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【対象者】令和3年度分会費を3月31日までに完納している事業所

において、上記に掲げる年数勤務している者（パートおよび家族

従業員を除く) で、事業主が勤務成績良好と認めた者。 

 ※勤続年数は入社日を起算日とし、3月31日を基準とする 

 ※過去に同年表彰を受けた方を除く  【詳細：折込チラシ】 

 目 次 

 

■永年勤続優良従業員表彰/ 1Ｐ 

 確定申告/保険料率変更        

■新型コロナ関連施策  2～5Ｐ 

■潮流を読む        6Ｐ 

■トレンド通信       7Ｐ 

■活動報告(YEG/工業部会)/ 8Ｐ 

文パルチケット/企業説明会/ 

チャレンジスクエア/会員大会   

■j-prosper         9Ｐ 

■城陽日和/セミナー/会費/ 10Ｐ 

 サンガチケット/特商/燦彩糸/ 

 会員大会お買物券 

 

1 

先行きがあまりにも 

不透明な時代だからこそ 

今を楽しむことが大事だと思う。  

    

     書道家 武田 双雲   

３ 
２０２２ 

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 https://joyocci.or.jp/ 

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） 

「永年勤続優良従業員表彰」 被表彰者を募集します 

確定申告は 【3/15(火)】 まで！お早めにお手続きください。 

勤続年数 表彰者 

30年（1992年4月1日以前に入社） 
日 本 商 工 会 議 所 会 頭 

城 陽 商 工 会 議 所 会 頭 

20年（2002年4月1日以前に入社）  城 陽 市 長  

10年（2012年4月1日以前に入社） 城 陽 商 工 会 議 所 会 頭 

 当所会員事業所において、永年

にわたり勤続されている成績優秀

な従業員様に対し、表彰式を行い

ます。対象の従業員様がおられる

事業所はぜひお申込みください。 

       

▲昨年の30年表彰記念品 

確定申告はお済みですか？ 

 令和3年分の確定申告について、新型コロナウイルス感染症の

影響により申告等が困難な方については《令和4年4月15日》まで

の間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することが

できます。詳細は国税庁ホームページをご確認いただくか、当所

までお問い合わせください｡          【担当：振興課】     

税 目 申告・納付期限 

所得税 令和4年3月15日(火) 

消費税 令和4年3月31日(木) 

表彰式 
令和4年6月24日(金)16時～ 

＠文化パルク城陽大会議室 

締 切 令和4年4月15日(金)まで 

保険料率変更のお知らせ 

    ◀ 国税庁ＨＰ 
「   「新型コロナウイルス感染

症の影響により申告期限までの申告

等が困難な方へ」 

＼令和4年3月分～健康保険料率／ 

詳細は･･･ 

 

 
 

 
▲協会けんぽＨＰ 

10.06％ ▶ 9.95％ 

＼令和4年3月分～介護保険料率／ 

1.80％ ▶ 1.64％ 

▲昨年の表彰式の様子 
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給付金、補助金のご相談は、お気軽に当所まで！ 

