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さぁそろそろ行きますか。 

躍進していきますか。 

躍進しましょう。  

     書道家 武田 双雲   

４ 
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） 

令和4年度も、当所事業運営にご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

■ 参加資格：当所会員及び会員家族・従業員(※小学生以上) 

■ 定  員：各地区振興会 先着８名 

■ 参 加 費：無 料 

■ 表  彰：団体賞、個人賞、飛賞 他多数 

■ 申  込：5月10日(火)までに 当所(℡52-6866)または 

       各地区振興会運営委員までご連絡ください。  

                  【詳細：折込チラシ】                  

「親睦グラウンド・ゴルフ大会」 参加者募集！ 

｢城陽市プレミアム商品券２０２２」 参加店募集！ 

 ① 使用期間  

 8月1日(月) 

  ～9月30日(金) まで 

 

 ② 取扱店資格 

 市内に店舗を有する事業所 

 ※対消費者に係る取引に限る 

 

 ③ 登録申込み 

 登録申請書に必要事項を記入

の上、城陽商工会議所へご提出

ください。 
 ※4月25日(月)までにご登録を 

 頂くと、商品券の購入申込募集 

 チラシに店舗名が掲載されます 

 

 ④ 換金手数料 

 会員：無料／非会員：5％ 

 ⑤ 換金期間 

 8月1日(月) 

  ～10月31日(月) まで 

《1回の換金額が10万円未満》 

 城陽商工会議所にて受付 

 現金でお支払い 

《1回の換金額が10万円以上》 

 京都銀行 下記支店にて受付 

 後日お振り込み 

（久津川・富野荘・城陽支店） 

 

     【詳細：折込チラシ】 

新型コロナウイルス感染防止対策を行った上で開催いたします。 

日 時 ５月２２日(日)９時半スタート 

場 所 一休グラウンドゴルフ倶楽部 

日 時 ５月２２日(日)９時半スタート 

場 所 一休グラウンドゴルフ倶楽部 

今年もやります！ 

プレミアム率３０％  
《発行総額 3億2千5百万円》 

《額面6,500円を5,000円で販売（50,000冊発行)》 
（全店共通券 3,500円／個店限定券 3,000円） 

商品券の購入申込募集チラシは 

「広報じょうよう6月1日号」と 

       一緒に市内全戸 

       配布予定です。 

 ＊  ＼ 参加者全員に ／ 

もれなく賞品プレゼント 
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第７４回通常議員総会を開催しました 

