
向日市商工会情報 
 

部会総会開催 

工業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）が原案どおり承

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。 

◆商工会工業部会（部会長：岡本  光三） 

日時：７月 ６日（月） 

京都銀行 金融大学校桂川キャンパス 

 

平成２７・２８・２９年度役員（敬称略５０音順） 

工業部会 

部 会 長  岡本 光三 (㈱大日本科研) 

副部会長  田中 益一 (田中竹材店) 

副部会長  中村  訓 (㈱ナカムラ理化) 

幹  事  大塚 正洋 (東洋竹工㈱) 

幹  事  大塚 祐司 (㈱大塚竹材店) 

幹  事  北尾 哲郎 (日東薬品工業㈱) 

幹  事  清水 庄吾 (森庄缶詰製造所) 

幹  事  出立 光雄 (出立鉄工所) 

幹  事  永井  守 (ナガイ理工) 

幹  事  三島 一郎 (長岡銘竹㈱) 

幹  事  村上 昇一 (昇美電業社) 

幹  事  山本  巧 (㈲山本商会) 

 

向日市歴まち商品券換金のお知らせ 
●換金時必要書類 

①商品券換金請求書（様式１） 

②商品券取扱事業所登録証明書（名刺サイズ） 

③商品券 

●換金申し出期間 

平成２７年７月６日（月）～ 

平成２７年１０月９日（金） 

毎週 月・水・金（祝日を除く） 

●換金場所・時間 商工会 １０時～１７時 

●窓口現金換金（毎週水曜日） 

額面５万円以下の持込については、窓口での現金

換金を可能といたします。 

実施曜日：毎週水曜日１０時～１７時（祝日を除

く） 

 

向日市建設・リフォーム券 

～８月１０日購入申込スタート～ 

向日市建設・リフォーム券の申し込みは平成２７

年８月１０日（月）午前１０時からとなります。

それ以前の申し込みは受け付けられませんのでご 

注意ください。 

また、申し込み初日（８月１０日）に発行枚数を

超える申し込みがあった際は抽選とさせていただ

きます。 

●申込時必要書類 

登録事業所が下記書類を商工会へ提出する。 

①登録事業所証（提示のみ） 

②向日市建設・リフォーム券購入申込書（様式３） 

③当該工事の見積書もしくは発注契約書（写） 

※書式の規定はございません 

④購入承諾書（事業所用/様式４） 

⑤工事前現場写真（様式５） 

●受付期間 平成２７年８月１０日（月） 

～ 売り切れまで 

●受付場所・時間 商工会 １０時～１７時 

 

主張発表大会南部ブロック予選 

京都府商工会青年部主張発表大会南部ブロック 

予選大会が、７月９日（木）「八幡市文化センター」

にて開催され、当商工会青年部より部員の 

佐々木 潔（山下とうふ店）さんが出場されまし

た。 

 「青年部活動に参加して」をテーマに、「私の経



営姿勢を変えた青年部活動」をサブタイトルとし、

向日市商工会青年部主催の「若手後継者等経営セ

ミナー」に参加、京都府「知恵の経営」実践モデ

ル企業として認定されるまでの取り組み、苦労話、

そして、結果としてしっかりとした経営姿勢を持

つことができた経験を発表されました。 

 

たなばたまつり 
６月２６日（金）～７月７日（火）まで、「たなば

たまつり」を開催しました。 

期間中は雨天続きでしたが、みなさまにご協力い

ただいた短冊が竹笹にゆれ、季節の風物詩となり

ました。 

 

● JR向日町駅前   ●イオンモール京都桂川 

 

 

 

 

●五辻常夜灯ﾎﾟｹｯﾄﾊﾟｰｸ   ●向陽小学校校門 

    

 

●深田川橋公園    ●阪急東向日駅前三角地   

 

 

  

 

 

 

プレゼントのお知らせ 

～木下大サーカス無料招待券第２弾！～ 

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、

抽選でペア１０組２０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、 

８月６日（木）までに、ＦＡＸ（９３４－２６６５）

にてお申し込みください。 

なお、お申し込みは１事業所につき１回までとさ

せていただきます。 

●通用期間 

平成２７年８月１０日（月）～９月２１日（月・祝） 

＊休演日：毎週木曜日と７月２２日（水）、 

８月１２日（水）、８月２６日（水）、 

９月１６日（水）。ただし８月１３日（木）は 

開園。 

なお、追加料金の必要な日がありますことを申し

添えます。ご了承ください。 

●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 

 

 

       

     

 



女性のための創業塾 
乙訓地域商工会広域連携協議会では、、手作り市

やネットショップでの商品出展など、ハンドメイ

ド作家向けのセルフブランディング及びイベント

出店のためのセミナーを開催します。 

創業を目指す方、もしくは創業間もない方向け

の、より実践型の内容となっています。 

関心をお持ちの方がおられましたら是非ご案内

いただき、向日市商工会までご連絡ください。 

 

●日 時 ８月２５日（火）・９月８日（火） 

     両日ともに午前１０時～午後４時 

●場 所 長岡京市立産業文化会館 ３階 

●講 師 ㈱クリエイティブコバコ 

     代表取締役・ 

店舗ディスプレイアドバイザー 

小林 れい氏 

●定 員 先着２０名 

●参加費 ２，０００円 

●内 容 ・マーケティングの初歩、セルフブラ 

ンディングの仕方、作品を使ってのデ

ィスプレイ実習、イベントやネットの

販売方法など。 

なお、お申込の際、作っている作品、販売の経

験(対面・ネット)、インターネットを使っている

か(ブログ・ＳＮＳなど)お知らせください。 

 

