月)まで  
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■ 就労・奨学金返済一体型支援事業 

補助対象 

となる 

中小企業等 

京都府内に事業所があり､従業員への奨学金返済支援制度を設けている中小企業等(中

小企業等経営強化法に定める中小企業者､医療法人､学校法人､社会福祉法人､特定非営

利活動法人､社団法人(一般･公益)､財団法人(一般･公益)､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､｢京都モデル｣ワーク･ライフ･バランス推進企業認証を

受けているもの等)  

支援対象者 

上記企業等に勤め、次の要件を全て満たす者（年齢制限なし） 

①正社員であること ②当該企業において正社員となってから6年以内(中途採用含む) 

③受給した奨学金を本人が返済中であること ④府内事業所に勤務していること   

補助額 

企業負担額の1/2以内 （年間奨学金返済額の1万円を超える部分の1/2以内） 

・正社員となってから1年目～3年目* 上限9万円／人・年 

・正社員となってから4年目～6年目* 上限6万円／人・年  

(*新卒採用で返済猶予期間がある場合は、初回返済日の月から起算)  

補助期間 対象者１人につき最大6年間  申請締切 令和4年2月28日(月)まで  

申請方法 

お問合せ 

京都府中小企業団体中央会 ℡075-708-3701 Fax075-708-3725  

（月～金 9:00～12:00／13:00～17:00 ※祝日、年末年始を除く）  

〒600-8009 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地 京都経済センター3階  

申請書類を以下まで郵送または持参にて提出 
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■ 多様な働き方推進事業費補助金 

 ＜テレワークコース＞ ＜子育てにやさしい職場づくりコース＞ 

対象者 
京都府内に事業所を有し､かつ､｢子育て環境日本一に向けた職場づくり行動宣言｣を行うもの

であって､必要要件�※�のいずれかを満たすもの (※)京都府ホームページにてご確認ください 

対象経費 

①講師謝金 ②旅費 ③消耗品費 ④印刷製

本費 ⑤教育研修費 ⑥役務費 ⑦委託料 ⑧

備品購入費 ⑨新たにテレワークを実施す

るために必要となる機器のレンタル､リー

ス及び購入経費並びに施設整備費等 

①規則等作成料 ②コンサルタント料 ③講

師謝金 ④施設整備費⑤機器のレンタル､

リース及び購入経費 ⑥教育研修費 ⑦備品

購入費 ⑧旅費 ⑨印刷製本費 ⑩役務費 ⑪

消耗品費 ⑫委託料 ⑬取組発信経費(広告宣

伝費､出展費､ホームページ作成費､求人媒体

作成費)⑭その他中央会が必要と認める経費 

補助率 

上限 

[中小企業者等] 

 1/2以内(上限額50万円) 

[小規模企業者] 

 2/3以内(上限額50万円)  

[中小企業等による個別事業] 

 1/2以内(上限額50万円) 

[複数事業者による共同事業] 

 2/3以内(上限額100万円)  

申請方法 

①京都府テレワーク推進センターにお電話 

の上､事業実施計画書をご提出ください｡個

別訪問･電話･オンライン･窓口相談等にて

専門家のアドバイスを受けてください｡  

②アドバイス内容を踏まえて交付申請書等 

を作成し､京都府テレワーク推進センター 

に提出してください(郵送又は持参)  

①京都府労働政策課にお電話ください｡補助

金申請のポイント等について､個別訪問によ

る専門家のアドバイスを受けてください｡  

②アドバイス内容を踏まえて交付申請書等 

を作成し､京都府中小企業団体中央会に提出 

してください(郵送または持参)  

申請期間 令和3年12月28日(火)まで  

お問合せ 
京都府テレワーク推進センター 

℡075-746-5252 
（月～金 9:00～17:00） 

京都府商工労働観光部労働政策課 

℡075-414-5085  
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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～8,000万円 

【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：100万円～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  

申請方法 jGrants(電子申請システム)での申請 申込期間 【第4回】12月21日(火)まで 

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）  

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  

■ 事業再構築補助金 

■ 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5回】令和4年1月12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＞ 
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 岸田政権が発足し､さまざまな政策が打ち出さ