新型コロナウイルス感染症関連 府協力金、国補助金 

対象者 
【飲食店】飲食店・喫茶店等（宅配・テイクアウトサービスは除く） 

【遊興施設】接待を伴う飲食店等で、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗  

支給要件 

次のいずれにも該当する事業主（大企業も対象となります。） 

●時短要請を行った日(1/25(火)）以前から対象施設を運営しており、以下のとおり営業

していた企業・団体又は個人事業主であること 

 【認証店以外の店舗】（認証店以外の店舗と同様の措置を行う認証店を含む。） 

   午後8時から午前5時までの時間帯に営業 

 【認証店】（認証店以外の店舗と同様の措置を行う認証店を除く。） 

   午後9時から午前5時までの時間帯に営業 

●対象施設に関して、必要な許認可（飲食営業許可など）を取得している者であること 

 ※食品衛生法における 

●要請期間のうち、時短要請の協力開始日から、定休日等の店休日を除き、連続して要

請内容に応じた者であること 

●京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証ステッカー若しくは新型コロナウイルス

感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等

を遵守していること 

支給金額 

【｢営業時間短縮(午前5時～午後8時まで)｣かつ｢酒類提供は行わない｣場合】 

■売上高方式（中小企業）･･･3～10万円/日 

■売上高減少額方式（大企業（および希望する中小企業） 

 令和4年2月における1日当たりの売上高減少額×0.4/日（※上限額20万円/日） 

【｢営業時間短縮(午前5時～午後9時まで)｣かつ｢酒類提供は午前11時～午後8時30分まで｣

の場合】（※認証店に限る） 

■売上高方式（中小企業）･･･2.5万円～7.5万円/日         

■売上高減少額方式（大企業（および希望する中小企業） 

 令和4年2月における1日当たりの売上高減少額×0.4/日 または 

 平成31年、令和2年または令和3年のいずれかの年の2月における1日当たりの売上高× 

 0.3/日 のいずれか低い額（上限20万円/日） 

申請締切 令和4年4月1日(金)まで 

お問合せ 協力金コールセンター ℡075-365-7780（月～土 9:30～17:30 ※祝日を除く） 

★2/21以降の措置期間延長分に関しても、協力金が支給される予定です★ 

■ まん延防止等重点措置協力金（1/27～2/20実施分） 

対象者 国内に本社及び補助事業の実施場所を有する中小企業者および特定非営利活動法人 

対象経費 

①機械装置･システム構築費②技術導入費③専門家経費④運搬費⑤クラウドサービス利用

費⑥原材料費⑦外注費⑧知的財産権等関連経費⑨広告宣伝費･販売促進費([低感染リスク

型ビジネス枠]のみ)⑩海外旅費(【グローバル展開型】のみ) 

補助率 

上限･下限 

【一般型】100万円～1,000万円 

 [通常枠] 中小企業1/2以内、小規模事業者2/3以内 [低感染リスク型ビジネス枠] 2/3以内 

【グローバル展開型】1,000万円～3,000万円 中小企業1/2以内、小規模事業者2/3以内 

申込方法 jGrants(電子申請システム)での申請 

申請期間 【第10次】令和4年3月15日(火)～5月11日(水)まで 

お問合せ 
ものづくり補助金事務局サポートセンター ℡050-8880-4053 

（月～金 10:00～17:00 ※祝日を除く） 

■ ものづくり･商業･サービス生産性向上促進補助金 
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締切間近の補助金があります。申請をお忘れなく！ 

新型コロナウイルス感染症関連 国支援金、補助金 

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6回 ※最終】令和4年3月9日(水)17時まで 

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＞ 

■ 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8回】3月中公募開始予定 

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） 

対象者 

下記の①と②をいずれも満たす中堅・中小法人、個人事業主等 

①新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により

大きな影響を受けていること 

②①の影響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準期間の同月と比べ

て50％以上又は30％以上50％未満減少していること  

給付額上限 法人：上限最大250万円 個人事業主：上限最大50万円 

給付額 

算出式 

給付額 ＝（基準期間の売上高－対象月の売上高×５）  

※基準期間：「2018年11月～2019年3月｣「2019年11月～2020年3月｣「2020年11月～

2021年3月｣のいずれかの期間（対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月（基

準月）を含む期間） 

※対象月：2021年11月～2022年3月のいずれかの月（基準期間の同月と比較して売上が

50%以上又は30％以上50％未満減少した月）  

申請方法 

事業復活支援金ホームページからのWEB申請 

※申請前に『申請ID』の取得と、登録確認機関（当所含む）での『事前確認』を受け

る必要があります。以前に「一時支援金｣「月次支援金」を受給済の方は、『事前確

認』は不要です。（直近の受給時から、事業形態/申請主体を変更される方について

は、事前確認が必要です。） 

申請締切 令和4年5月31日(火)まで 

お問合せ 
事業復活支援金コールセンター ℡0120-789-140 

（月～日 8:30～19:00 ※祝日を含む） 

■ 事業復活支援金 
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新型コロナウイルス感染症関連 国補助金 

