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信頼とはとても時間のかかるもの。

丁寧に長期的視野で積み重ねていく

もの。積み重なった信頼はとてつも

なく強い。 

    書道家 武田 双雲 

１２ 
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） 

最新情報は、当所ホームページ（https://joyocci.or.jp/)でもご確認いただけます 

第１４期体制がスタートしました！ 

 11月9日(水)、第13回臨時議員総会・第14期役員議員披露式･披

露宴を開催。任期満了に伴う役員の選任など全7議案が可決承認さ

れ、次のとおり第14期新役員体制がスタートしました。 

会 頭 

岩 見 悦 明 
㈱杜若園芸／代表取締役 

森澤 博光 森澤金糸工業㈲／代表取締役 

恩地 好晶 ㈱ミズホ／取締役 常務執行役員 

杉山 峯生 ㈲杉山鈑金工業所／代表取締役 

石田 勝也 (福)城陽福祉会／理事 

岩見 恵一 星和電機㈱ 

        ／執行役員管理部長 

川端 幸男 ㈲ソレイユ／代表取締役 

北川 俊明 ㈱ピーマックス 

        ／代表取締役会長 

北澤 秀明 ｷﾀｻﾞﾜ産業㈱／代表取締役 

木原 好信 ㈱木原測量設計事務所 

        ／代表取締役 

久保 京一郎 ㈱久保建築／代表取締役 

小山 貴生 ㈱京都銀行 城陽支店 

        ／支店長 

﨑川 武雄 京都金銀糸振興協同組合 

        ／理事長 

佐藤 浩市 日本観光ゴルフ㈱ 

        ／常務取締役 
杉山 公和 ㈱シェル／代表取締役 

谷村 臣央 ㈲谷村自動車工業 

        ／代表取締役 

冨田 良典 ㈱コモドポスト 

               ／代表取締役 

中野 寛之 ㈱中野鈑金塗装 

       ／代表取締役 

西島 栄治 栄建設工業㈱／代表取締役 

西村   繁 ㈱山岡製作所 

       ／取締役 製造本部長 

信吉 秀起 信吉登記測量事務所／所長 

原田 幸一 ㈱原田組／専務取締役 

東本 一謙 東本建設㈱／代表取締役 

桧原 信司 近畿砂利協同組合／理事長 

藤井 正泰 ㈱アド関西／代表取締役 

堀井 誠史 ホリモク㈱／代表取締役 

森田 治秀 ㈱もりた園／代表取締役 

森本 晃平 ㈱フタバ／代表取締役 

山本 幸夫 サントリープロダクツ㈱      

       宇治川工場／執行役員工場長 

吉田 忠康 ㈲京都八百忠／代表取締役 

副会頭 
木引 一眞 

㈲ｷﾋﾞｷﾆｭｰｽﾞｴｲｼﾞｪﾝﾄ 
代表取締役 

専務理事 

生駒 智史 
副会頭 

堀井 裕司 
㈱堀井建設 
代表取締役 

副会頭 
中川 憲一 

㈲松屋 
代表取締役 
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新入会員募集中！お知り合いの未加入事業者様をご紹介ください 

