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「たなばたまつり」を開催いたします。 

（向日市商店会、向日えきえきストリート、 

向日市商工会共催） 

◆６月２６日（金）～ ７月７日（火） 

◆開催場所 

 ・ＪＲ向日町駅前 

 ・深田川橋公園 

 ・阪急東向日駅前三角地 

 ・向陽小学校校門付近 

 ・五辻常夜灯ポケットパーク 

 ・商工会館 

 ・イオンモール京都桂川 

 ・各商店会加盟店 

地元小学校の児童の皆さんやサークルの有志他

の皆さんによるご協力で、将来の願いや、思いを

短冊に書き込んで大きな竹笹に飾り付けを行い

ます。 

★ＪＲ向日町駅前は、「京の七夕」（実行委員会：

京都府、京都市、京都商工会議所など１７団体で

構成）と連携して行います。 

 

部会総会開催 

建設業部会・サービス部会総会が開催され、平

成２６年度事業報告、平成２７年度事業計画（案）

を原案どおり承認、決定されました。 

また、役員改選が行われ、新役員が次の通り決

定されました。 

◆商工会建設業部会（部会長：神野惇） 

日時：６月１３日（土）洛園 

 

◆商工会サービス部会（部会長：大川猛） 

日時：６月１６日（月）向日市商工会館 

 

 

 

 

 

平成２７・２８・２９年度役員（敬称略５０音順）） 

建設業部会 

部会長  神野 惇   〔カミノ建設㈱〕 

副部会長 清水 晶雄  〔㈱清水工務店〕 

副部会長 五十棲 伸幸 〔京伸建設工業㈱〕 

幹 事  石井 秀夫  〔㈱瓦熊〕 

幹 事  稲本 收一  〔㈱ヴェリテ稲本〕 

幹 事  小川 靖高  〔小川造園土木㈱〕 

幹 事  木ノ山 高久 〔㈲洛西設備工業所〕 

幹 事  木村 太志  〔木村㐂工務店〕 

幹 事  小城 大咲  〔㈱水道センター〕 

幹 事  民秋 康典  〔㈱タミアキ造園土木〕 

幹 事  冨安 三十四 〔㈲冨安水工店〕 

幹 事  永井 照人  〔永井造園〕 

幹 事  松田 貴雄  〔松雄建設㈱〕 

幹 事  湯浅 好美  〔㈲湯浅アルミ〕 

サービス部会 

部会長  大川 猛   〔グリーンハウジング〕 

副部会長 岡﨑 享    〔住宅情報センター㈲〕 

副部会長 築山 剛    〔クリーニングつき山〕 

幹 事  大西 郁雄  〔㈲オッツ〕 

幹 事  鎌田 純市    〔ハイツ・カマタ〕 

幹 事  北野 順久  〔㈱北野住宅〕 

幹 事  才野 和義    〔㈲バロル〕 

幹 事  佐藤 克美    〔佐藤会計事務所〕 

幹 事  清水 幹央    〔清水クリーニング店〕 

幹 事  戸田 英四    〔戸田 ISOサポート〕 

幹 事  松本 克彦    〔松本克彦税理士事務所〕 
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プレゼントのお知らせ 

～木下大サーカス無料招待券～ 

京都府商工会連合会後援の「ＪＲＡ京都競馬場

開設９０周年記念事業・木下大サーカス京都公演

～奇跡のホワイトライオン世界猛獣ショー」の無

料招待券（自由席入場券）を商工会員様対象に、

先着順ペア１５組３０名様にプレゼントいたしま

す。 

ご希望の方は、向日市商工会まで事業所名、氏

名、電話番号を記入（様式は自由）のうえ、ＦＡ

Ｘ（９３４－２６６５）にてお申し込みください。 

●通用期間 

平成２７年７月１８日（土）～８月１日（土） 

＊休演日：毎週木曜日と７月２２日（水） 

 

●場所 

ＪＲＡ京都競馬場駐車場特設会場 

京阪淀駅下車徒歩約１５分・シャトルバス運行 

 

     
 

経営相談随時受付中 

経営に係わる諸問題を一人で悩んでおられませ

んか？ご連絡いただければ、われわれ商工会の経

営支援員（中小企業応援隊員）がお伺いさせてい

ただきます。 

まずは、経営についてお悩みになっていること

をお聞かせください。客観的に問題をとらえるこ

とで、意外な解決策も見出せる場合もあります。 

もちろん、相談は無料、秘密は厳守します。 

 

ラッピングセミナー開催 

◇消費税転嫁対策窓口相談等事業◇ 

当商工会女性部では、消費増税１０％への対策

として、顧客満足度の維持・向上を目指し、「包み

もの」で贈り主の真心を表現する技術「ラッピン

グ」の講習会を開催します。 

どなた様でもご参加いただけるセミナーとなっ

ております。定員は１５名の先着順です。 

どうぞこの機会に是非ご参加ください。 

●日 時 平成２７年７月７日（火）午後２時～５時 

●会 場 向日市商工会館 ３階会議室 

●講 師 ㈱アートカラー 能口 祥子 氏 

（カラー＆ラッピングコーディネーター） 

●受講料 無料 

●持ち物 はさみ・カッター・セロテープ 

●主催  京都府商工会連合会・向日市商工会・ 

     向日市商工会女性部 

＊なお、お申し込みについては、商工会事務局 

（９２１－２７３２）までご連絡ください。 

 