れているが､その最大の特徴は､安倍･菅政権より

｢成長と分配｣の｢分配｣に重点を置いていること

であろう｡そのキャッチフレーズが｢新しい資本

主義｣である｡これに関して､政府は10月15日に

｢『成長と分配の好循環』と『コロナ後の新しい

社会の開拓』をコンセプト｣にし､全閣僚をメン

バーに据え､内閣官房に｢新しい資本主義実現本

部｣を設置した｡ 

 確かにコロナ禍での疲弊した経済を､赤字国債

を財源としてでも､さらなる財政出動によって分

配を厚くして消費を喚起し成長を促し､所得格差

の解消を目指すということは重要ではある｡しか

し､少子高齢化の急速な進展と社会保障の問題を

抱えることも踏まえると､それだけでは将来的な

財源の健全な持続的な確保と経済成長の持続可

能性を担保することは難しい｡政府施策を呼び水

とし､国全体の経済成長につなげるための民間の

投資を促し､それによって労働生産性を高めて､

国全体が分配を享受するという持続可能な｢成長

と分配の好循環｣のために､ワイズスペンディン

グ(賢い支出)の議論の優先度を高めていくこと

が重要であろう｡しかし､政府内においても､党首

討論でも､コロナ禍の有事とポストコロナの平時

の政策の区別がないまま､この議論が不足してい

る｡ワイズスペンディングを唱えた英国の経済学

者であるケインズも､不況対策として財政支出を

行う際には､将来的に利益･利便性を生み出すこ

とが見込まれる事業･分野に対して支出を選択的

に行うことが望ましいとしている｡つまり､アベ

ノミクスでも､現政権の新しい資本主義でも､各

党の政策でも｢出ずるを制して入るを量る｣ため

には｢賢い支出｣の実現が共通の課題であろう｡ 

 ワイズスペンディングの実現に向けては､規制

緩和を通じてイノベーションを促進し､同時に経

済･社会構造の改革を進めていく必要があろう｡

これを同時に進めなければ､今回のコロナ禍の対

応のような有事のワイズスペンディングの機能

は働かない｡特に､規制緩和が有効に効果を発揮

するためには､“政府のデジタルトランスフォー

メーション(DX）”を進め､効果的な予算の執行

を困難にする制度およびそれを支えてきた官公

庁の構造的課題にメスを入れ､本当に支援が必要

な国民あるいは企業･産業に､適正なタイミング

で十分な金額を提供するような仕組みを再構築

していくことが必要であろう｡ 

 これに加えて､ポストコロナを見据えた成長の

ための民間投資の呼び水となるための､環境､デ

ジタル､教育､危機管理投資等の成長分野への投

資などの平時のワイズスペンディングの実現の

ためには､政府の“目利き”が重要となる｡現政

権が主張するように､長期的な視点での財政出動

の議論ができないという政府予算の単年度主義

の弊害を是正して､中長期的にさらなる積極的で

大規模な財政出動による成長戦略を目指すので

あれば､政府の目利きは必要不可欠である｡目利

きが機能すればワイズスペンディングも実現し

ていく｡この機能が備わっていれば､経済安全保

障の政策を強化しながら､政府主導で成長分野に

効果的･効率的な投資を官民で実現して､潜在成

長率を十分に高めることができよう｡その一方､

政府が賢い支出を実現していないことを踏まえ

ると､政府の目利きは機能しているのだろうかと

いう疑問が残る｡さらに目利きが機能するための

条件として､政府のガバナンスの強化が欠かせな

いが､その土台となる民主主義が健全に機能する

かという懸念もある｡その背景には､長期政権か

らの移行期には､建設的な視点で政策が語られ

ず､ポピュリズム的な政策が台頭する可能性が高

まることがある｡加えて､海外の投資家からは､政

府の目利きが機能していない状態での補助金な

どの支援策の民間企業のガバナンスへの影響も

指摘されており､民間の健全な目利きが劣化する

ことも想定される｡ 

 国外を概観すれば､米中の“自国ファースト”