１．コロナ禍における支援強化 

(1)コロナサポートチームによるコロナの影響を受ける小規模事業者に対する相談・支援業務の強化 

(2)オンラインとリアル参加を活用したハイブリッドセミナー、会議の積極的な開催 

(3)新型コロナウイルスの感染拡大防止と経済活動の両立に向けた政策提言 

(4)会議所だより、ホームページ、ＬＩＮＥ等を活用したコロナ対策支援施策等の情報発信 

(5)新型コロナウイルス感染症により落ち込んだ地域における消費を喚起するための、プレミアム商品券 

  発行事業の実施 

２．政策提言・要望活動の実施 

(1)政策提言・要望活動の積極的な実施 

３．商工会議所組織基盤の強化 

(1)役職員一丸となった会員増強運動の展開 

(2)会員サービス事業の積極的な展開 

(3)共済事業推進等収益事業の充実・強化 

(4)経営支援員の能力向上による支援体制の強化 

(5)部会・地区振興会活動のさらなる活性化 

(6)第14期役員・議員改選への円滑な取り組み 

４．地域振興及び産業基盤の整備促進 

(1)東部丘陵地の整備促進 

(2)木津川運動公園北区域の整備促進  

(3)アウトレットモール開発事業者との地域連携推進の協議  

(4)城陽井手木津川線道路の早期整備 

(5)駅周辺（近鉄寺田駅・JR長池駅・JR山城青谷駅）の整備促進 

５．がんばる小規模事業者への積極的な支援 

(1)巡回・窓口相談による実態把握と分析による適切な支援 

(2)商工業者紹介の為の総合ポータルサイトの新設  

(3)ＤＸ・デジタル化の啓発・促進支援の実施 

(4)健康経営普及促進の実施 

(5)小規模事業者支援法に基づく「経営発達支援計画」に基づいた伴走型支援の強化 

(6)城陽チャレンジスクエアネットワークを活用した創業支援の充実 

６．地域ブランド振興による地域経済活性化 

(1)農商工連携・6次産業化の推進を通じた特産品開発 

(2)城陽ブランド力の強化を図るため「城陽夢実現プロジェクト」への総合的な支援 

(3)地場産業振興を図るため「燦彩糸プロジェクト」への総合的な支援 

７．商業の魅力づくりと賑わい創出 

(1)魅力ある商店づくりや、商店街への集客や賑わいを図る事業への積極的な支援 

(2)地元消費拡大・地域経済活性化のための売出し事業の実施と商業活性化ツールとしての情報誌の発行 

令和4年度 事業計画重点項目 

▲挨拶する堀井会頭 ▲通常議員総会の様子 ▲表彰を受ける 福田昇三 氏 

経営に関するご相談は、お気軽に当所まで！ 

 3月24日(木)通常議員総会を開催。2号議員を退任されました平和堂同友店会アルプラザ城陽支部 

顧問 故福田昭治氏(代理:同 副支部長 福田昇三氏)、アクサ生命保険㈱京滋支社支社長 東陽二郎氏

へ感謝状の贈呈を行いました。その後、令和４年度事業計画(案)並びに収支予算(案)について原案通

り承認され、新常議員には㈱京都銀行城陽支店 支店長 小山貴生氏が選任されました。 
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 新入会員募集中！商工業者の方なら規模・業種を問わず、どなたでもご加入いただけます。  

常議員会を開催しました 

 3月10日(木)常議員会を開催しました。 

概要は次の通りです｡ 

■第74回通常議員総会提案議案について｢令和4

年度事業計画並びに収支予算｣(案)について 

｢常議員の補欠選任について｣ 

■退任議員に対する感謝状の贈呈について 

■令和4年度永年勤続優良従業員表彰について 

■令和4年度小規模企業振興委員について 

■委員会委員の一部改正について 

■新入会員について 

以上、原案どおり承認。また、加入の承認をさ

れた新規加入事業所は次の通り。 

新入会員情報【令和4年1月28日～令和4年3月9日】 ※掲載を承認された方のみ 
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事業所名 地 区 部 会 所在地 業 種 

(株)ムジカランド 久津川西 サービス 平川中道表5-2 音楽教室 

かくれが。 久津川西 飲食 久世里ノ西194-20 居酒屋 

台湾式リフレクソロジーココロ 寺田南 サービス 寺田東ノ口6-9 足つぼマッサージ 

(株)よしむらしるくすくりーん 市外 特別 井手町多賀西北川原14-6 衣料品へのプリント 

兼谷建設 寺田東 建設 寺田北山田31-321 土木 

リラクゼーション・ほぐし処ひだまり 寺田東 サービス 
寺田丁子口33-15 

メゾン・ド・キチ西室 
リラクゼーションサロン 

お好み焼 あべちゃん 寺田西 飲食 寺田今堀62-23 飲食 

Total Creation 寺田東 建設 寺田大川原20-16 ミキサー車運転 

梅永塗装工芸 久津川東 建設 平川車塚45の6 建築塗装 

居食屋 たいじ 市外 特別 宇治市宇治樋ノ尻106-1 居酒屋 

(株)サンエープロテント 青谷 建設 奈島下小路11-1 帆布製品製造 

大野タクシー 富野東 交通 富野南清水70-21 個人タクシー 

小規模企業振興委員 ～会員と当所のパイプ役～ 

 当所では、会員の皆様と商工会議所を結ぶパイプ役として小規模企業振興委員会を設置しておりま

す。9地区9名の小規模企業振興委員の方々が、皆様の経営上の課題に対して、随時ご相談をお受けし

ております。経営に関することなら、お近くの振興委員までお気軽にご相談ください。 

京都機械刃物㈱ 

森 康高 

TEL 52-1807 

 
茶舗 城洋園 

田邉 良章 

TEL 52-2130 

 

