向日市商工会情報
第２回理事会開催
８月６日（木）午後５時から、麒麟園にて理事会
を開催しました。
審議事項
◆ 前回理事会議事録の確認に関する件
◆ 委員会委員及び顧問の委嘱に関する件
◆ 新規会員の加入承認に関する件
報告事項
◆乙訓地域商工会広域連携協議会に関する件
◆乙訓商工・観光協議会に関する件
◆プレミアム商品券事業に関する件
◆「２０１５向日市まつり」実施に関する件

部会総会開催
商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。
◆商工会商業部会（部会長：大八木 脩一）
日時：７月３０日（木）向日市商工会館

なお、飲食業分科会の役員改選につきましても
下記の通り決定しました。
分科会長
宮路
保 (麒麟園)
副分科会長 佐々木 潔 (山下とうふ店)
副分科会長 芝田 正子 (まぁ’s キッチン)
幹
事
中山 雅之 (味の台所 中々)
幹
事
西野 政美 (クレープのお店おんりー)
幹
事
林
正幸 (篁庵)
幹
事
彌三川能行 (中華料理 一来一来)
幹
事
淀川 暁人 (洋風酒膳 うまかろう)

京都府商工会女性部連合会主張発表大会結果
去る４月２７日の京都府商工会女性部連合会主
張発表大会において、南部ブロック代表の本会女
性部 前部長の上羽美恵子さん(上羽米穀店)が出
場。女性部活動と地域振興・まちづくりをテーマ
に「チームワークが生んだわたしたちの一押し商
品」について、筍の天ぷらにまつわるエピソード
を交えた内容で女性部の取り組みを発表されまし
た。見事、優秀賞を獲得され、髙橋会長による贈
呈式が行われました。

平成２７・２８・２９年度役員（敬称略５０音順）

商業部会
部会長
副部会長
副部会長
幹
事
幹
事
幹
事
幹
事
幹
事
幹
事
幹
事
幹
事
幹
事

大八木脩一
須田 重正
嶋田 久司
梅原
薫
岡田 孝保
西野 政美
野村
寛
長谷川静江
平井 正樹
松野
敏
安井 俊之
安田 徳治

(タックメイト まんげん)
(㈱矢尾卯)
(㈱)花久)
(梅原酒店)
(ワイン＆フード オカダ)
(クレープのお店おんりー)

(㈱野村龍酒店)
(㈲クレア)
(工芸樹)
㈱マツノ薬局
(仁 アートショップ&スペース)

(安田商店)

