
向日市商工会情報 
 

第１２回理事会開催 
８月４日（金）午後２時より理事会を開催しま

した。 

■審議事項 

（１） 前回理事会議事録の確認に関する件               

（２） 向日市商工観光振興センター会議室使用

規程に関する件      

（３） プレミアム商品券事業に関する件                

（４） 不動産無料相談の実施に関する件                

(５) 新規会員の加入承認に関する件   

                             

■報告事項 

（１）乙訓地域商工会広域連携協議会に関する件           

（２）乙訓商工・観光協議会に関する件                

（３）平成２９年度｢向日市まつり｣実施に関する件           

（４）向日市商工会館解体工事に関する件               

 

新規会員のご紹介 

事業所名：株式会社As Glaughty 

代表者名：野村 宗平 

住  所：向日市上植野町伴田９ 

業  種：インターネット、ＶＲ（バーチャルリ

アリティ）事業 

所属部会：サービス 
 

事業所名：京都信用金庫東向日支店 

代表者名：友松 みゆき 

住  所：向日市寺戸町小佃１２－３ 

業  種：金融機関 

所属部会：サービス 
 

事業所名：RE：ARTH 

代表者名：倉橋 大希 

住  所：向日市上植野町西小路３８－１ 

業  種：経営コンサルタント業 

所属部会：サービス 

 

事業所名：NEXT 

代表者名：前田 拓也 

住  所：向日市寺戸町蔵ノ町２２－３３ 

業  種：電気工事業 

所属部会：建設業 

 

事業所名：和装小物きよみ 

代表者名：中野 了太 

住  所：向日市物集女町五ノ坪２－１ 

     グランパール１０６号 

業  種：和装小物製造業 

所属部会：工業 

 

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１８日（土）・

１９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

ス向上と地域経済の活性化を図るため、 

「２０１７向日市まつり」パンフレット（※）

を作製する事に向日市まつり実行委員会で決まり

ました。パンフレットのサイズは、昨年同様コン

パクトで、会場内を持ち歩くのに便利なサイズと

なっております。パンフレット作成にあたり、出

店者の皆さまから出店料（1小間７，０００円）と

は別に広告料として５，０００円徴収させていた

だきたく、ご理解のほどよろしくお願い申し上げ

ます。 

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

電機をレンタルして対応しているところです。出

店者説明会でもご説明させていただいております

通り、使用電気器具の容量に応じた金額を実費負



担していただく事となっております。何卒、ご理

解、ご協力の程よろしくお願いいたします。 

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。 

 

※「２０１７向日市まつり」パンフレットの詳細

につきましては、別添をご覧下さい。 

●受付場所：向日市商工会 事務局 

●出店要領： 

１．出店日：１１月１８日（土）１０時～１６時 

１１月１９日（日）１０時～１６時 

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』 

３．小間数：展示・即売３２、飲食１８（先着順） 

４．出店料： 

（１）１小間12,000円（広告料5,000円含む） 

２小間19,000円（広告料5,000円含む） 

（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 

100V 1000W 5,000円 

100V  200W 3,000円 

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。 

 

商工会がお勧めするセミナーのご案内 

●サービス部会主催 

「ふるさと向日市の今後のまちづくりを考えよ

う！ 

～ふるさと向日市創生計画から考える私たちの未来～」 

サービス部会では、向日市が策定した「ふるさ

と向日市創生計画」をもとに、市の担当課から向

日市の現在そして未来についてお話いただくセミ

ナーを企画しました。 

５年後、１０年度の向日市はどのように変化し

ていくのか聴講し、一緒に考えてみませんか。 

日 時：１０月１２日（木） 午後６時３０分～ 

場 所：向日市商工観光振興センター ３階 

講 師：向日市役所  

企画調整課・まちづくり推進課 

 

なお、同封のチラシにてお申込みいただきますよ

う、お願いいたします。 

 

