
向日市商工会情報 
 

令和２年新春年賀交歓会 

１月７日（火）午後５時からＪＲ長岡京駅前の

バンビオ１番館で、乙訓２市１町商工会合同の新

春年賀交歓会を開催しました。 

多数のご来賓、２市１町商工会の役員及び会員

約２４０名が一同に会し、活気ある年始の交歓の

場となりました。 

 

第８回理事会開催報告 
１月１５日（水）午後５時３０分から、商工観

光振興センターで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 

◆職員給与等の改正に関する件 

◆「経営発達支援計画検討委員会」規程の設置に関する件  

◆「桜まつり」開催日程等に関する件 

◆新規会員の加入承認に関する件 

 

＜報告事項＞ 

◆令和２年乙訓２市１町商工会合同新春年賀 

交歓会開催に関する件 

◆たけうま全国大会の開催に関する件 

◆その他 

 

紙ストロー５万本寄付 

当会会員事業所である㈱ワークアップさんが、

「多くの人が環境に対する意識を変えるきっかけ

になれば」と向日市に紙ストローを５万本寄付さ

れました。向日市へ寄付された紙ストローの一部

は商工会にもありますので、ご希望の方に無料で

配布いたします。「一度使ってみたい」といわれる

方は是非一度ご使用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桜 ま つ り「幟」募 集 

事業所名入りの幟（のぼり）の新規募集を行い

ます。 

幟は、「桜まつり」開催前日より向日神社境内に

立てます。作成いただいた幟は、桜まつり終了後、

当会にて保管させていただき、次年度以降立てさ

せていただきます。同封の案内でお申し込み下さ

い。 

☆幟の作成料 １流 ３，５００円（１企業２流迄）  

なお、開催日は、４月４日（土）・５日（日）です。 



優 良 従 業 員 表 彰 

表彰式は、令和２年度総代会後の「会員の集い」

時に実施いたします。 

受賞者の方は、表彰後も会員の集いにご参加頂

き、お食事を取りながらお祝いの喜びを分かち合

い、他の会員様との交流も深めて頂けます。 

会員企業様の従業員で、下記の表彰基準を満た

す方がおられましたらご推薦頂きますようお願い

します。 

総務委員会において審査・選考の上、各団体に

推薦します。結果は各団体で受賞決定がされ次第、

申請された会員企業様にお知らせします。 

 なお、勤続年数が２５年以上あっても、初めて

の推薦の方は商工会長表彰からの対象になります。 

１．表彰基準 

京都府知事表彰      勤続 ２５年以上 

向日市長表彰       勤続 ２０年以上 

京都府商工会連合会長表彰 勤続 １５年以上 

向日市商工会長表彰    勤続 １０年以上 

２．推薦書提出方法 

同封の推薦書に記入して、提出して下さい。 

３．提 出 先：向日市商工会事務局 

４．提出期限：２月２１日（金） 

 

新規会員のご紹介 

事業所名：㈱ピノス 

代表者名：小澤 博史 

住  所：向日市寺戸町石田9-1 

業  種：スポーツクラブ 

所属部会：サービス 

 

事業所名：アッシュウェイブ㈱ 

代表者名：佐々木 幸雄 

住  所：京都市下京区童侍者町167 

     AYA四条烏丸ビル5F 

業  種：情報処理サービス業 

所属部会：工業 

㈱京都衛生開発公社 守井さんからの紹介 

事業所名：合同会社GLOCALS 

代表者名：亀田 将史 

住  所：京都市南区久世上久世町360-612 

業  種：旅行関連サービス業 

所属部会：サービス 

 

事業所名：おかばやしタクシー 

代表者名：岡林 正夫 

住  所：向日市寺戸町三ノ坪7-10 

業  種：個人タクシー業 

所属部会：サービス 

エステサロン北山 宇津﨑さんからの紹介 

 

工業部会主催経営セミナー 

１月号でもご案内しておりましたが、工業部会

主催で経営セミナーを開催します。 

全ての経営者､営業･販売担当者の方に顧客獲得､

販路・人脈拡大に絶大な効果を発揮する「すごい

名刺の作り方」について解説します。 

●日時：２月６日（木）午後６時３０分～ 

●場所：向日市商工観光振興センター３階会議室 

●講師：㈲エルム・プラニング 代表取締役 堀内 伸浩 氏 

詳細・申込については商工会までご連絡ください。 

担当：長谷川 

 

