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世界平和を心より願いながら 

書きました。 

世界が平和でありますように。        

      書道家 武田 双雲   

５ 
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） 

当所LINEアカウント（ID:＠joyo-cci）からも、最新情報を配信中です！ 

雇用保険料率の変更について 

健康診断のお知らせ 

 「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が令和4年3月30日に

国会で成立されました。令和4年4月から《事業主負担の保険料

率》が、令和4年10月から《労働者負担・事業主負担の保険料率》

が変更になります。年度途中での保険料率変更となりますので、

ご注意ください。       【詳細：労働局ホームぺージ】 

① 

労働者負担  
② 

事業主負担   

  

①＋② 

雇用保険料率  

一般の事業 

の場合 
失業等給付・ 

育児休業給付の

保険料率 

雇用保険二事業

の保険料率 

R3年度 3/1,000 6/1,000 3/1,000 3/1,000 9/1,000 

R4年4月 

～R4年9月 
3/1,000 6.5/1,000 3/1,000 3.5/1,000 9.5/1,000 

R4年10月 

～R5年3月 
5/1,000 8.5/1,000 5/1,000 3.5/1,000 13.5/1,000 

運転前後のアルコールチェック義務化について 

 安全運転管理者の業務拡充に関する道路交通法施行規則の一部

が改正され、運転前後における酒気帯の有無の確認やアルコール

検知器の使用が義務付けられます。令和4年4月1日および同年10月

1日より段階的に施行されますので、対象となる事業所のみなさま

は実施をお願いいたします。  【詳細：警察庁ホームページ】 

令和4年 

4月1日施行 

令和4年 

10月1日施行 

 運転前後の運転者の状態を目視等で確認 

 記録を1年間保存 すること 

運転者の酒気帯びの有無を確認すること 

し、 

酒気帯びの有無について記録し、 

 アルコール検知器※を用いて行う こと 
運転者の酒気帯びの有無の確認を、 

※呼気中のアルコールを検知し、その有無またはその濃度を警告音、警告灯、 

 数値等により示す機能を有する機器 

アルコール検知器を  常時有効に保持 すること 

 下記日程にて健康診断を実施いたします。労働安全衛生法では

事業者は常時使用する労働者に対し、1年に1度医師による健康診

断を実施することが義務付けられています。皆様の健康管理のた

め是非お申込みください。       【詳細：折込チラシ】 

日程 ７月５日(火) ７月６日(水) ７月７日(木) 

場所 城陽商工会議所 京都きづ川病院 

《午前の部》9時30分～11時30分 ／《午後の部》13時30分～16時00分 

 ■定  員：各日100名程度(定員になり次第締切となります) 

 ■診断内容：本誌折込チラシをご参照ください。 

 ■申込方法：申込用紙に必要事項をご記入の上、 

       5月31日(火)までに当所までお申込みください。 
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■ 事業復活支援金 
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締切間近の支援金・補助金にご注意ください 

新型コロナウイルス感染症関連 国支援金、補助金 

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 ★当所での事前確認は《5月26日(木)》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） 

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 

 営業時間 ２０:００～２４：００ 

団体３０名様まで 
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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   

補助率・上限 

補助率：3分の2（賃金引上げ枠のうち赤字事業者については4分の3）  

［通常枠］50万 ［賃金引上げ枠］200万円 ［卒業枠］200万円 

［後継者支援枠］200万円 ［創業枠］200万円 ［インボイス枠］100万円  

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） 
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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 府補助金、国補助金 

■ 小規模事業者持続化補助金＜一般型＞ 

■ 京もの食品需要拡大応援事業補助金 

対象者 京都府内に主たる事務所を有し、食関連事業を営む中小企業者等  

対象事業 

「京もの食品」の需要拡大のために新たに実施する取組 

１．新商品の開発(農林水産物の一次加工品を除く) 

２．新たな販売手法の導入(Eコマース、移動販売、テイクアウト、宅配サービス等) 