新規会員のご紹介
事業所名：中楼田
代表者名：松本 美由紀
住

所：向日市寺戸町西田中瀬８－１９

業

種：飲食業（小料理屋）

所属部会：商業

事業所名：お花屋さん コーセイ

事業所名：㈱前広

代表者名：新山 光生

代表者名：前之園 広

住

所：向日市寺戸町向畑５１－１

住

所：向日市上植野町桑原６－４ １Ｆ

業

種：生花販売

業

種：建築業

所属部会：商業

所属部会：建設業

事業所名：BLOOM hair

事業所名：㈱ハートフレンド

代表者名：山田 浩司

代表者名：片岡 孝一

住

所：向日市寺戸町修理式２－８３

住

所：京都市下京区毘沙門町３３－１

業

種：美容業

業

種：食料品小売（スーパーフレスコ）

所属部会：サービス

所属部会：商業

事業所名：向日市農業研究会

事業所名：㈱コスモコーポレーション

代表者名：森山 佳之

代表者名：堀井 徳人

住

所：向日市上植野町南小路７７－１

住

所：向日市向日町南山３７

業

種：団体

業

種：食料品小売（新鮮激安市場）

所属部会：商業
事業所名：Hair Space Earth
代表者名：小新 洋平

事業所名：㈱蒲原工務店

住

代表者名：蒲原 剛士

所：向日市寺戸町西田中瀬３－４
FORUM 東向日 A2-4 号

業

種：美容業

住

所：向日市物集女町南条２１－６

業

種：建築業

所属部会：サービス

所属部会：建設業

事業所名：㈱ポッポ 一文橋店

事業所名：中川住建㈱

代表者名：木俣 守勝

代表者名：中川 栄三

住

所：向日市上植野町吉備寺８－８

住

所：向日市寺戸町二ノ坪１１－７

業

種：自転車、バイク修理販売

業

種：建築業

所属部会：商業

所属部会：建設業

事業所名：れれれ㈱

事業所名：㈱豊プランニング

代表者名：安田 源太

代表者名：山田 豊

住

所：向日市上植野町御妙林７－１

住

所：向日市上植野町堂ノ前５－３－３３

業

種：洋菓子製造販売

業

種：不動産、建設業

所属部会：商業
事業所名：㈱ポプリ薬局 本店
代表者名：阪本 龍三
住

所：向日市寺戸町永田１－１１６

業

種：調剤薬局、化粧品・医薬品販売

所属部会：商業

所属部会：建設業

向日市まつり『商工コーナー』出店案内
今年の「向日市まつり」は、１１月１４日（土）
・１
５日（日）の２日間、京都府向日町競輪場で開催されま
す。
当会は、会員企業や市民の方に楽しんでいただくため、
商工コーナーを設けます。出店を希望される方は、同封
の「向日市まつり出店申込書」を提出して下さい。
（先

着順で募集小間数に達しだい〆切ります。
）
なお、昨年に引き続き本年も来場者へのサービス向上

パソコン教室開催

と地域経済の活性化を図るため、
「２０１５向日市まつ

パソコンに興味や関心は持っているが、今まで全く触

り」パンフレット（※）を作製する事に向日市まつり実

った事がない方から、応用レベルの学習を希望される方

行委員会で決まりました。パンフレットのサイズは、昨

まで、個人のレベルに応じ、また利用目的に沿った内容

年同様コンパクトで、会場内を持ち歩くのに便利なサイ

でパソコン教室を開催いたします。商工会会員事業所の

ズとなっております。パンフレット作成にあたり、出店

事業主の方や従業員さんで興味関心をお持ちのかたは

者の皆さまから出店料（1 小間７，０００円）とは別に

奮ってお申込ください。

広告料として５，０００円徴収させていただきたく、ご

●内容：ワードによる文書作成、エクセルによる表計算、

理解のほどよろしくお願い申し上げます。

インターネットの活用、メールの他、スマートフォンや

また、電源使用に関して、会場内では電気使用量が許
容範囲を超える状況となっており、大型発電機をレンタ

タブレットの活用等。
●期間：９月～１１月、週１回、１回８０分で

ルして対応しているところです。出店者説明会でもご説

合計８回

明させていただいております通り、使用電気器具の容量

●講師：商工会員

に応じた金額を実費負担していただく事となっており

●費用：１２，９６０円（内６，４８０円は商工会が負

ます。何卒、ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたし
ます。

担します）
（テキスト代別途）
※お申込み、お問合せは、商工会事務局まで

地元の皆様による手作りの市民まつりと言う趣旨を
ご理解いただき、提供商品のサービス価格での提供や、
準備作業並びに後片付け作業へのご協力につきまして
併せてお願い申し上げます。

料理を提供していただける方を募集します！！
乙訓２市１町商工会では、毎年１月に合同で新春年賀
交歓会を開催しています。

※「２０１５向日市まつり」パンフレットの詳細につき

来年は、向日市が当番商工会に当たっており、交歓会

ましては、別添をご覧下さい。

に料理を提供していただける向日市内の会員事業所を

●受付場所：向日市商工会 事務局

募集いたします。

●出店要領：
１．出店日：１１月１４日（土）１０時～１６時
１１月１５日（日）１０時～１６時

●日 時：平成２８年１月５日(火)午後５時から
●場 所：長岡京市バンビオ１番館

両日ともに出店可能な方
２．場 所：京都向日町競輪場「向日市まつり」会場『商
工コーナー』

メインホール（ＪＲ長岡京市駅前）
●人 数：約２５０名
●内 容：お寿司、和洋オードブル他

３．小間数：展示・即売３２、飲食１８（先着順）

（予算、メニュー等 相談可）

４．出店料：

●その他：当日に料理を会場まで持ってきていただける方

（１）１小間 12,000 円（広告料 5,000 円含む）

＊お問い合わせは、商工会事務局 中川 まで

２小間 19,000 円（広告料 5,000 円含む）

(１１月上旬まで受け付けます。)