第１４期 岩見会頭 就任のご挨拶 

 去る11月9日に開催されました第13回臨時議員

総会におきまして、第14期城陽商工会議所会頭

の重責を賜り、光栄に存じますと同時に地域最

大の経済団体である商工会議所に課せられたそ

の責任の重大さを痛感いたしている次第です。

任期である3年間は、役員･議員･会員の皆様方の

ご支援ご協力をいただきながら精一杯商工会議

所運営に努めたいと存じます。 

 わが国経済は、度重なる新型コロナウイルス

感染症拡大の影響や、ロシアのウクライナ侵攻

に加え、原油高、急激な円安などにより先行き

の見えない大変厳しい状況となっております。 

 また、欧米のインフレ対策等による世界経済

の鈍化への不安感も重なり、先行きはますます

不透明となっております。 

 当地域におきましても、世界情勢の変動など

様々な要因で経済環境が変化する中、事業所の

経営課題は多種多様化し、経営者の高齢化に伴

う事業承継も大きな問題になっています。さら

には、人口の減少とともに、従業員数10名未満

の事業所が8割以上を占め、大企業が極端に少な

く小規模事業者が大半である当市の商工業者数

も人口と同様に減少が進んでおり、当商工会議

所の退会者は大半が廃業による退会となってお

ります。そのような中、当商工会議所としまし

ても、会員に魅力のある商工会議所であるため

の組織づくりはますます重要な課題になってい

くことと認識しております。 

 このような状況を踏まえ、当商工会議所の根

幹であります事業者の経営改善に対する支援を

強化するとともに、中小企業経営力強化法に基

づく支援機関としても、小規模事業者の成長と

発展に向けた｢経営革新への支援｣をはじめ、京

都府応援隊支援事業や創業者を支援する創業支

援ネットワーク｢城陽チャレンジスクエア｣を最

大限活用し支援を行い、また地域基盤整備、地

域振興に関しても、府・市などへの｢要望活

動｣、行政・商店街等と連携した賑わい創出事業

による｢活力と魅力あるまちづくりの推進｣など

に、積極的に取り組んでまいります。 

 更には、長引くコロナ禍にあたり、社会・経

済環境が大きく変化することに対応するために

当所自体がDX化に取り組み、会員サービスの高

度化やSDGsにも繋げるため業務の効率化を図る

など新しい取り組みを始めて参ります。 

また、従来からの事業として、地場産業振興を

図るための支援を行っている｢燦彩糸プロジェク

ト｣など地域の特性を生かした事業をはじめ、多

数の事業者や市民にご利用頂いております｢城陽

市プレミアム付商品券｣や市内商工業者の周知を

図るため ｢城陽日和 ｣の発行や ｢LINE｣ や、

｢Instagram｣などのツールを利用した情報発信

も、継続して行って参ります。 

 地元山城地域におきましては、JR奈良線の高

速化・複線化事業により今年度末には京都－城

陽間の完全複線化が完成し、また、新名神高速

道路全線開通に向けて着実に工事が進められて

おり、地域のさらなる発展にむけた交通ネット

ワークが着々とすすんでいる次第であります。 

 当所といたしましてもこの機会を逸すること

なく地域の産業基盤の揺るがない発展のため力

を尽くす所存であります。 

 結びにあたり、会員の皆様方と協調し、会員

事業所が｢繁栄｣し、地域の｢発展｣に繋げるた

め、京都府、城陽市をはじめ関係機関などとも

連携･協調を深め、地域産業発展のために精一杯

努力を傾注して参る決意であります。 

 会員の皆様に絶大なるご支援･ご協力を賜りま

すよう心からお願い申し上げまして、第14期役

員議員を代表し就任のご挨拶といたします。  

新入会員募集!! 

詳しくは当所まで ℡52-6866 
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各種補助金に関するお問い合わせは当所まで 

補助金のご案内 

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、あるいは販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化のための取組｡   

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 

※補助対象外となる経費※ 

汎用性が高く目的外使用になりえるもの(車･オートバイ･自転車･文房具等･パソコン等)

は補助対象外となります。  

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］50万円 ［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 電子申請システム（jGrants）または郵送 申請締切 
【第10回】12月9日(金) 

【第11回】2月下旬 

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 

(平日9:00～12:00、13:00～17:00 ※土･日･祝を除く)  

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     

補助対象 

要件  

①2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又 

 は2020年1月～3月)の同3か月の合計売上高と比較して10％以上減少していること等 

②経済産業省が示す｢事業再構築指針｣に沿った3～5年の事業計画書を認定経営革新等支援機関等 

 と共同で策定すること  

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 

・補助率 

【通常枠】100万円～8,000万円（従業員規模により異なります） 

  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】8,000万円超～1億円（※従業員数101人以上の企業に限る） 