㈱小森 

小森  種治郎 

TEL 52-0005 

  
三隆屋 

高橋 和巳 

TEL 52-0955 

 
だいや㈱ 

中村 康信 

TEL 52-1720 

御生菓子司ふたば 

越田 育生 

TEL 52-5248 

 

もち月 

望月 博 

TEL 52-0313 

 

 
スギヤマ㈱ 

杉山 實 

TEL 52-0535 

 
マーシ 

古賀  大伸 

TEL 55-9172 
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協力金等のお申し込み締切にご注意ください 

新型コロナウイルス感染症関連 府協力金、国支援金 

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 
① 2/27～3/6実施分：4月8日(金)まで 

① 3/7～3/21実施分：5月2日(月)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） 

■ まん延防止等重点措置協力金【延長分】(①2/27～3/6 ②3/7～3/21実施分） 

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 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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本誌広告主を募集中！お問い合わせは、当所広報担当まで 

新型コロナウイルス感染症関連 国補助金 

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ウェブサイト関連費④展示会等出展費⑤旅費⑥開発費 

⑦資料購入費⑧雑役務費⑨借料⑩設備処分費⑪委託・外注費   

申請方法 jGrants(電子申請システム)または郵送 申請締切 【第8回】6月3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 

℡03-6632-1502（月～金 9:00～12:00、13:00～17:00 ※祝日を除く） 

補助率 補助上限 特別枠（新設）概要 

賃金引上げ枠 

販路開拓の取り組みに加え、事業場内最低賃金が

地域別最低賃金より＋30円以上である小規模事業

者 ※赤字事業者は、補助率3/4に引上げるととも

に加点を実施。  

２／３ 

※赤字事業者は３／４ 

２００万円 
卒業枠 

販路開拓の取り組みに加え、雇用を増やし小規模

事業者の従業員数を超えて事業規模を拡大する小

規模事業者  

２／３ 

後継者支援枠 
販路開拓の取り組みに加え、アトツギ甲子園にお

いてファイナリストに選ばれた小規模事業者 

創業枠 
産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業

の支援」を受け、販路開拓に取り組む創業した小

規模事業者  

インボイス枠 
免税事業者であった事業者が、新たにインボイス

発行事業者として登録し、販路開拓に取り組む小

規模事業者  
１００万円 
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新型コロナウイルス感染症関連 国補助金 

補助金等に関するご相談は、お気軽に当所まで 
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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    

対象経費 
①建物費②機械装置･システム構築費③技術導入費④専門家経費⑤運搬費⑥クラウド

サービス利用費⑦外注費⑧知的財産権等関連経費⑨広告宣伝･販売促進費⑩研修費 

補助金額 

【通常枠】従業員数20人以下：100万円～2,000万円／21～50人：100万円～4,000万円 

         51～100人：100万円～6,000万円／101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 

【回復・再生応援枠】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 

【グリーン成長枠】中小企業者等：100万円～1億円／中堅企業等：100万円～1.5億円 

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)  

【回復・再生応援枠】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 

【グリーン成長枠】中小企業者等：1/2／中堅企業等：1/3 

申請方法 jGrants(電子申請システム)での申請 申込締切 【第6回】6月30日(木)18時まで 

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 

 営業時間 ２０:００～２４：００ 

団体３０名様まで 

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 申請締切 【第10次】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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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。  