創業塾を開催しました 

７月２９日（土）、８月５日（土）の２日間、向

日市商工会主催「２日で学べる創業塾」を開催し

ました。 

講師には、ビジネス・コンサルティング・フォ

ルテ 代表で中小企業診断士の山本知美先生をお

招きしました。「創業ってなんだろう？」という導

入部分から、「夢をカタチ」にして、「お客様へア

プローチ」していくことについて、基礎知識を中

心に丁寧に講義いただきました。 

 他には、市役所の担当課から、市の魅力につい

ての紹介、市内で創業された先輩からの体験談と

して、岩木 勝二氏(㈱ばんぐる代表取締役・ワイ

ンバーテラ東向日店オーナー)、蓮沼 千京氏(ち

りめん山椒千京代表)のお二方から、創業にまつわ

る経緯や助言をお話いただきました。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商工会では、引き続き創業に関わるご相談を受

け付けております。お近くで検討されている方が

おられましたらお気軽にご連絡ください。 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

商工・観光振興を目的とする内容（会議、講演

会、講習会、研修会展示会など）に応じてご利用

いただけます。（約４０名程度迄） 

 

使用可能日：特に定めはありませんが、当会がや

むをえないと判断した場合は貸出を

お断りする場合があります。 

使用可能時間：午前９時～午後９時 

（時間延長等は相談に応じます） 

 

ご利用については、向日市商工・観光振興センタ

ー会議室使用規程に準じます。 

ご利用のご相談・お申込は商工会事務局まで 

 

会議室利用料 

種 別 
金 額 

（１時間あたり） 

平日昼間 ２，０００円 

土、日、祝日 
３，０００円 

（管理料含む） 

夜 間 
(全日午後５時以後) 

３，０００円 

（管理料含む） 

 ※物品の販売又は、参加費等を徴収する場合は、

この掲げる金額の２倍とする 

 

無料税務相談をご利用ください 

税理士が無料で税務相談に応じます。 

【開催日】毎月第１、第３火曜日 

＊当日が休祝日の場合は、翌営業日 

【場 所】向日市商工観光振興センター 

【時 間】午後１時～４時３０分 

【内 容】 

・相談はすべて無料です。 

・相談の内容は、秘密厳守いたします。 

・予約制ではありませんので、直接商工会にお越

し下さい。先の方が相談しておられる 

場合は、お待ちいただくことがあります。 

相談終了時間の関係で終了３０分前には来館いた

だきますようお願いたします。 

所得税、法人税、消費税、相続税等あらゆる税の

ご相談に応じます。 

担当税理士：清水仁公認会計士税理士事務所 

 清水 仁 氏 

 

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？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。 

 

万が一の人身事故。自動車保険に入っているから

安心と思っていませんか？ 

人身事故で加害者となった場合には、お見舞い

費用や、香典料など多額の自己負担が必要になる

場合があります。相手側に対する道義的責任（誠

意）についての補償は自動車事保険では必ずしも

十分とはいえません。 

もしものとき、あなたの経済的負担を幅広くサ

ポートする共済、それが自動車事故費用共済です。 

 

 
 

＜特徴＞ 

①万一の自動車事故の場合、すべての共済金を契

約者（あなた）にお支払いします。 

 

②自動車保険とは関係なく、確認次第すみやかに

お支払いします。 

 

③もしも加害者になってしまった場合、香典供花

共済制度のご案内 

「自動車事故費用共済」 

商工・観光振興センター３階 

大会議室をご利用ください 

 



 

・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！ 

 

 

 

 

 

 

料、葬儀費用、相手側への誠意を示すお見舞金な

どの出費にお役立ていただけます。 

 

④共済掛金は運転者の年齢等に関係なく、車種別

に設定しています。 

 

⑤事業者の場合は、掛金はすべて損金処理ができ

ます。 

 

詳しくは、京都府共済共同組合まで。 

〒615-0042 京都市右京区西院東中水町１７ 

      京都府中小企業会館内 

TEL075-314-7135 FAX075-314-7178 

ホームページhttp://www.fu-kyosai.or.jp 

 

 

 

 

９月の予定 

日   時 行 事 名 場  所 内   容 

９月５日、１９日（火） 

午後１時～午後４時３０分 
税務相談 

商工観光

振興 

センター 

税理士が税務に関する相談に応じます 

担当：清水 仁 税理士 相談無料・秘密厳守 

商工会は 行きます 聞きます 提案します 順次会員募集中！ 

http://www.fu-kyosai.or.jp/