  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】100万円～1,500万円 中小企業者等：3/4／中堅企業等：2/3 

【最低賃金枠】100万円～1,500万円 中小企業者等：3/4／中堅企業等：2/3 

【グリーン成長枠】100万円～1.5億円 中小企業者等：1/2／中堅企業等：1/3  

補助事業 

実施期間 
交付決定日～12 か月以内（ただし、採択発表日から 14 か月後の日まで）   

申請方法 
電子申請システム（jGrants） 

※GビズIDプライムアカウントが必要です  
申請締切 【第8回】令和5年1月13日(金)18時 

お問合せ 

事業再構築補助金コールセンター 

℡：＜ナビダイヤル＞ 0570-012-088  ＜IP電話用＞ 03-4216-4080  

（月～土 9:00～18:00 ※日･祝を除く)    
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チラシ同封サービスを 

利用しませんか？ 

 

 

 

 

 
 

貴社サービス･商品PRに 

ぜひご活用ください！ 

 ■ 規格 A4×1,400枚  

 ■ 折込料 通常14,000円が       

＼半額ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中／ 

７，０００円   
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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 

第４３回ＪＯＹＯ産業まつり開催御礼 

 11月3日(木･祝)文化パルク城陽にて、第43回JOYO産業まつりを3

年ぶりに開催。当日は天候にも恵まれ、延べ32,000人の来場者を

迎え、盛大のうちに終えることが出来ました。 

 本年は、｢進めよう、新しいJOYO｣をテーマに、｢砂で遊ぼう！砂

絵づくり｣｢西尾夕紀 ステージショー｣｢大奈 ステージショー｣など

のイベントを実施しました。また、いいもの発見フェアでの収益

金は、今後の防災対策に役立てて頂けるよう城陽市社会福祉協議

会へ全額寄付致します。 

 本まつり開催に伴いご協賛ご協力賜りました皆様方には心より

御礼申し上げます。 

調理師の皆様へ 

調理師業務従事者届を 

出しましょう！ 

 調理業務に従事されている調

理師は調理師法により、2年に1

度、調理師業務従事者届の届出

が義務づけられています。 

令和5年が届け出る年にあたり

ますので、令和4年12月31日現

在の状況を、令和5年1月15日ま

でに関西広域連合へ届け出を

行ってください。 

 詳細は関西広域連合ホーム

ページをご確認ください。 

 

 

 

 

【届け出・お問い合わせ先】 

関西広域連合 資格試験免許課 

調理業務従事者担当 

電話:06-4803-5669 

住所:大阪市北区中之島5-3-51 

   大阪府立国際会議場11階 

～ 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 

 営業時間 ２０:００～２４：００ 

団体３０名様まで 

「山背彩りの市２０２２」「ワンコイン商店街」開催！ 

  11月23日(水･祝)に手づくり

市｢山背彩りの市2022｣(主催:に

ぎわいづくりの会)をアクティ

城陽商店街･JR城陽駅前商店街

にて3年ぶりに開催。 

雨天での開催ではありました

が、たくさんの方が来場されま

した。雑貨、アクセサリー、衣服

などの手作り作品のほか、バラエ

ティ豊かなグルメブースを楽し

む姿が見られました。 

 また、両商店街で使えるお買

物券がゲットできるスタンプラ

リーやにぎわいづくりの会を構

成する商店街から参加店が集結

した｢ワンコイン商店街｣も同時

開催し、商店街の魅力を発信し

ました。 

https://sansaishi.kyoto.jp/
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本紙広告主を募集中！詳細は、当所広報担当までお問い合わせください 

城陽ドローン協会 寺田地区振興会 

 11月24日(木)シェルにて、**

名出席のもと、寺田地区振興会

総会を開催。当地区は11月1日

より寺田北地区と寺田南地区

し、総会終了後、懇親会を開催

し親睦を深めました。 

 