新ＳＨＩＦＴ導入について 
全国商工会連合会が運営する、商売の効率や売

上アップをサポートするシステム・１００万会員

ネットワーク（ＳＨＩＦＴ）が８月２７日（木）

からバージョンアップします。 

つきましては、下記の日程にてメンテナンスが

行われるため、当該期間に利用される場合は操作

に影響が出る恐れがあります。どうぞご注意くだ

さい。 

また、随時新規登録も受け付けております。お

気軽に商工会までお問い合わせください。 

 

〈移行スケジュール〉 

■新ＳＨＩＦＴのログイン停止 

８月２４日（月）～８月２６日（水） 

＊この期間は旧ＳＨＩＦＴをご利用いただけません。 

■メンテナンス日 

①７月２５日（土）午前９時～午後０時 

②９月１３日（日）午前８時～午後６時 

●バージョンアップ内容 

・企業ページのデザインプレート追加 

・プレビュー画面を見ながらのＨＰ作成 

・添付ファイルの容量アップ 

・商品ページに掲載できる画像数アップ 等 

●機能追加 

・顧客管理機能、注文管理機能 

・アンケート作成機能 

・ＳＮＳ連携機能 等 

 

エコリース促進事業 
～省エネ・新エネ機器導入のための補助金制度について～ 

エコリース促進事業とは、中小企業等が省エ

ネ・新エネ機器をリースで導入した場合にご利用

できる環境省の補助金事業のことをいいます。 

多様な機器が対象となっていますので、店舗や

向上などでの省エネ・節電にも役立ちます。 

 

＜リース契約の要件＞ 

① 補助率５％[節電対策リース支援事業] 

対象機器のうち節電効果が特に高い２５製品群 

を対象とするリース契約。 

② 補助率３％ 

対象機器のうち、上記節電効果が特に高い機器以

外を対象とするリース契約。 

 

●対象となるリース先 

個人（家庭）、個人事業主、中小企業又は中堅企業（※１） 

（※１）中小企業又は中堅企業とは、 

・資本金１０億円未満の会社法上の会社 

・常時使用する従業員の数が３００人以下の医療

法人等 

 



●対象となる機器 

・環境省が定める基準を満たした新品の省エネ 

新エネ機器（※２） 

 ●対象となるリース契約 

 ・指定リース会社とのリース契約が対象となり

ます。 

 ・ご利用いただけるリース契約の金額は、 

 個人（家庭）：６５万円以上２億円以下。 

  個人事業主・企業・医療法人等：３００万円以上２億円

以下。 

 ●お手続き 

 ・リース会社が申請手続きを行います。 

（リース先は申請手続きの必要がありません。） 

・導入機器によるＣＯ２削減量等のモニタリング

報告の必要ありません。 

 

なお、ご利用にあたっては、下記のホームペー

ジに掲載されている指定リース事業者までお問

い合わせください。（※２）対象となる機器の検

索もできます。 

ホームページ： 

一般社団法人ＥＳＣＯ推進協議会

http://www.jaesco.or.jp/ecolease-promotion/ 

 

 

 

後継者対策特別相談デー 
公益財団法人京都産業２１・京都中小企業事業継

続支援センターでは、後継者対策に関する特別相

談デーを設定しています。後継者不在、後継者育

成等に不安を持つ中小・小規模事業者の経営者の

皆さまが対象となっています。 

相談料は無料、秘密厳守です。 

この機会に、お気軽にご相談ください。 

８月以降の開催日等は下記の通りです。 

●相談開催日 原則第２、第４月曜日 

  ８月１０日(月)、２４日(月) 

  ９月１４日(月)、２８日(月) 

 １０月１３日(火)、２６日(月) 

 １１月 ９日(月)、２４日(火) 

 １２月１４日(月) 

 受付時間は午後１時～午後４時となっています。 

●申込方法 事前申込不要 

●相談窓口 

 公益財団法人 京都産業２１ 

 京都中小企業事業継続支援センター 

 〒６００－８８１３ 

 京都市下京区中堂寺南町１３４ 

ＴＥＬ：０７５－３１５－８８９７ 

ＦＡＸ：０７５－３１５－８９２６ 

E-mail：contact@jigyo-keizokoku.jp 

８月の予定 

日   時 行 事 名 場   所 内   容 

８月 ４日、１８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 

８月 ６日（木） 

午後５時～午後６時３０分 
理事会 麒麟園 

前回理事会議事録の承認に関する件 

プレミアム商品券事業に関する件 

「向日市まつり」に関する件 他 

８月６日（木）～７日（金） 
近畿ブロック商工

会女性部交流会等 

大津プリンス 

ホテル 

近畿府県商工会女性部連合会連絡協議会主催 

交流会及び主張発表大会等 

８月２５日（火）・９月８日（火） 

両日ともに午前１０時～午後４時 
創業セミナー 

長岡京市立 

産業文化会館 

女性のための創業塾 

～ハンドメイド作家のセルフブランディングと 

イベント出店！～ 

競輪のない日はありません 