《１と２の両方を実施することもできますが、その場合、２は１で開発した商品を

販売するために実施する取組に限ります。》 

補助率・上限 補助率：3分の2以内 補助上限：500千円 

申請方法 必要書類を申請窓口へ提出 申請締切 5月11日(水)まで 

お問合せ 
山城広域振興局 農商工連携・推進課 

℡0774-21-3212（月～金 9:00～17:00） 
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新型コロナウイルス感染症関連 国補助金 

定期相談会を開催しています。事前にご予約の上、ご参加ください（tel:0774-52-6866） 
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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 

申請締切 【第6回】6月30日(木)18時まで ※申請受付開始は5月下旬～6月上旬の予定 

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 

 

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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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。  

 今回のロシアによるウクライナ侵攻の問題は､

さまざまな視点から議論されているが､ここでは

国際協調の必要な世界的に重要な課題(=グロー

バル課題)という視点から捉えていく｡グローバ

ル課題を研究テーマとして本格的に取り組む契

機となったのは､2016年5月に開催された米国外

交問題評議会(CFR)主催の世界のシンクタンク版

G20と呼ばれる国際会議｢カウンシル･オブ･カウ

ンシルズ｣への参加であった｡これは世界25カ国

の有力シンクタンク代表が集まり､世界が直面す

る共通の課題について討議する12年から開催さ

れている国際会議である｡ 

 この会議の中で､グローバル課題として10の課

題を挙げ､19年まで毎年､各シンクタンクが格付

けし､それをCFRが集計して公表していた｡10の課

題を整理すると､国際的に解決すべき経済面の課

題として｢世界経済の管理｣｢世界貿易の拡大｣｢国

際開発支援の進化｣､国際的に解決すべき武力紛

争の課題として｢核拡散防止｣｢国家間武力紛争の

防止と対応｣｢多国籍テロリズムとの闘い｣｢国内

武力紛争の防止｣､その他の課題として｢気候変動

抑止及びその変化への適応｣｢グローバル･ヘルス

の促進｣｢サイバーガバナンスのマネジメントと

対応｣となる｡ 

 今回のロシアによるウクライナ侵攻に類似す

る問題への対応は｢国家間武力紛争の防止と対

応｣､新型コロナなどの感染症の世界的な感染拡

大への対応は｢グローバル･ヘルスの促進｣におい

て議論されてきた｡ 

 個人的に感じた国際会議の問題は､複数が絡み

合って複雑化した課題へ対応する意識が不足し

ていたことと､アジア､中東などの特定の地域の

問題を､全世界への波及効果を考えてグローバル

の問題として意識することが不足していたこと

である｡つまり､解決を主導する主体あるいは主

体の統治体制(ガバナンス)､枠組みに課題があっ

たといえる｡グローバル課題の解決に実際に取り

組む国際連合(国連)､国際通貨基金(IMF)･世界銀

行､世界貿易機関(WTO)などのような国際機関で

も同様の問題を抱え､紛争解決･処理の機能を中

心に一部機能不全に陥っていたと推測される｡ 

 16年当時は､シリア難民を中心に約200万人が

助けを求めてヨーロッパを目指した｢欧州の難民

危機｣が高まる中､英国の欧州連合離脱が国民投

票で決まり､自国第一主義のトランプ大統領が当

選した選挙が行われた年であった｡SNSなどが普