役員・議員視察研修 

 10月23日(日)～25日(火)、総

勢41名参加のもと、2泊3日の役

員･議員視察研修を開催。 

 沖縄県宮古島方面へおもむ

き、ゴルフや宮古島観光を楽し

み、3年ぶりの開催となる視察

研修で親睦を深めました。 

 

 11月5日(土)、京都府商工会

議所青年部連合会第26回会員

大会亀岡大会が亀岡市で開催。

京都各地から総勢274名の青年

部会員が参加し、当青年部から

はOB含め24名が参加しました。 

 また、11月11日(金)･12日

(土)、日本商工会議所青年部第

40回全国会長研修会が枚方市

で開催。当青年部からは、尾方

夏子会長を筆頭に今後の青年

部を担う会員が参加し、各地の

青年部メンバーと交流を深め、

親睦を図りました。  

 11月24日(木)シェルにて、30

名出席のもと会員総会を開催

し、全議案原案通り承認。 

 本年11月1日より、寺田南地

区と寺田北地区は合併し、｢寺

田地区振興会｣となりました。 

  

 ドローンを活用したプログラミ

ング授業を、城陽市内の10小学

校と1中学校にて実施。実際にド

ローンを操縦したり、プログラムで

遠隔操作するなど、参加児童は

体験に夢中になっていました。 

 11月19日(土)鴻ノ巣山運動

公園で実施された、城陽市介護

連の防災訓練に協力。ドローン

による上空からの被災状況の

映像を、大型モニターにて確認

する訓練を行いました。 
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ＷＥＢセミナー視聴希望の方は、当所までご連絡ください 

 ｢人権の尊重｣は、欠かすことのできない企業

運営の基本です。京都人権啓発推進会議のサイ

ト｢京都人権ナビ｣では、人権に関する知識や研

修に役立つ情報が多数掲載されています。研修

等に使用いただけるDVDの貸出や、資料提供も可

能です。各職場で人権についての認識と理解を

深めていただくために、ぜひご活用ください。 

https://kyoto-jinken.net/ 

［お問い合わせ］ 

 城陽市 市民活動支援課(本庁舎1F) 

 TEL：56-4001 

 MAIL：shiminkatsudo@city.joyo.lg.jp  

京都府知事との懇談会 京都人権ナビ ～研修等にご活用を～ 

寺地拳四朗 ＷＢＣ・ＷＢＡスーパー世界ライトフライ級 ２団体王座統一 

 11月21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。 

 当所から岩見会頭が出席し、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。 

 11月1日、さいたまスーパーアリーナにて、WBC世

界ライトフライ級王者･寺地拳四朗選手(30=BMB)が

WBA同級スーパー王者･京口紘人選手(28=ワタナ

ベ)に7Ｒ2分36秒、TKOで勝利しました。 

 10年振りの日本人王者同士の世界2団体統一戦

に見事勝利した拳四朗選手は、日本男子5人目の2

団体統一王者となり、その栄誉が称えられ11月18日

京都府庁にて、西脇隆俊京都府知事から2度目の

「京都府スポーツ特別奨励賞」が授与されました。 

 また同日、地元である城陽市・宇治市・久御

山町に凱旋し、後援会の安道光二会長ら役員と

共に、奥田敏晴城陽市長・松村淳子宇治市長・

信貴康孝久御山町長らに勝利を報告しました。 
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当所LINEアカウント（ID:＠joyo-cci）からも、最新情報を配信中です！ 