本誌広告主を募集中！お問い合わせは、当所広報担当まで。 
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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  

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 

申込締切 【第5回】令和4年3月24日(木)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）  

■ 事業再構築補助金【第5回】 
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各種共済に関するご相談も承っております 

新型コロナウイルス感染症関連 国助成金 

■ 業務改善助成金（特例コース）  

対象者 

次のいずれにも該当する事業者 

●新型コロナウイルス感染症の影響により、「売上高または生産量等を示す指標の令和3

年4月から同年12月までの間の連続した任意の3ヶ月間の平均値」が、前年または前々年

同期に比べ、30％以上減少している事業者  

●令和3年7月16日から同年12月末までの間に事業場内最低賃金を30円以上引き上げてい

ること(引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場に限る) 

支給要件 

次のいずれも満たす事業者 

●就業規則等により、引き上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすること

を定め、引き上げ後の賃金額を支払っていること 

●生産性向上等に役立つ設備投資等を行い、その費用を支払うこと 

助成額 最大100万円（3/4 ※対象経費の合計額×補助率3/4） 

対象経費 

【Ａ】生産向上等に資する設備投資等 

機械設備※、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など 

※PC、スマホ、タブレットの新規購入、貨物自動車なども対象 

【Ｂ】関連する経費（生産性向上等に資する設備投資等の額を上回らない範囲に限る） 

広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など 

申請締切 令和4年3月31日(木)まで 

お問合せ 
業務改善助成金コールセンター ℡03-6388-6155 

（月～金 8:30～17:15 ※祝日を除く） 

 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。 

＼私たちがお伺いします！／ 

上段：甲斐・曽我・寺田・長谷川 

下段：村田・角田・小田切・越野 
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 昨年後半からコロナ禍に収束の兆しが見え、

経済活動の正常化の道筋が立ってきた矢先に、

オミクロン株が猛威を振るい、今年の経済成長

への影響が再び懸念されている。 

 昨年12月末に大和総研のエコノミストが公表

した｢2022年の日本経済見通し｣(21年12月21日)