工業部会主催視察研修のご案内 

１月号でもご案内しておりますが、工業部会主

催の視察研修を開催します。 

 日  時 ２月２７日（木） 

出発時間 午前８時３０分（阪急洛西口駅前） 

場  所 TOTO㈱滋賀工場（滋賀県湖南市） 

     八幡堀めぐり、信長の館（近江八幡市） 

参 加 費 １，５００円（当日徴収） 

募集人員 ２０名（定員に達し次第締め切り） 

詳細・申込については商工会までご連絡ください。 

担当：長谷川 

 

 



サービス部会主催会員交流会のご案内  

サービス部会主催の会員交流会を開催します。 

日 時：３月２日（月） 

    午後６時３０分～午後８時３０分 

場 所：歓歓（ほぁんほぁん）向日町店 

会 費：１，０００円（当日徴収） 

定 員：１５名（定員に達し次第締め切り） 

※向日市商工会員の「新たな出会いの場」、 

「情報交換の場」、「ビジネスマッチングの場」と

してご要望等にお応えし、開催しますので、 

多数のご参加お待ちしております。 

 なお、申込方法等詳細は、別添案内チラシを 

ご覧ください。 

 

商業部会主催視察研修のご案内 

商業部会主催の視察研修を開催します。 

 日  時 ３月１１日（水） 

出発時間 午前７時３０分（向日町競輪場東入場門前）

場  所 ぶらくり丁商店街（和歌山市） 

黒潮市場（和歌山市） 

参 加 費 １，０００円（当日徴収） 

募集人員 ２０名（定員に達し次第締め切り） 

備  考 詳細は同封の案内をご覧ください。 

 

確定申告についてのお知らせ 

右京税務署の申告書作成会場は、「西陣織会館

（６階展示場）」に変わります。京都府中小企業会

館及び税務署内には、申告書作成会場は開設して

おりません。どうぞご注意ください。 

 