マル経融資のご案内 

マル経融資とは、日本政策金融公庫が貸付を行

う、小規模事業者経営改善資金のこと言います。 

商工会で経営指導を受けている小規模事業者の

方が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人

でご利用できる制度（＊ご利用にあたっては、商

工会の推薦が必要）となっています。 

資金の使いみちとして、運転資金と設備資金が

あり、融資限度額は、２，０００万円です。 

また、ご返済期間は、運転資金７年以内（うち

据置期間１年以内）、設備資金１０年以内（うち据

置期間２年以内）、利率は１．２５％（年）です。   

（平成２７年６月１０日現在） 
詳細については商工会事務局までお問い合わせ

ください。 

 



｢愛菜楽市｣出店者募集 

地域農産物直売事業｢愛菜楽市｣の開催に伴い、会

場での出店者を募集します。 

●日 時 

夕市 ８月２日（日）、２３日（日）、 

９月６日（日）１３日（日） 

＊いずれも１６時～１８時 

朝市 １２月１３日（日）、１月１７日（日）、  

２月７日（日） 

＊いずれも１０時～１３時 

●場 所 向日市役所 駐車場 

●出店料 無料 

●出店数 ３店舗程度 

●販売物（例）飲料、和菓子、洋菓子、 

その他飲食物 

＊特に規制はありません。来場者が喜ばれる飲食

物等事前にご相談ください 

●申 込 ７月１７日(金)までに商工会事務局へ 

     (担当：中川) 

当日は地元農家の方が農産物を直売します。 

なお、テント、机等は主催者で準備いたします。 

 

      

 

向日市建設・リフォーム券 

～参加事業所募集中！！～ 

◇向日市建設・リフォーム券とは◇ 

 自宅のリフォームなどをお考えの向日市民が購 

入できる、リフォーム工事等専用の商品券です。 

◇販売価格 １枚５万円（額面 ６万円） 

◇購入限度 １世帯２０枚（額面 １２０万円） 

◇発行枚数 １２００枚（発行総額７２００万円） 

◇購入申込受付期間 ８月１０日～売り切れまで 

◇購入申込方法 券の購入希望者が参加事業所に

工事の内容などを相談し、参加事業所が向日市

商工会へ申し込みます。 

●参加条件   

向日市内に本店を有し、向日市内で営業実態が

あり建設業を営む商工会会員事業所（者）。 

●参加登録方法 

登録申請書等に必要事項をご記入の上、商工会

まで持参または郵送でお申込みください。 

●受付期間 平成２７年６月１５日（月）～ 

平成２８年２月１５日（月） 

※平成２７年７月１０日（金）までにお申し込み

をされた事業所のみ、PRにあたり事業所名等を

チラシに掲載いたします。それ以降は原則チラシ

掲載はできませんのでご了承ください。（ホーム

ページには掲載いたします） 

●受付場所・時間 商工会 １０時～１７時 

※実施要項、登録申請書等はホームページから 

ダウンロードしていただけます。 
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・経営や税務・創業に関する無料相談 

・無担保・無保証で受けられるマル経融資や府制度融資の利用、補助金の活用 

・専門的・実践的な助言と指導により課題に対応できる専門家派遣制度 など 

・経営革新・知恵の経営報告書・経営計画書作成支援 

・経営力向上・経営意識向上のためのセミナー、先進地視察研修への参加 

・ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟ・物産展・商談会・通販ｻｲﾄ・SHIFT(100万会員ﾈｯﾄﾜｰｸ)などによる販路開拓・情報発信支援 

・リスク対策のための各種共済制度の利用、労働保険事務代行 

・業種別部会、青年部・女性部の活動など会員相互の交流による人脈の拡大やビジネス機会の創出 

入会メリット満載です。お知り合いの事業所様をご紹介下さい！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月の予定表 

日   時 行 事 名 場  所 内   容 

７月 ７日、２１日（火） 

午後１時～午後４時３０分 
税務相談 商工会館 

税理士が税務に関する相談に応じます 

担当：松本 克彦税理士 相談無料・秘密厳守 

７月 ６日（月） 

午後５時３０分～ 

工業部会基調講

演・通常総会・

交流会 

京都銀行 

金融大学

校桂川キ

ャンパス 

（基調講演） 

㈱京都総合経済研究所 調査部長 森秀人 氏 

（通常総会） 

平成２６年度事業報告に関する件 

平成２７年度事業計画（案）に関する件 

任期満了に伴う部会役員改選について 

７月 ９日（木） 

午後６時～ 

青年部主張大会 

南部ﾌﾞﾛｯｸ予選 

八幡市文化

センター 

南部地域の商工会青年部代表による主張発表

（一般来場可能） 

７月２９日（水） 

午前１０時～午後４時 
一日公庫 商工会館 

日本政策金融公庫・国民生活事業による出張融

資相談会 

７月２９日（水） 

午後２時～午後４時 

向日市まつり 

実行委員会 
商工会館 平成２７年度向日市まつり実施について 

競輪のない日  １日（水）、１３日（月）、２９日（水） 

商工会は 行きます 聞きます 提案します 順次会員募集中！ 