では、22年における日本の経済成長は欧米と遜

色ない高い成長を見込み、実質GDP成長率は

+4.0%との予想であった。この前提となるのは、

経済活動の本格的な再開や、岸田政権が取りま

とめた経済対策の効果による個人消費や設備投

資の成長率が高まることである。ただし、冒頭

で述べたように景気下振れの最大リスクはオミ

クロン株の国内での流行であり、感染予防率が

30％ポイント低下すると、22年に3回の行動制限

の強化を余儀なくされ、同年の実質GDPは全国

ベースで10兆円減少し、成長率は1.8%ポイント

低下すると予想している。他方、米国の足元の

消費者物価指数(CPI)の上昇率が前年比約+7%と

なり、インフレ懸念が強まっていることにも言

及している。この指数は22年10-12月期で同

+3.0%まで低下する見込みであるが、インフレが

想定以上に加速し、仮に米国の長期金利が5%ま

で上昇すると、世界経済の成長率は5%ポイント

低下すると予想している。さらに想定される世

界経済への悪影響が22年中に全て発現すれば、

マイナス成長に陥る可能性があるとしている。 

 このようなコロナ禍の経済危機の余波が続く

状態では、度重なる危機を企業が乗り越える力

を意味する｢企業レジリエンス｣が注目されるの

は当然であろう。事業環境の悪化に対応できる

柔軟性、頑健性が高く、回復力に優れた企業

は、一般的に生産性も高いとされている。日本

の大手企業の企業レジリエンスはどうであろう

か。中長期的には、デジタル化への対応の遅

れ、グローバルサプライチェーンの再構築、経

済安全保障の対応などの、さまざまな経営課題

を抱えているといわれているが、大手の上場企

業に限って言えば、コロナ禍でも堅調な企業業

績を見ると、企業レジリエンスは高まっている

と言えよう。大和証券の企業アナリストが公表

した｢2021年度～2022年度の企業業績見通し

[2021年12月]｣(主要上場企業(除く金融))では、

2021年度の売上高は前年度比12.0%増収、経常利

益は前年度比35.0%増益と3年ぶりに増収増益と

なり、過去最高益を更新する見込みである。さ

らに、22年度は、伸び率が低下するものの、同

6.3%増収、同7.0%増益で2年連続の増収増益で、

過去最高益更新となると見込んでいる。アナリ

ストの総評としては｢総じてみると、コロナ禍に

よる供給制約、原材料価格上昇といった逆風下

でも、コロナ禍を受けてコスト構造などが改善

したところで経済正常化が進展し、一部の値上

げ効果もあり、日本企業の業績は改善し、最高

益を更新すると見込まれる｣としている。同調査

によれば、リーマン・ショックの経済危機、東

日本大震災の経済的な危機の時と比較して、コ

ロナ禍の企業業績への影響は、経常利益の落ち

込みが軽微で済んでおり、企業レジリエンスは

高まっていると言えよう。  

 今回のコロナ禍による経済危機は、1970年以

降の日本の経済危機の歴史をひも解くと、7回目

に該当すると考えられる。日本には古くから｢七

転び八起き｣という言葉があり、7回の危機を乗

り越えた日本企業のレジリエンスはかなり鍛え

られていると言えよう。ただし、聖書(旧約聖

書:箴言24章16節)には｢正しい者は七たび倒れて

も、また起きあがる、しかし、悪しき者は災に

よって滅びる｣としている。多くの危機を“くじ

けず”“正しく”乗り越えた企業は、今後も10

年に一度ぐらい大きな経済危機でも企業レジリ

エンスは維持できると解釈できる。この“正し

く乗り越える”がポイントであろう。つまり、

いくら世の中が変化しても変わらないものと、

世の中の変化とともに変わっていくものの根本

を一つと考える｢不易流行｣に基づく“正しい”

回復力を身に付けることがレジリエンスを維持

する上で重要ではなかろうか。自社の本質的な

付加価値とテクノロジーのようなはやりを混同

してしまうと、レジリエンスは逆に損なわれる

可能性が高い｡｢不易を知らざれば基立ちがたく､

流行を知らざれば風新たならず｣、企業経営者に

は常に自社の本質的な付加価値と真摯に向き合

いながら流行を取り入れる勇気が求められよう｡ 
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商品・サービスのＰＲには、本誌｢チラシ同封サービス｣をご利用ください。  

～ 京 都 の 新 し い 縁 起 物 ～ 
燦彩糸（さんさいし）プロジェクトが金銀糸を活用し商品開発

を行ったアイテムがインターネットでご購入頂けます！ 

 

 

 

 

 

   

燦彩糸ホームページ https://sansaishi.kyoto.jp/ 

京山城燦彩糸協議会 電話 52-6866(城陽商工会議所内) 

多くの幸運アイテムをご用意しております 

https://sansaishi.kyoto.jp/


令和4年3月1日発行（毎月1日発行)    ( ) 会 議 所 だ よ り 第443号（平成3年4月13日 第3種郵便物認可） 

 