を軸とした対立が激化し､これまでのようなグ

ローバリゼーションのさらなる進展による経済

成長への期待は急速にしぼんでいる｡2020年代は

1930年代のような“世界経済の暗黒の10年”と

なる可能性を指摘する専門家も存在し､今後10年

の中長期の政策の成否は非常に重要である｡まさ

に｢出ずるを制して入るを量る｣ために政府が機

能するかどうかで､日本の未来が大きく左右され

るといえるのではないか｡ （10月20日執筆） 
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団体３０名様まで 
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 コロナ禍の緊急事態宣言によって全国の広い

エリアの飲食店で､酒類の提供自粛が求められた

ことから､酒類の代替えとしてノンアルコール飲

料が売れました｡宣言は解除になりましたが､ノ

ンアルコールとローアルコール飲料の定着と拡

大はこの先も続きそうです｡ 

 アサヒビールが発売したアルコール0.5%の

「ビアリー」は今年3月に地域限定で販売された

後､６月から全国の主要コンビニエンスストアや

スーパーで売られるようになり､新しいジャンル

をつくったヒット商品となりました｡従来のノン

アルコールビールは､その製造過程にアルコール

が介在しませんが､これは通常のビールと同じよ

うに酵母で麦芽を発酵させた後､アルコール分を

除去しているそうです｡ 

 実は､こうしたノンアル､ローアル飲料のヒッ

トは米国では先駆けて起きています｡ハイネケン

やバドワイザーのブランドで知られるビール会

社アンハイザー･ブッシュ･インベブがノンアル､

ローアル飲料を発売し､売り上げを大きく伸ばし

ています｡消費者の健康志向の高まりや､そもそ

も酔うこと自体が格好悪いとされる価値観が広

まっていることなどが背景にあります｡ 

 これまでノンアルやローアル飲料は､車の運転

やアレルギーの対策など､本当は飲みたいのに飲

めなくて仕方なく選ぶものでした｡しかし製法の

進化で各段に味が良くなったことで､積極的に選

んでもおかしくない選択肢に変わったことも大

きな要因です｡ 

 私も自宅でのオンライン飲み会など､時間制限

のない会ではノンアルやローアル飲料を選ぶこ

とが多いです｡引き続き仕事もできるし､翌日の

コンディションも悪くならないからです｡ 

 さて､ノンアル､ローアル飲料のニーズが定着

すると､世の中の消費スタイルはどのような変化

が起きるのでしょうか｡まず飲食店はこれまでの

お客さんに加えて「飲まない人」に対するメ

ニューやサービスの充実を迫られるでしょう｡ノ

ンアル､ローアル飲料も味が良くなったことで､

お酒の代用品という扱いから､一つの商品として

のジャンルへと変わるでしょう｡「酒場」の在り

方も､アルコールを摂取するという目的は薄ら

ぎ､よりコミュニケーションやグルメを追求する

場へと変貌しそうです｡ 

 また「飲み」のシーン自体も広がりを見せる

でしょう｡車の運転前もそうですが､スポーツの

前や最中､やや背徳感（はいとくかん）があった

休日の「朝飲み」「昼飲み」などが､癒やしの状

況として注目されそうです｡また､社員食堂や学

食といったこれまでアルコールがそぐわない場

所でも状況によっては許されるようになるかも

しれません｡ 

 一方で､これまでは「酔った勢い」ということ

で社会が許容していたことが許されなくなりま

す｡飲み会では､飲まない人が混在していても楽

しめるルールとマナーが形成されそうです｡ノン

アル､ローアル飲料の選択肢が普通になれば､飲

み会嫌いの職場の若者も参加してくれるように

なるかもしれません。 
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新入会員募集!! 
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12月8日（水）13:30～16:00 

12月9日（木）13:30～16:00 

12月16日（木）13:30～16:00 

12月17日（金）13:30～16:00 

小規模事業者の資金調達を応援します。 

■ 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11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 

テイクアウト･デリバリー･店内でのランチに使える

クーポンが京都府より発行されています。 

参加店舗の申込期限は【12/15(水)】まで延長中！ 

 (※申込には左記「認証」の取得が必要です) 
 

 ＜お問合せ＞ 京の飲食店応援クーポン事務局   

   ℡075-276-3854（平日10:00～17:00）   

 京都府では、感染拡大防止対策を向上させる取組を行う｢京都府新型コロナウイルス感染防止対策

認証制度｣(※下記)の認証を受けた施設に『京都府新型コロナウイルス感染防止対策応援金』を支給

されます。（支給額：５万円/１事業所） 

 

  ■支給対象：感染拡大防止対策を向上させる取組を行う認証店   

  ■感染防止の取組例（受給後、取組を報告する必要があります）  

   換気対策、来店客や従業員に対する感染対策 など     

  ■申請期間：11/25(木)～2022/1/17(月)まで         

  

 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

飲食店を認証するものです｡申

請は【12/31(金)】まで延長中! 