 この春に香川県観音寺市を訪ねたとき、港の

そばの魚屋さんで地域の名産｢伊吹いりこ｣を買

いました。それから麺類を食べるときのだしな

どに使っていますが、しっかりしたうまみがあ

りながら、上品ですっきりした味わいにすっか

りファンになってしまいました。それまでいり

こといえば臭みを減らすために、頭やはらわた

を取り除いてから使うものと思っていました。

｢伊吹いりこ｣はそうしなくてもおいしいだしが

取れます。観音寺市の沖合10kmにある伊吹島で

水揚げされたカタクチイワシをすぐ加工してい

りこに仕上げており、鮮度にこだわる製法に

よって臭みが少ないものになるそうです。こう

した品質を維持する製法やブランドを伊吹漁業

協同組合が管理しています。ブランドの起源

は、家畜の所有者が自分と他人の家畜を判別す

るために押した焼き印だといわれています。そ

れが、消費者から見て生産地や生産者を見分け

るための役割も果たしてきたといえます。消費

者にとってブランドの｢あり･なし｣では何が違う

のでしょうか。生産者や生産地の違いによって

期待される品質や満足に差があることを表現し

ているのがブランドです。私がその後も｢伊吹い

りこ｣を選んで購入しているのはそのブランドで

得られる機能やデザインによる満足が約束され

ていると感じるからです。つまり、ブランドと

は｢つくり手と消費者の間で交わされる約束｣の

象徴だといえるでしょう。地域ブランドにはさ

まざまな種類があります。沖縄〇〇や北海道〇

〇のように、地名そのものが独特の意味を持つ

場合や、焼き物の有田や金属食器の燕･三条のよ

うに産業が集積した歴史や背景があり、地名自

体が特定分野でブランド化している例もありま

す。さらに細分化されてつくり手そのものがブ

ランド化する例として宮崎の和牛ブランド｢尾崎

牛｣等があります。いずれにしろブランドにとっ

て大切なのは、ただその場所でつくられている

というよりも、モノづくりを通じてどのような

満足を提供できるか消費者との間で約束されて

いるかだと思います。地域のブランドづくりに

関わっていると、時に違和感を覚えることがあ

ります。地域ブランドづくりを推進する人たち

が、｢ロゴマークやネーミング｣そのものがブラ

ンドだと思ってしまい、売り込みたい内容につ

いて｢まず消費者との間に交わす約束を決めま

しょう｣と言っても、理解してもらえないことが

あるのです。｢伊吹いりこ｣の例で言えば、消費

者が手軽に上質なだしが取れるという価値を約

束するものが｢伊吹いりこ｣というブランドであ

り、それを実現するモノづくりのルールとし

て、特定のつくり手が｢鮮度にこだわる｣という

要素が決まっています。ロゴマークやデザイン

は後回しでも、消費者との約束が守られていれ

ばブランドは確立できているのです。 

 

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。 
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       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

だしい師走となり皆様何

かとご多忙のことと存じ

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。 

      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 

 他人を思いやるとい

う、日本人の国民性、

美徳に誇りを持ち、自

分もその様になれれば

と思います。  
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 9月の初旬から中旬にかけて米国に出張した。

米国のスタートアップ(開業して間もない企業)