 年末に発表される｢日経トレンディ｣のヒット

商品ランキングを見ると、どうしてこのような

ものがヒットしたのかと感じるものが少なから

ず取り上げられています。地域発ヒットの中に

は、地元では当たり前で珍しくもないと思われ

ていたものも結構あります。 

 2021年の例では静岡県富士市の｢岳南電車｣の

｢夜景電車・ナイトビュープレミアムトレイン｣

が面白いと思いました。岳南電車は富士山の麓

にある富士市を走るローカル鉄道で、もともと

そのエリアに密集している製紙工場に原料資材

や、働く人を運ぶ引き込み線として敷設された

ものでした。昭和の高度成長期に輸送量がピー

クを迎えたものの現在は利用者も減り、存続が

危ぶまれる路線になっていました。ここがヒッ

ト商品に化けたのは、夜に車両の照明を消して

営業運転を始め、予約制の観光列車に仕立てた

ところです。工場群を縫って走る車窓から見る

夜の風景は、ライトアップされたパイプや煙を

吐く煙突など、まるで近未来のSF映画のワン

シーンのようです。これが｢非日常の体験｣を求

める人たちを引き付けました。地元の人からす

れば夜の工場は｢日常的｣な光景でした。あえて

夜中にそこを訪れるツアーを企画することで、

旅好きや新しい体験を求める人をうならせる｢非

日常性｣を持つ観光商品が生まれたのです。 

 いろいろな地域を訪れていると、よそ者の眼

には目新しく珍しいのに、地元に暮らす人には

当たり前過ぎて何も特別感がないというものに

出合います。それが世の中の興味やニーズと

マッチすると意外に大きなヒット商品に育つこ

とがあります。 

 典型的な例が、節分の風物詩としてすっかり

定着した｢恵方巻｣です。諸説ありますが、もと

もとは関西地方の一部で受け継がれていた習慣

といわれており、恵方を向いて巻きずしにかぶ

りつく行為の面白さと、気軽に幸運を招きたい

という風潮にマッチしたことでヒットしまし

た。コンビニエンスストアやスーパーマーケッ

トだけでなく、外食チェーンや有名すし店まで

ブームに便乗し、フードロスの問題が取り沙汰

されるようになってきました。もはやこの先の

関連市場の伸びしろは、さほど期待できないで

しょう。そうなると、消費者は次のアイテムを

求めます。おそらくさまざまな事業者が、こう

した全国各地の知られざる食べ物や、面白い食

習慣を発掘しようと調査していることでしょう｡ 

 では、地方の｢日常(何でもないもの)｣が大き

なヒット商品に化けるにはどんな要素が必要な

のでしょうか。まず、それを面白いと思うよそ

者に出会うことです。次のステップが大事なの

ですが、面白いと言われたときに｢その面白さを

もう一段進めてみよう｣と思えるかどうか。地元

では当たり前なので、意外とそれが難しい。岳

南鉄道の例で言えば、夜景が面白いなら｢車内の

照明を消して夜に走らせてみよう｣と考えた人が

いたことです。そして次のステップは、この面

白さを誰に売り込めばいいか、失敗しても探り

続けることだと思います。今の時代、とがった

モノやサービスをつくれば、必ずお客さんがそ

れなりにいるからです。きっかけがつかめれ

ば、そこが拡散の起点となるでしょう。 

定期相談会を開催しています。事前にご予約下さい（tel:0774-52-6866） 
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3月  9日（水）13:30～16:00 

★ご相談ください★ 

3月17日（木）13:30～16:00 

3月18日（金）13:30～16:00 

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4年2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 

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。 



 ( ) 令和4年3月1日発行（毎月1日発行)    会 議 所 だ よ り （平成3年4月13日 第3種郵便物認可） 第443号 

 
新入会員募集中！ぜひご紹介ください♪ 
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会員大会 企業説明会 城陽チャレンジスクエア 

 営業時間 ２０:００～２４：００ 

団体３０名様まで 

文パルチケット情報 

日時 4月16日(土) 

   開演16:30 

会場 プラムホール 

料金 8,800円 

      ↓ 

   7,920円 

ライブ 森高千里 「この街」 TOUR 2020-22 

シネマ スパイの妻＜劇場版＞ 

日時 4月30日(土) 

   開演14:30 

会場 ふれあいホール 

料金  800円 

    ↓ 

      720円 

コンサート 

日時 4月22日(金) 