 

＜お問合せ＞ 

京都府新型コロナウイルス 

感染防止対策認証制度事務局 

 ℡075-284-0182 

 （月～土 9:30～17:30） 

＜お問合せ＞ 

 応援金コールセンター 

 ℡075-252-1331 

 （平日9:30～17:30) 

小売・サービス業の店舗で使用することのできる

クーポンが京都府より発行されています。 

参加店舗の申込期限は【12/28(火)】まで延長中！ 
 

 

 ＜お問合せ＞ 京の小売・サービスクーポン事務局   

   ℡075-353-6894（平日10:00～17:00）   
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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。 

         むらた せいこ 

 スタッフ 村田 成子 

お客様へのメッセージ 

 オンライン保険相談増え

ています！感染症が流行す

る中、安心・安全なオンラ

イン保険相談をご利用にな

れます。 

       かい まさき  

 スタッフ 甲斐 眞樹 

お客様へのメッセージ 

 寒気厳しい折柄あわただ

しい師走となり何かとご多

用のことと存じます。くれ

ぐれもご自愛くださいます

ようお祈り申し上げます。 

 当所2号議員である福田昭治

氏(平和堂同友店会アル･プラザ

城陽支部 顧問／㈲太呂 代表取

締役)が､去る11月7日にご逝去

されました。 

 城陽市の商工業の活性化と､

当所の活動にご尽力を賜りまし

たことに深く感謝申し上げます

とともに､心よりご冥福をお祈

り申し上げます｡  

 11月15日(月)アル･プラザ城

陽にて交通安全啓発活動に参加

し、来店客に交通ルールの順守

を呼びかけました。 

 11月21日(日)城陽五里五里の丘にて、奥田城

陽市長を来賓に迎え、総勢91名参加のもと交流

事業｢和っ祭2021｣を開催。地域の子供たちと笑

顔あふれる交流を目的に、地元高校生の協力の

もと企画。思い思いの願いを込めた200個を超え

るLEDスカイランタンが夜空を彩りました。 

 また、11月26日(金)京都文教大学にて、総勢

43名(YEG会員26名、学生17名)参加のもと提言実

行事業｢学生と企業の交流会｣を開催。令和2年度

に城陽市に提言した｢企業と若者との接点の創

出｣の実現を図るべく、普段接することのない両

者が気軽に触れ合うことのできる座談会を企

画。両者ならではの視点から、互いに多くの気

づきを得ることができた、YEG会員、学生双方に

大変実りある有意義な交流会となりました。 

 11月29日(月)シェルにて20名

出席のもと総会を開催｡令和3年

度事業報告･決算､令和4年度事

業計画･予算が承認されました｡ 



令和�年��月�日発行（毎月�日発行������ � 会 議 所 だ よ り 第���号（平成�年�月��日�第�種郵便物認可） 

 スクナヒコワインは、2019年2月からワインの

ネット販売・地域への配達をメインに事業を開

始しました。配達をする中でお客様とお話しす

るのがとても楽しく、またお客様からのご要望

もあり、2021年10月に実店舗をオープンいたし

ました。 

 ワインは、意識しているわけではありません

が、無農薬栽培や低農薬栽培、添加物も基準値

をはるかに下回る商品がほとんどです。ワイン

以外にもチーズや食肉加工品などのおつまみも 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

扱っています。小さなお店ですが、当店でお買

い物をして頂いたらあとは帰って飲んで食べら

れる、というようなお店になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 実店舗はオープンしたばかりですが、お客様