がイノベーション(技術革新)を創出し、新たな

事業モデルを確立して段階的に企業規模を拡大

することを産学官で支援するベンチャー･エコシ

ステム(ベンチャー企業を生み出す生態系)を調

査するためである。行ってみて、その裾野の広

さを改めて肌で感じることができた。大企業の

確立した企業文化ではイノベーションを生み出

し続けることは難しい。米国では、ベンチャー

企業がモノや仕組み、サービス、組織、ビジネ

スモデルなどに新たな考え方や技術を取り入れ

て新たな価値を生み出し、社会にインパクトの

ある革新や刷新、変革をもたらしている。 

 その一方、ベンチャー企業を取り巻く環境は

厳しさを増している。｢上場企業よりもユニコー

ンの冬の時代がもっと続くと思っている｣と、ソ

フトバンクグループの孫正義代表取締役会長は8

月の決算説明会で述べた。さらにソフトバンク･

ビジョン･ファンド(SVF)事業の過去最大の赤字

の原因を説明する際には、企業価値10億ドル以

上の大手未公開企業(＝ユニコーン)の企業評価

についても厳しい見通しを示している。その一

方で、SVF事業の運営コストの削減を明言すると

ともに、｢新たに投資しなくてもここに金の卵が

たくさんあるということを信じながら、そこを

しっかりと育てていくということを今はやるべ

きだと考えている｣とし、新規投資企業の選別を

強める姿勢を示している。9月中旬には、SVF3号

の設立を検討しているとの報道もあった。社会･

経済のエコシステムを変革させるイノベーショ

ンを創出するユニコーンの力に対する孫氏の信

頼は揺らいでいないと解釈できる。また、既存

の大手上場企業の多くが、ユニコーンが創出し

たイノベーションによって、デジタル･トランス

フォーメーション(DX)の名の下、事業ポート

フォリオの見直し、さらにはコア事業の変革ま

で迫られている。直近の10 年間、プライベー

ト・エクイティ市場(PE市場＝未公開株式市場)

は多数のユニコーンを着実に生み出しており、

PE市場の果たしてきた役割は大きい。直近、大

手の上場テック企業(ITを活用してビジネスを展

開している企業)の株価が大幅に下落しており、

それが未公開株式市場に与えるインパクトは大

きいと思われるが、そこに焦点を当てて｢ユニ

コーンの冬の時代｣を強調して悲観する前に、ユ

ニコーンの冬の時代に対するPE市場の耐性とそ

の将来性を見通すべく、同市場がこれまで果た

してきた役割と存在意義を客観的に把握し、理

解を深めることが重要であろう。米国のPE市場

には、過去のイノベーションに安住せず、将来

のイノベーションを見いだす目利き力を強化す

るベンチャー･エコシステムが根付いているた

め、見通しはそれほど悲観的ではない。ここで

の目利き力とは、成長が確実なスタートアップ

やアイデアを見極める力を指す。その力を構成

するのは、多数のスタートアップに関する情報

を収集し、投資できるだけのネットワークを持

つ力と、そうしたスタートアップの中から成功

する企業を選別し、さらに育てる力である。こ

れらを強化し、投資した企業のうち成功する企

業の割合を高めることで、さらに目利き力は強

化される。米国のベンチャー･エコシステムで

は、ビジネスアイデアを世界規模で収集するこ

とができ、その結果、投資対象のユニバースも

世界規模で考えることができる。つまり米国に

はスタートアップを育てる環境が整備されてい

ることから、目利き力、つまり成功確率を高め

る上で明らかな優位性がある。創造性よりも資

金ありきのベンチャー･エコシステムは今回のよ

うな経済的な逆風が吹くと、その持続性がたち

まち低下してしまう。これは日本のベンチャー･

エコシステムを強化していく上で、非常に重要

なインプリケーションを持つのではないか。 

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

 幼少のころから自動車に興味を持ちつつ、陸上

自衛隊で人助けの精神を学んだ事を糧に｢自動車

のお困りごと｣に15年間携わってまいりました。

新車･中古車の販売、ボディーリペア、車検、整備、

コーティングやフィルムに至るまで、幅広い分野

に対応できるトータルカーショップとして、車好

きの従業員とともに楽しく営業しております。

｢車のことなら何でも｣アマノボディーワークス

にお任せください！あなたの愛車の笑顔のため

に心を込めてサポートします！インターネット

ラジオ番組｢アマノの車の文句は俺に言え｣

(spotify、Podcast)では、車に因んだトークをし

ていますので、ぜひお聴きください！ 

文パルチケット情報 

 

 会員データ [代表]天野伸也 [住所]〒613-0036 久御山町田井新荒見82-2 [TEL] 0774-44-2825 

       [営業時間]9:00-19:00(土は17:00迄) [定休]日･祝 [駐車場]あり(3台) 

日時 1月8日(月) 

     15:00開演 

会場 プラムホール 

料金 3,000円 

 ⇒2,700円 
※大学生以下は1,800円 

ｺﾝｻｰﾄ ニューイヤーコンサート  

(繁栄) 

日時 12月18日(日) 

     14:00開演 

会場 プラムホール 

料金 3,300円 

  ⇒2,970円 

ｺﾝｻｰﾄ 第九フェスティバル 

日時 12月25日(日) 