 宇宙空間、仮想空間をテーマとした映画で繰

り広げられたサイエンスフィクションの世界が

現実になりつつあるとの内容の記事・特集が、

昨今、メディアで多く取り上げられている。こ

れは、グリーン化、デジタル化のグローバルな

社会・経済の変革の、コロナ禍も加わった“潮

流”の中で、現在の居住環境である「現実世

界」後の次の世界は何かが本格的に問われてい

ることが背景にあるといえよう。実際、最近注

目されているＳＮＳ（ソーシャル・ネットワー

キング・サービス）などのオンライン上に構築

された、３次元の仮想空間やそこでのサービス

のことを指す“メタバース”の「メタ」は哲学

の「形而上学」＝“metaphysics”が由来とさ

れ、さらにさかのぼれば、「自然学書の次の

書」のギリシャ語である“ta meta ta physi-

ka”のmeta（＝後に）が語源とされている。こ

の語源の通り、フェイスブックのマーク・ザッ

カーバーグ氏が同社を「Meta」という社名に変

更したことに加え、マイクロソフトが大手の

ゲーム企業であるアクティビジョンを買収する

など“後の世界（＝メタ世界）”と期待される

仮想空間での主導権を握ることを目指してい

る。さらにスペースＸのイーロン・マスク氏が

民間ロケットの開発によって“メタ世界”の候

補である宇宙空間での資源開発、観光などのビ

ジネスの開拓を先導している。まさに現実世界

の“メタ世界”の覇権争いがグローバル企業に

よって繰り広げられているといえよう。 

 上記の二つの空間は、熱狂的ないわゆる

“ファン”層だけではなく、世界中の多くの

人々を引き付ける魅力的な空間となる必要があ

る。「空間的な魅力」という点では、宇宙空間

は、体験するには訓練などの長期にわたる準備

と数十億といわれている膨大な費用が必要であ

り、その割には宇宙ステーションの居住環境は

地上と比較して居心地が優れているとはいえ

ず、「空間的な魅力」は低いといえよう。ただ

し、地球の環境負荷を低くするようなエネル

ギーの開拓、観光などのビジネスを展開する上

での「空間的な魅力」は高いのではないか。こ

れに反し仮想空間はＡＲ（Augmented Reality＝

拡張された現実）またはＶＲ（Virtual Reality

＝仮想現実）を実現するヘッドセットなどのシ

ステム一式を装着すれば一瞬で体験できるた

め、「空間的な魅力」は高い。現状では、ＡＲ

とＶＲシステムが重く、解像度も粗く、人間の

五感の全部を満たさないという課題を抱えてい

る。 

 その一方、仮想空間のビジネス面での「空間

的な魅力」は高まっている。例えば、「The 

Sandbox」に代表される「ブロックチェーンゲー

ム」（ブロックチェーンの技術を活用したデジ

タルゲーム）では、取得したアイテムやキャラ

クター、あるいはそれを生み出す場所（≒不動

産）が、ＮＦＴ（非代替性のデジタルトーク

ン）によって値付けされ、電子市場などを経由

することで、自由に売買することができる仮想

空間が構築されている。デジタルコンテンツの

保護が二次流通でも維持できることから、情報

財に適正な金銭的対価を消費者に求めることが

でき、経済成長に結び付く可能性がある。 

 他方、仮想世界への憧憬（しょうけい）ある

いは傾注は、現実世界での諸々の不合理・不都

合なことに対する現実回避主義的思考が根本に

あることも否定できない。仮想世界と現実世界

は表裏一体であり、現実世界の社会・経済の構

造が将来にわたり改善され続けなければ、仮想

世界の未来も明るくはならない。現実世界を超

越する“メタ世界”ではなく、現実世界を正し

い方向に導く地に足の着いた持続可能な“メタ

世界”の実現を切に望む。 
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 最近、大手飲料メーカーでヒット商品を連発