 ①10:30 ②14:00 

会場 プラムホール 

料金  900円 

       ↓ 

    810円 

活動報告 

 2 月 15日 (火 )オンライン

(Zoom)にて、行政と企業の意見

交換会「第2回城陽の新しい風

会議」を開催しました。城陽市

の荒木正人理事をはじめとする

8名の職員の皆様にご参加いた

だき、総勢36名参加のもと、

「＃城陽～若者が集まる街のイ

メージづくり」をテーマに、熱

い議論を交わしました。 

工業部会 

 2月17日(木)･18日(金)京都パ

ルスプラザにて、「京都ビジネ

ス交流フェア2022」が開催され

ました。(130社･18団体出展) 

 当所工業部会ブースでは、

「㈱山岡製作所」、｢㈱ティ.ア

イ.プロス」の2社が出展。新た

なビジネスパートナーの発掘を

求め、自社の製品や技術を積極

的にアピールされました。 ▲自社製品をPRする出展者 

 2月8日(火)文化パルク城陽に

て城陽市企業説明会を開催。当

日は8社の企業が出展し、参加さ

れた30名の求職者が事業内容な

どについて熱心に聞き入ってお

られました。 

 2月16日(水)文化パルク城陽に

て第35回城陽商工会議所会員大

会を開催しました。当日は232名

の方にご参加いただき、演芸会

や福引大会で親睦や交流を図り

ました。 

 2月9日(水)城陽市や金融機関

とのネットワークを活かし城陽

チャレンジスクエアを開催。市

内で創業された2社について、明

日のかがやく産業創出補助金に

おけるビジネスプランコンテス

トを開催いたしました。 
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 令和3年12月にオープンいたしました、フェイ

シャルエステ『CEサロンbelle mona』です。 

 JR城陽駅から徒歩10分、完全予約制のサロン

で、女性に癒しを提供し、キレイのためのお手

伝いをさせて頂いております。 

 当店で扱っている化粧品は、すべて石油系乳

化剤不使用、8割以上が医薬部外品です。アト

ピーや、お肌が弱い方でも安心して効果を実感

して頂けます。エステ後にはメイクサービスも

させて頂きますのでお出かけ前にでも、お気軽

にお立ち寄り頂ければと思います。コロナ対策

として定期的な換気、ベッド、手すりなどの消

毒を徹底してスタッフ一同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。 
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CEサロン2店舗をご紹介！！ 

新入会員募集!! チラシ同封サービスを 

ご利用ください！ 

 ■ 規格 Ａ４×1,350枚  

 ■ 折込料 

 通常13,500円 → 6,750円 

＼半額ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中／ 

 【会員データ】 [オーナー] 木村 友紀  [住所] 久世南垣内34-7 [Tel/Fax] 0774-26-3088  

         [営業時間] 10:00～17:00  [定休日] 火曜日・土日隔週  [駐車場] 3台  

CEサロン belle mona 

(繁栄) 