     14:00開演 

会場 ふれあいホール 

料金 2,000円 

 ⇒1,800円 
※中学生以下は900円 

ｺﾝｻｰﾄ クリスマスコンサート  

令和４年分 給与支払報告書の提出について 

 所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、法人･個人

を問わず、支払いを受ける人(給与受給者)の居住する市町村に、1

年間に支払った給与等の明細｢給与支払報告書｣を提出する義務が

あります。これは、住民税の課税や、諸証明発行の資料となるも

のですので、全ての給与受給者(退職者も含む)について作成し、

必ず期限内に提出してください。            

 期 限：令和5年1月31日(火)まで 

 提出先：給与受給者が令和5年1月1日現在に居住する市区町村 

検定試験のご案内 

※窓口申込は、9時～17時まで(土･日･祝･年末年始を除きます) 

【担当：指導課】 

実施試験 実施級 試験日・申込期間 

簿記 

検定 

2・3級 令和5年2月26日(日) 

当所窓口申込期間1月10日(火)～1月30日(月) 
（郵送1月27日(金)必着、ネット申込1月29日(日)まで） 

そろばん 

検定 

1～6級 令和5年2月12日(日) 

当所窓口申込期間12月19日(月)～1月12日(木) 

9 
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経営に関する各種ご相談は TEL 0774-52-6866 まで 

12月14日（水）13:30～16:00 

日程は要相談 

12月15日（木）13:30～16:00 

12月16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1.15％(令和4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 

「城陽日和」掲載店募集 

 令和5年3月中旬頃に発行予定

の『城陽日和vol.21』紹介記事

およびクーポン掲載店を募集い

たします。是非この機会に本誌

を活用してお店や商品のPRにご

活用ください。 

❖A4全ページカラー 

❖市内全戸配布33,500部 

【詳細：折込チラシ】 

年末年始のご案内 

    新春経済講演会 

令和５年1月２５日   
文化パルク城陽    
先着１５０名 
※どなたでもご参加頂けます 

15:00～16:30   
中
野 

雅
至 

氏 
神
戸
学
院
大
学 

現
代
社
会
学

混迷する日本経済と中小企業の課題 
～中小企業が生き残るために必要な政策とは～ 

お申込み・お問い合わせは指導課まで 

  TEL：0774-52-6866 

【詳細：折込チラシ】 

 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4年12月29日(木) 

 ～令和5年1月3日(火)まで 

※年明けは、1月4日(水)9:00～ 

 より業務を開始します｡ 

 今年で21回目を迎える城陽の

冬の風物詩「TWINKLE JOYO 

2022」が開催中です。今年は、

『LOVE & PEACE ～愛は城陽か

ら～』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。 

 大渋滞が予想されますので、

電車･バスにてお越しください。 

 期間 12月1日(木)～25日(日) 

 場所 城陽市総合運動公園 

     LOGOS LAND 

 点灯 17:30～21:30 

    インボイス対策セミナー 

免税事業者 向け 

１月１６日（月） 
１５：１０～１７：００ 

課税事業者 向け 

１月１６日（月） 
１３：００～１４：５０ 

 令和5年10月1日よりインボイス制度が導入されます。本制度は

課税事業者･免税事業者を問わず多くの事業者に関わりのあるもの

です。本セミナーでは、｢課税事業者｣と｢免税事業者｣それぞれの

立場における注意点や対応についてわかりやすく解説します。 

【詳細：折込チラシ】 

    販売促進セミナー 

永
友 

一
朗 

氏 

講
師 

宇治商工会議所    
令和４年12月8日     

14:00～16:00   

 Googleでニーズをつかみ 

     マップで集客する方法 

折込チラシ参照 

1973年生まれ｡中小企業のHP運営実務に精通した

ITコンサルタントとして活躍中。 

【著書】｢Googleマイビジネス集客の王道｣、 

｢ゼロから始める売上アップのためのネット活用｣  

Zoom聴講有   

TWINKLE JOYO 2022 