開設時間 相談受付時間 ご案内 

２月１２日（水）

～ 

２月１４日（金） 

午前９時３０分 

～ 

午後３時 

税理士による所得

税・個人事業者の

消費税の申告書作

成会場です。 

２月１７日（月）

～ 

３月１６日（月） 

午前９時 

～ 

午後４時 

所得税・贈与税・

個人事業者の消費

税の申告書作成会

場です。 

※土・日・祝日等は開設しておりません。 

※会場は非常に混雑し、長時間お待ちいただく場合

があります。 

※会場の混雑状況により、早めに受付を終了させて

いただく場合があります。 

※申告書等の受付、用紙の交付は１７時まで行って

おります。 

※会場ではご自分で申告書等の作成やパソコン 

操作をお願いしております。 

※会場では納税証明書の発行は行っておりません

（税務署で行っています）。 

※会場では納税できません。納税については、ＱＲ

コードを利用したコンビニ納付や振替納税など

の便利な納付手段をご利用ください（詳細は国税

庁ホームページをご確認ください）。 

※会場専用の駐車場・駐輪場はありませんので、 

公共交通機関をご利用ください。 

※西陣織会館では、電話によるお問い合わせは 

受け付けておりません。 

ご不明な点等はお電話でお問い合わせください。 

【確定申告書等作成コーナーの操作方法】 

e-Tax・作成コーナーヘルプデスク：0570-01-5901  

【マイナンバーに関するお問い合わせ】 

マイナンバー総合フリーダイヤル：0120-95-0178 

【申告手続などのお問合せ】 

右京税務署：075-311-6366（自動音声案内） 

女性部活動便り 

日 時 活動行事 場 所 

2月 

4日(火) 13：30 第9回 常任委員会 商工観光振興センター 

18日(火)  
乙訓2市1町商工会 

女性部合同交流会 

NHK大河ドラマ 

「麒麟がくる」を巡る旅 

3月 
3日(火) 13：30 第10回 常任委員会 商工観光振興センター 

6日(金) 13：00 京女連リーダー研修 京都経済センター 

※常任委員会につきましては、オブザーバーとしてご参加していただくことも可能です。 



健康ポイント事業協賛募集 

向日市では、生涯にわたって健康的に過ごして

いただくため、「健康ポイント事業」を実施してい

ます。このたび、ポイント達成者へのご褒美とし

てプレゼントする商品や食事券等の募集をしてい

ますので、協賛のご協力をお願い致します。 

【対  象】市内で事業を営む法人・団体・個人 

事業主／概ね５件 

【募集期間】令和２年２月２０日（木）まで 

【応募方法】向日市医療保険課にFAX又はメール 

【提供商品】１，０００円～２，０００円相当の 

商品や食事券などのサービス券 

なお、協賛いただいた事業所は、広報むこう・

市ＨＰ・健康ポイントカードに「店舗情報」と「賞

品」を掲載します。 

【掲載方法】広報むこう・市ＨＰ・健康ポイント

カードに「店舗情報」と「賞品」を

掲載 

 

 

●広報むこう 約２４,７００世帯（全戸配布） 

●ホームページ内の健康ポイント事業ＰＲページ 

●各種健診事業・市内イベント・公共施設等で配布 

※市役所からの費用負担はありません。趣旨をご

理解いただき協賛をお願いします。詳細は同封

のチラシをご覧ください。 

 

「向日市プレミアム付商品券」の使用期限について  

「向日市プレミアム付商品券」の使用期限は令

和２年２月２９日（土）までです。 

使用期限を過ぎてのご利用はできませんので、

取扱事業所様におかれましても取扱いに留意願い

ます。 

また、換金は毎週月～金（祝日を除く）で行っ

ており、最終現金窓口換金日（５万円以下）は３

月１１日（水）、最終換金日は３月１３日（金）と

なります。これ以降の商品券の持込は受付できま

せんので、ご注意ください。 

 

２・３月の予定表 
日   時 行 事 名 場   所 内   容 

２月４日、１８日（火） 

午後１時～午後４時３０分 

（最終受付：午後４時迄） 

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：松本 克彦 税理士 相談無料・秘密厳守 

２月６日（木） 

午後６時３０分～午後８時３０分 

工業部会主催 

セミナー 

商工観光 

振興センター 

業績向上セミナー 新規開拓・販路拡大する 稼ぐ名刺の作り方 

講師：㈲エルム・プラニング代表取締役 堀内 伸浩 氏 

２月７日（金）・１４日（金） 

午前１０時～午後４時 

（受付：午前９時４５分～） 

起業セミナー 
向日市女性 

活躍センター 

自分らしく働きたいあなたへ 女性のための起業セミナー 

講師：中小企業診断士 賀長 哲也 氏 

２月１９日（水） 

午後２時～午後４時 
管理職等研修 

向日市女性 

活躍センター 

管理職・人事担当者向け研修「ダイバーシティの本質と経営」 

講師：合同会社WLBC関西 福井 正樹 氏 

２月１９日（水） 

午後６時～午後８時 

創業者向け 

セミナー 

長岡京市産業 

文化会館 

集客・業績アップにつながる 創業者向けＩＴセミナー 

講師：中小企業診断士 中野 雅公 氏 

２月２０日（木） 

午後１時～午後４時 

（最終受付：午後３時３０分迄） 

不動産相談 
商工観光    

振興センター 

宅地建物取引士が不動産に関する相談に応じます。 

担当：（公社）京都府宅地建物取引業協会 第五支部会員 

２月２７日（木） 

午前８時３０分～午後６時 

（集合場所：阪急洛西口駅前） 

工業部会主催 

視察研修 
滋賀県内 

視察場所：滋賀県湖南市、近江八幡市 

見学施設：TOTO㈱滋賀工場、近江八幡 堀めぐり、信長の館 

３月２日（月） 

午後６時３０分～午後８時３０分 

サービス部会 

主催会員交流会 

ほぁんほぁん 

向日町店 

目的：「新たな出会いや情報交換の場」などの機会創出 

内容：１分間プレゼンテーション、交流会＆名刺交換会 

３月１１日（水） 

午前７時３０分～午後６時 

（集合場所：向日町競輪場東入場門前） 

商業部会主催 

視察研修 
和歌山県内 

視察場所：和歌山県和歌山市 

見学場所：ぶらくり丁商店街、黒潮市場 