CEサロン Carina  

 令和2年2月にオープンしました、石油系乳化

剤不使用の化粧品を使用したフェイシャルエス

テ専門店『CEサロンCarina』です。JR長池駅か

ら徒歩6分、白を基調とした清潔感のあるサロン

です。元々宇治田原町にあるサロンに勤めてい

ましたが、2019年に美容コンクールでグランプ

リを受賞したことを機に独立を決意。今では約

150人の会員様がお顔磨きに通われています。 

 丁寧なカウンセリングの後、毛穴のお掃除か

らマッサージ・パックまで1時間ゆっくりと、癒

しのコースをご用意しております。アトピー性

皮膚炎の方や敏感肌の方にお使い頂けるシリー

ズもございますので、お気軽にご相談くださ

い。お肌のお手入れはもちろん、サービスでメ

イクアップまで行っておりますのでそのままお

出かけも可能です。 

 少しでも安心してご来店頂けるよう定期的な

換気、使用する器具やベット・メイクアップブ

ラシの洗浄と消毒、3ベッドあるうち2ベッドを

稼働しソーシャルディスタンスを保つ等、感染

対策を徹底して営業しております。サロンの2階

にはキッズルームがあり、子育て経験のあるス

タッフがおりますので、お子様連れのお客さま

も大歓迎です。沢山の素敵な出会いを楽しみに

スタッフ一同お待ちしております。 

 【会員データ】 [オーナー] 高取 葵  [住所] 富野鷺坂山59-3 [Tel/Fax] 0774-26-0203  

         [営業時間] 10:00～17:00  [定休日] 火曜日   [駐車場] 4台  

▲《初回お試し￥2500》完全予約制のサロンです。  

▲LINE公式ｱｶｳﾝﾄでも 

 情報発信しています 



 ( ) 令和4年3月1日発行（毎月1日発行)    会 議 所 だ よ り （平成3年4月13日 第3種郵便物認可） 第443号 
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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 https://joyocci.or.jp/ 

特定商工業制度 

会費納入のお願い 京都サンガF.C.を応援しよう！ 

新刊発行のお知らせ 

３
月
中
旬
発
行
！ 

 

最
新
刊｢
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陽
日
和｣
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    セミナーのご案内 

とにかく分かり易い!!小さなお店の 

資金繰りセミナー 

【日時】 令和4年3月14日(月) 
     14：00～16：00 

【会場】 当所 またはオンライン 

【定員】 会場 20名 

【申込】 申込書をFAX 

 もしくは Googleフォームにて➡  立石 裕明 氏 
㈱アテーナソリューション 

代表取締役 

講 師 

会員大会「お買物券」 ご利用・換金について 

 京都サンガF.C.の観戦チケットを 

各試合【2枚セット】でプレゼント！ 

当所会員事業者・家族・従業員等の 

皆様が応募対象です。 

 

 ◇申込方法 

  ｢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 4月6日（水）18時30分～ 

 VS ガンバ大阪 
  ★申込締切 3月9日（水） 

 

 ② 4月10日（日）16時00分～  

 VS サガン鳥栖 
  ★申込締切 3月11日（金） 

 

 ③ 4月13日（水）18時30分～ 

 VS 北海道コンサドーレ札幌 
  ★申込締切 3月16日（水） 

 

 ④ 4月29日（金祝）15時00分 

 VS アビスパ福岡 
  ★申込締切 4月1日（金） 

 

第3回京都インターナショナル・ギフト・ショー開催！ 

 伝統とモダンと革新の商品見

本市｢第３回京都インターナショ

ナル･ギフト･ショー｣がみやこ

めっせで開催されます。城陽市

の地域資源である金銀糸を活用

し商品開発を行った｢燦彩糸プロ

ジェクト｣が新たな販路先を求め

て出展します。次のビジネスへ

と繋がる様々な商品やアイデア

が集結する京都開催のギフト・

ショーへ是非お越しください。 

会期：３月９日（水）～１０日（木）  

会場：みやこめっせ ３F 

京山城燦彩糸協議会  

ブース番号 衣ー０１７ 

 令和3年度分の会費について

納入がまだお済みでない事業所

は、速やかに納入いただきます

よう、ご理解ご協力の程よろし

くお願いいたします。ご連絡を

いただければ集金にお伺いする

ことも可能です。 

 なお、会費納入には便利な自

動振替をご検討ください。 

【担当：総務課】 

 当所では、商工会議所法の定

めにより、毎年地区内商工業者

の調査を行い、法定基準に照合

し法定台帳を整備しています。

この調査は、商工業者の振興を

図ることを目的として設けられ

たものです。 

 該当の事業所は回答と負担金

(年額2,400円)のご協力をお願

いいたします。 

【担当：指導課】 

 2月16日(水)に開催した会員大会にて、参加者にお配りした

『お買物券』は【3月15日(火)】までに対象店舗にてご使用くだ

さい。また取扱店舗の皆様の『お買物券換金』につきましては

【3月25日(金)】まで当所にて承りますので、こちらもお忘れの

ないようご対応をお願いいたします。 

【担当：指導課】 

【利用期間】 

3月15日(火)まで 
 

【換金期間】 

3月25日(金)まで 
※平日9時～17時 城陽商工会議所にて 