しているマーケティング部門のトップに話を聞

く機会がありました。あるヒット商品が生まれ

るきっかけになったアイデアは、何年も前に社

内で議論されてボツになってお蔵入りしていた

ものを組み合わせてスタートしたそうです。話

を聞いたその役員は、３年ほど前に手腕を買わ

れて他社からスカウトされた人で、就任して社

内のいろいろな資産をリサーチした中で、この

アイデアに着目したそうです。 

 以前から在籍する社員や管理職の間では特に

面白いと思われなかったアイデアを、よそ者目

線で素直に評価したら「売れる」と感じたそう

です。新しくチャレンジしようとしても「それ

は前に企画したけれどダメだった」あるいは、

発表さえしていないのに「それは前に考えたけ

れど評価されなかった」といったアイデアや、

企画が埋もれているのは、組織の大小に関わら

ずよくある話なのでしょう。 

 実際、私自身、いろいろな地域の事業者とお

話している中で「それならこうしたらどうで

しょう？」と提案すると、「それは前にやって

ダメでした」という反応をされることが珍しく

ありません。実は同じ反応でも、その内容はさ

まざまです。①商品を企画したものの、そのと

きはよく考えず思い付きでやってしまったため

成功しなかった、②ものづくりやターゲットの

設定などコンセプトは良かったのに、時代が早

過ぎた、③単にものづくりの品質が良くなかっ

た、ものや考え方は良かったけれど、例えば食

品なら量が多過ぎたり、パッケージデザインが

良くなかったりするなどが考えられます。 

 たとえ過去に失敗していたとしても、そのと

きによく考え抜いていたケースでは、失敗の原

因がどこにあったかをきちんと振り返ることが

できます。過去の失敗が今後の財産になるかど

うかは、そこが分かれ目です。 

 デザイン性と機能性を追求してユニークなも

のづくりをしているアッシュコンセプトの名児

耶秀美（なごや ひでよし）社長にお目にかかっ

たときに、この「前にやったけれどダメだっ

た」について尋ねてみたことがあります。名児

耶さんは相手からそういう反応があったときに

は「時代が早過ぎたのかもしれませんね。一度

試みた経験があるから、今度はもっと良いもの

を早くつくれますね」と、決して否定せず前向

きにアドバイスするそうです。 

 「前にやったけどダメだった」の中には、新

しいヒットの芽が隠れているかもしれません。

「今の時代ならどうなのか」「ビジネス環境は

以前と何が違っているのか」「ターゲット設定

は以前と変わっていないか、変えられないか」

「ものづくりが以前と比べてどれくらいレベル

アップできるか」「原価構造の点検や価格設定

の見直しでもう一度勝負できないか」「ものづ

くりやプロモーション（情報発信）などについ

て、コラボレーションできる相手はいないか」

などをチェックして、すぐにダメと決めつける

前に、ときどき過去の失敗例も棚卸しをしてみ

てはいかがでしょう。大企業ですらやっている

のですから、資源の限られた中小企業ならなお

さらです。 

 

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。 

       かい まさき  

 スタッフ 甲斐 眞樹 

お客様へのメッセージ 

 健康経営のお取り組み推

奨を軸に、皆様の更なる

ワークエンゲージメント向

上に向け日々邁進しており

ます。 

      てらだ とよはる  

 スタッフ 寺田 豊治 

お客様へのメッセージ 

 一人でも多くの方に情報

をお伝えしたく、日々努力

してまいりますので、訪問

した際には宜しくお願いし

ます。 
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 皆様はじめまして。久世里ノ西にて1月20日に

オープンしました「かくれが。」です。当店で

は新鮮な魚にこだわり、舞鶴港や高知・愛媛・

香川等の漁港から直送鮮魚を仕入れています。  

 特に本マグロは市場に入荷した捌きたてを仕

入れており鮮度、味には自信があります。その

他にも本マグロの血合い刺しやマグロ南蛮、鰻

蒲焼天ぷら等の一風変わった料理も提供してお

ります。料理に関しても色んなお店で16年勉強

し、中央市場で6年ほど魚の勉強をさせて頂き、

皆様に美味しい料理を届けたい思いで開業致し

ました。不定期開催になりますが、本マグロの

解体ショーと即売会も今後開催予定ですので、

楽しみにして頂けたらと思います。 

 お昼はリーズナブルな価格での御膳を提供し

ておりますので是非舌鼓にお越しくださいま

せ。夜は居酒屋メニュー中心で、当店名物お付

き出しのお造り盛合せをお楽しみ下さいませ。

季節に応じたお料理、お魚を楽しんで頂けたら

と思います。 

 また、人数やご予算等に応じた対応も可能で

す。お持ち帰りのお弁当やお刺身等もございま

すので、お気軽にお問い合わせください。皆様

のご来店を心よりお待ちしております。 

▶   

活動報告 

かくれが。 

(繁栄) 