及することで､ポピュリズムがさらに勢いを増

し､自由貿易主義よりも保護主義を､民主主義よ

りも権威主義を好ましいと考えるトランプ大統

領への支持層が優勢となり､米国内に主義思想の

｢分断｣を生んだ｡共通価値とされてきた自由貿易

主義､民主主義が揺らぎを見せ､多国間主義に基

づく国際的な統治体制(=グローバル･ガバナン

ス)の欠如が危機感を持って認識されるように

なった｡ 

 これらを踏まえて現状を鑑みれば､米国を中心

とした西側諸国が､実際には機能しなくなってい

る既存の国際秩序､統治体制の大義名分を守ろう

と結束して､ロシアに経済制裁を課しているとも

見える｡その背景には､西側諸国が14年のクリミ

ア半島併合から今回の侵攻までのウクライナに

対するプーチン大統領の横暴を許してしまった

ことで､西側諸国による制御が効かなくなり､東

欧での地域の問題からグローバルの問題に急速

に発展したことがあろう｡ロシアなどの権威主義

国の指導者は自国第一主義の非民主的な統治を

死守するために､言論の自由を担保しないこと

や､国際秩序の中の法･条約を反故にすることを

厭わず､無秩序でも構わないと考えている可能性

がある｡今回のウクライナ侵攻によって､政治的

判断の決定､政策･立法などの決定プロセスがこ

れまで以上に不透明になってきているため､ロシ

アとの信頼関係を構築しようと努力してきた西

側諸国を中心とした国々にとっては､ロシアの政

治判断の予見可能性を担保できず､時間がたって

も信頼関係が築けない状況を抜け出せない｡ 

 一方､既存の国際秩序､統治体制を支持する西

側諸国も､機能不全に陥っている本質的な問題を

解決する取り組みを本格的に実行に移す必要が

あろう｡そのためには､まずは西側諸国の経済制

裁によって､ウクライナ侵攻がロシアに多大な経

済的コストを発生させることを明らかにさせ､ロ

シアを含めた全ての国々が自国の利益の最大化

よりも｢国際秩序の中で自己の利益を追求する方

が､結果的に､無秩序の中での無制限な競争より

も利益実現のコストが少なくて済む｣という多国

間主義の基本理念を再認識し､多国間主義のグ

ローバルガバナンス体制の再構築が進むことが

望まれる｡ 

 米国のゼロ金利解除が決まり､今年には7回(1

回につき0.25％)の利上げが見込まれている｡米

国政府はコロナ禍の世界経済への（次頁へ続く) 
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 4月22日(金)城陽市産業会館

にて、令和4年度通常総会を開催

し、原案通り異議なく承認されま

した。  

❖第1号議案:令和3年度事業報    

 告並びに収支決算承認の件 

❖第2号議案:役員選任の件 

❖第3号議案:令和4年度事業計 

 画並びに収支予算承認の件 

 

～ 会 長 所 信 ～ 
 令和 4年度のスローガンは

｢Change＆Challenge｣です。YEG 

の主な活動に交流と研鑽があり

ますが、今一度青年部活動を通

して生まれる、自身の成長や仲間

のことを考えて頂きたいと思い

ます。事業への取組みは全てが楽

しいというわけではありません。

大変なことも苦労することもあ

ります。しかしそれを乗り越えら

れた時、仲間との喜びにかわり、

自身の成長へと確実に繋がりま

す。それは私たちの貴重な財産と

なりやがては自企業の発展へと

繋がります。コロナ禍だからこそ

得られた経験も多くあったと思

います。そしてこの状況だからこ

そ生まれる新たな発見や出会い

があると確信しています。変化す

る環境に仲間とともに挑戦し、互

いに認め合いながら、変わりゆく

時代を共に歩んでいける活動を

進めてまいります。｢Change＆

Challenge｣はメンバー全員の

｢Chance｣に繋がると信じていま

す。さらに魅力的な組織となるよ

うに皆さんに寄り添って邁進し

てまいります。  （一部抜粋） 

会長 尾方 夏子 

 

 

 