（２）清掃費 3,000 円（飲食出店者のみ）
（３）電源料（※）100V 2000W 8,000 円
100V 1500W 5,000 円
100V 1200W 5,000 円

平成２７年１０月から、日本国内の全住民に通知され

100V 1000W 5,000 円

る、一人ひとり異なる１２桁の番号をマイナンバーとい

100V

200W 3,000 円

います。

100V

100W 3,000 円

※電源使用に関しては、必ず申込の範囲内でのご使用を
お願いします。

マイナンバー制度、始まります

個人が特定されないように、住所地や生年月日などと
関係のない番号が割り当てられます。
また、法人には１法人１つの法人番号(１３桁)が指定

されます。

向日市歴まち商品券お楽しみ抽選会当選番号

◆マイナンバーのもたらすメリット

平成２７年度の向日市商工会プレミアム（向日市歴ま

○公平・公正な社会の実現

ち）商品券の発行にあたり実施した「お楽しみ抽選会」

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくな

について、平成２７年８月２５日（火）に向日市商工会

ります。

館において抽選を実施し、当選番号が決定いたしました

○国民の利便性の向上

のでお知らせします。
（別添のチラシをご覧ください。
）

年金や福祉などの申請時に、用意しなければならない書

なお、商品の引き換えは、向日市商工会館において８月

類が減ります。

３１日（月）～１０月５日（月）AM９時～PM５時の

○行政の効率化

間（土日祝日は除く）となり、当選番号を記載した商品

行政事務が効率化され、国民の行政ニーズに、これまで

券の台紙（表紙）と引き換え（コピー不可）で、商品券

以上に対応できるようになります。

引換期間を過ぎてからの引き換えは無効としておりま
すので、ご留意の程お願いします。

◆有効に利用するための４つのポイント

プレミアム商品券取扱事業所追加募集

①住所確認

本年度２回目の２０%プレミアム付商品券（向日市歴

原則として、マイナンバーは住民票の世帯ごとに送付

まち商品券）の発行にあたり、商品券を使用できる店舗

されます。

を追加募集いたします。

②書留の中身を確認(３つの書類が入っています。)

※前回（６月２８日発行）登録済の事業所は新たに登録

マイナンバーは簡易書留で届きます。

する必要はありません。

□マイナンバーの「通知カード」

【商品券概要】

□「個人番号カード」の申請書と返信用封筒

●発行総額：１億２，０００万円

□説明書

●購入方法：往復はがきによる事前申込（詳細は広報

③個人番号カードを申請

むこう１０月１日号等で発表）

主に、郵送とオンライン申請の２通りあります。

●対 象 者：向日市内に住所を有する人

④個人番号カードを受け取る

●販売価格：１セット１２，０００円（１，０００円

平成２８年１月以降、ご本人が市町村の窓口で受け取

券８枚、５００円券８枚）を１０，００

れます。
(無料) その際、
下記の３点が必要となります。

０円で販売。購入はお一人３セットまで。

・
「通知カード」

※５００円券８枚は地域専門店専用券

・個人番号カードの準備ができたことを知らせる「交付

となり、大型店では使用できません。

決定通知書」

●販売方法：当選はがきに記載された期間・場所で、

・運転免許証などの本人確認書類

当選はがきと引き換えにより販売。
●利用期間：平成２７年１０月２２日（木）

なお、詳しい内容については、ホームページもしくは、

～平成２８年２月２６日（金）

政府広報オンライン等でご確認ください。

９月の予定
日

時

行 事 名

９月１日、１５日（火）
税務相談
午後１時～午後４時３０分
９月３０日（水）
、１０月７日（水）
経理セミナー
午後２時００分～午後４時３０分

競輪のない日

場

所

内

容

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
経理入門セミナー
商工会館
講師 松本克彦税理士事務所 税理士 松本 克彦 氏
商工会館

２８日（月）
、２９日（火）
、３０日（水）