 会員データ [代 表] 加藤 悠貴  [住 所] 久世里ノ西194-20  [TEL/FAX] 53-5303  [駐車場] 3台 

       [営 業] 昼 11:00～15:00（LO:14:30）／夜 17:00～22:00（LO:21:30）  [定休日] 日曜日      

 ▲ 鰻の天ぷら御膳（左）、付き出しのお造り盛り合わせ（右） 

営業情報は Instagram（上）、LINE（下）でも 

京山城燦彩糸協議会 

  3月9日(水)､10日(木)の2日間

みやこめっせにて「第3回京都

インターナショナル･ギフト･

ショー」が開催され、金銀糸を

活用し商品開発を行う「京山城

燦彩糸協議会」が新たな販路先

を求めて出展しました。京都ブ

ランドを求めるバイヤーと有意

義な商談を行いました。 

燦彩糸(さんさいし)

の商品はＨＰから

ご購入頂けます ▶▶ 

 3月5日(土)文化パルク城陽に

て「城陽YEG卒業式」を開催。

来賓に堀井会頭をお招きし、総

勢39名参加のもと、6名の卒業

生に感謝と敬意を表し、新たな

門出をお祝いしました。 

  ～ 令和3年度卒業生 ～ 

 井上 靖士 君 遠藤  明 君 

 奥田 幸一 君 高橋 和巳 君 

 中尾 州宏 君 前田 修作 君 

 3月15日(火)茶づなにて宇治

商工会議所女性会の主管により

京商女性連全体事業が実施され

当会より9名が参加しました｡ 

 また 3月7日(月)､22日(火)の

2日間パソコンセミナーを実施

し、6名が参加しました。 
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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） 

京都サンガ Ｆ.Ｃ.  

 京都サンガF.C.観戦チケット

を各試合【2枚セット】でプレ

ゼント！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／

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 5月14日（土）14時00分～ 

  VS 清水エスパルス 
  ★申込締切 4月15日（金） 

 

 ② 5月29日（日）14時00分～  

  VS 川崎フロンターレ 
  ★申込締切 4月28日（木）   

 

4月13日（水）13:30～16:00 

4月14日（木）13:30～16:00 

4月21日（木）13:30～16:00 

4月15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1.22％(令和4年3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。 

寺地拳四朗 選手 王座奪還！！ 

 3月19日(土)京都市体育館に

てWBC世界ライトフライ級タイ

トルマッチが行われ、前王者・

寺地拳四朗選手が王者・矢吹正

道選手との再戦を3回KO勝ちで

制し、昨年9月に奪われた王座

を見事に取り戻しました。 

確定申告はお済みですか？ 

 令和3年分確定申告について

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4月15日(金)までの間、

簡易な方法により申告・納付期

限を延長申請できます。 

    ◀ 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」 

企業ＰＲしませんか？ 職員異動のお知らせ 

 3月31日(木)をもちまして、

当所職員の田中慎二（振興課）

が退職いたしました。 

 在職中は、公私ともに皆様の

温かいご指導とご厚情に支えら

れ、勤めさせていただけました

ことを深く感謝申し上げます。 

 本誌「会議所だより」は会員

事業所に向けて発行している、

有効的な宣伝ツールです。貴社

商品・サービスのＰＲに、ぜひ

チラシ同封サービスをご活用く

ださい。  【担当：振興課】 

 ■ A4サイズ 1,350部 

 ■ 料 金  

 13,500 円 ➡  

「永年勤続優良従業員表彰」 申込受付中です 

 当所会員事業所において10年・20年・30年の間勤続されている

成績優秀な従業員様に対し、表彰を行います。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。【詳細：折込チラシ】 

表彰式 
6月24日(金)16時～ 
 文化パルク城陽 大会議室にて 

申込締切 4月15日(金)まで 

 半額キャンペーン中 

6,750 円 