■新役員     （敬称略） 

会  長･･･尾方 夏子   新任 

直前会長･･･河本 大輔  新任 

副 会 長･･･木村 泰久  新任 

副 会 長･･･大志万智子  再任 

副 会 長･･･田畑 成基  新任 

副 会 長･･･青山 旦春  再任 

専務理事･･･藏貫 吉辰  新任 

理  事･･･大塚 康喜  新任 

理  事･･･天野 伸也  再任 

理  事･･･中西 貴栄  新任 

理  事･･･奥田 英貴  再任 

理  事･･･秋田 朋德  再任 

理  事･･･阿部 智昭  再任 

理  事･･･江藤 麻美  新任 

理  事･･･前田 紘司  再任 

理  事･･･河崎 伸哉  新任 

理  事･･･後藤 将浩  新任 

理  事･･･酒井 祐弥  新任 

理  事･･･武田 圭祐  新任 

理  事･･･中﨑  聡  新任 

理  事･･･平松  亮  再任 

理  事･･･松本 篤人  新任 

理  事･･･山中 博樹  再任 

監  事･･･南   宏  新任 

監  事･･･村田 昌弥  新任 

相 談 役･･･久保京一郎  新任 

相 談 役･･･福永  順  新任 

経営のお悩み、資金調達に関するご相談は、当所経営支援員まで。 
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（前頁より）マイナスの影響が残る中､インフレ

を抑えながら世界経済を回復させていくという

難しいかじ取りを迫られている｡加えて世界経済

の持続的な回復のためには､世界平和を回復さ

せ､人､モノ､資金の自由な流れを生むグローバリ

ゼーションも必要である｡それが実現されないま

ま､将来､仮に他の地域で､ロシア･ウクライナ問

題と同様のグローバル課題が発生すれば､20年代

の世界経済の停滞が現実味を帯びてくる｡日本

は､最悪のシナリオも想定に入れて経済的･社会

的“国力”を高めながら､対応できる政策カード

を可能な限り多く持つ必要があるのではないか｡ 

活動報告 

寺田東地区振興会 

▲ 通常総会出席者の集合写真 

▲ 令和4年度会長の 尾方 夏子 氏 

 4月5日(火)ロゴスランドにて親睦バーベ

キューを開催しました。他地区振興会も合わ

せて、約30名の参加者が交流を深めました。 

新入会員募集中!! 
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 「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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 2022年から「台湾式リフレクソロジー ココ

ロ」をオープンしました、松本廉太郎です。 

 当店では台湾式リフレクソロジー(足つぼ)を

中心に施術を行います。反射区と呼ばれる体の

一部や臓器と対応するつぼを刺激することで体

の機能を調整し、様々な悩みの改善を促しま

す。リフレクソロジーによって改善が期待でき

る主なものとして、睡眠の質の向上、体のコリ

の改善、血行促進、むくみの改善、などがあり

ますがこれは効果の一部で他にも様々な効果が

期待できます。 

 台湾式の足つぼマッサージはその痛さから、

テレビやYouTubeなどで罰ゲームとして使われる

ことが多いのですが、実際はあのようなリアク

ションが出るほどには痛くありません。体の調

子が悪い人や不健康な人に施術を行うと、痛み

が強く反応することもありますが、痛みが伴う

分、体の異常の早期発見や体の改善には期待す

ることができます。 

 様々な症状に悩む人から、足つぼに興味のあ

る人など、どんな方でもお気軽にお問合せくだ

さい！皆様からのご連絡をお待ちしておりま

す！！ 

台湾式リフレクソロジー ココロ 

(繁栄) 

 会員データ [代 表] 松本 廉太郎  [住 所] 寺田東ノ口6-9  [駐車場] 1台  [TEL] 26-8541 

        [メール] rentarou03142000＠gmail.com  [営 業] 9:00～16:00  [定休日] 不定休   

5月11日（水）13:30～16:00 

5月12日（木）13:30～16:00 

5月19日（木）13:30～16:00 

5月20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1.23％(令和4年4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 

▲足つぼ師 松本廉太郎氏 

城陽市企業説明会      第１６１回簿記・第２２５回珠算 

簿記検定(1～3級) <令和4年6月12日(日)実施> 

申込期間 4月25日(月)～5月16日(月) 

受験料 
1級 7,850円 

2級 4,720円／3級 2,850円 

検定会場 城陽市立東部コミュニティセンター 

珠算検定(1～6級) <令和4年6月26日(日)実施> 

申込期間 5月9日(月)～5月26日(木) 