には商品だけでなく、楽しかった思い出も提供

できるお店を目指しています。そういう意味で

は当店のライバルはディズニーリゾートだと

思っています。ワインをお好きな方もそうでな

い方も、是非一度遊びにいらしてください。 

 会員データ [代表] 安田智貴    [住所] 寺田市ノ久保2-549  [駐車場] 2台 

       [TEL] 080-4604-7942  [営業時間] 14:30～19:00  [定休日] 不定休          
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 11月11日(木)第223回常議員会を開催しまし

た。概要は次のとおりです。 

1.令和4年度商工業施策要望項目(案)について 

2.新入会員について 

 それぞれ原案どおり承認されました。 

 また、2号議員の変更について、城陽市プレミ

アム付き商品券2021発行事業について、城陽市

大謝恩フェアについて、令和4年新春経済講演会

について、委員会･部会･地区振興会等活動･役員

行事出席について報告を行ないました。 

事業所名 地 区 部 会 所在地 業 種 

藤井産業(株) 寺田北 工業 寺田垣内後32-1 繊維製造 

チアリー英語研究会 深谷教室 寺田東 サービス 寺田宮の谷17-23 学習塾 

スクラムエンタテインメント(同） 富野東 サービス 
長池北清水6-2  

北清水ﾊｲﾂ101 
イベント企画・制作 

(株)寿設備工業 寺田西 建設 寺田樋尻104-1 水道施設工事 

Hono Hono 久津川東 サービス 平川山道46-14 美容室 

Shine 久津川東 サービス 平川古宮12-5 美容室 

特定非営利活動法人 優人 久津川東 サービス 平川鍛冶塚10-3 介護サービス 
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 当所では下記の期間を、年末

年始休業とさせていただきま

す。ご不便をお掛けいたします

が、ご理解・ご協力の程宜しく

お願い申し上げます。 

 令和3年12月29日(水) 

 ～令和4年1月3日(月)まで 

※年明けは、1月4日(火)9:00～ 

 より業務を開始します｡ 

 城陽市産業会館は、暖房機器の故障に伴い夜間の使用ならびに

土曜・日曜および祝日について「貸会議室」「ロビー」の利用を

停止させていただきます。ご利用の皆様には大変ご不便をおかけ

いたしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

 停止期間到来後の利用については、改めてご案内をさせていた

だきます。 

  【停止期間】令和4年4月30日(土)まで 

  【停止時間】平日：17時～22時、土日祝：終日  

 11月29日(月)西脇京都府知事

と、京都府商工会議所連合会と

の懇談会が開催されました。 

 当所から堀井会頭が出席し、

東部丘陵地エリアに計画されて

いる京都府木津川運動公園北側

区域整備について要望を行いま

した。また府内共通要望とし

て、コロナ禍における経営支援

体制の強化、拡充、そして事業

承継、事業引継ぎの推進につい

てお願いしました。 

 今年で20回目を迎える城陽の

冬の風物詩「TWINKLE JOYO 

2021」が開催中です。『みんなの

五輪～コロナに負けるな～』を

テーマに、煌びやかな光による癒

しの空間を来場者へ届けます。 

 期間 12月1日(水)～25日(土) 

 場所 城陽市総合運動公園 

     ＬＯＧＯＳ LAND 

 点灯 17:30～21:00 

 11月28日(日)明治安田生命J2

リーグ第41節ジェフユナイテッ

ド千葉との試合がフクダ電子ア

リーナにて行われました。 

 結果は0-0で引き分けて勝ち

点1を獲得。京都サンガF.C.は

見事、12年ぶりのJ1昇格を果た

しました！ 

お買物券 ～利用期間～ 
 当選券･お買物券の利用期間･

精算期間はそれぞれ右記のとお

りです。精算は城陽商工会議所

にて行いますので、���円の当

選券（城くん賞）およびお買物

券をお持ちください。 お買物券 ～精算期間～ 

 12月1日付けで指導課に配属

されました大西亮です。 

 会員企業の皆様のお役に立て

るよう精一杯頑張ります。何卒

よろしくお願い申し上げます。 
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令和４年1月28日    

    
15:00～16:30   
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地元企業の活性化と地域経済 
～生き残りの道はここにある～ 

▲西脇知事との懇談会の様子 

  ※精算時間 9:30～16:00 ※年末年始12/29～1/3、土日祝を除く 