受験料 
1級 2,340円／2級 1,730円 

3級 1,530円／4～6級 1,020円 

検定会場 城陽市立南部コミュニティセンター 

 就職希望者と市内企業のマッチングの場とし

て企業説明会を開催します。貴社の魅力をＰＲ

する機会に、ぜひご活用ください。 

           【詳細：折込チラシ】 

■ 開催日程：第14回 7月6日(水)／第15回 9月6日(火) 

■ 開催場所：文化パルク城陽 西館3F会議室  

《 参加申込締切：5月13日(金)〆 》 
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最新の情報は、当所ホームページでもご確認いただけます！ 

京都サンガ Ｆ.Ｃ.  

 京都サンガF.C.観戦チケット

を抽選で【1組2名様】にプレゼ

ント！会員事業者・家族・従業

員等の皆様が応募対象です。 

（抽選結果は当選者にのみお知

らせいたします） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 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 6月26日（日）18時30分～ 

  VS 湘南ベルマーレ 
  ★申込締切 5月27日（金） 

 

 ② 7月2日（土）18時30分～  

  VS 北海道コンサドーレ札幌 
  ★申込締切 6月3日（金）   

 

プレミアム付商品券 

「親睦グラウンド・ゴルフ大会」 参加者募集！ 

夏季軽装 

    商品企画・開発手法セミナー 

 当所では、地球温暖化対策お

よび節電対策として夏季軽装を

実施いたします。下記期間中、

職員は原則ノーネクタイ･ノー

ジャケット等の軽装にて勤務し

ておりますので、何卒ご理解を

いただきますようお願い申し上

げます。 

【期間：5/1(日)～10/31(月)】 

 商品企画から開発、販売に至るまでの一連の

ノウハウに関するセミナーを開催します。また

企業が抱える課題解決に向けた《個別相談》も

後日承りますので、ぜひ多数のご参加をお待ち

しております。    【詳細：折込チラシ】 

講 師 

日 時 

定 員 

場 所 

齋藤 三映子 氏 

令和4年6月3日(金) 

   14:00-16:00 

城陽商工会議所 or オンライン 

20名（会場※先着） 

 城陽市プレミアム付商品券

2022の取扱店舗は引き続き募集

中です。ご参加を検討されてい

る事業所様は、当所までお問い

合わせください。 

 商品券の購入申込については

「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。 

      【担当：振興課】 

■ 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】                   

日時：５月２２日(日) 

   ９時半スタート 

＠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 

＠一休グラウンドゴルフ倶楽部 

「会議所だより」 折込チラシ同封サービスのご案内 

    日商１００周年記念事業 

 日本商工会議所は本年、創立100周年を迎えま

す。事業の一環として会員企業の皆様を対象に

オンライン記念講演会(第1弾)を配信されますの

で、奮ってご参加ください。 【要事前申込】 

講 師 

日 時 

配 信 

   柳井 正 氏 
      株式会社ファ―ストリテイリング 

      代表取締役会長兼社長 

    令和4年5月27日(金) 
     ①11-12時 ②14-15時 ③18-19時 

YouTubeプレミア公開 

～「中小企業こそ世界で稼ぐ」～ 

内 容 第1部 柳井氏による記念講演 

第2部 柳井氏×三村会頭のトークセッション 

 本誌「会議所だより」の折込

チラシ同封サービスは、自社の

サービス・商品のＰＲにご活用

いただける効果的な広報ツール

です。会員数の増加に伴い、発

行部数および金額が変更となり

ますのでご注意ください。 

      【担当：振興課】 

 ＜規格・料金＞ 

 ■発行部数 

 (会員数増加に伴い) 1,400部 

 ■サイズ A4 1枚 

 ■金額  

 (現物持込の場合) 14,000円 

 ■申込期限 

 発行希望月の前月10日まで 


