向日市商工会情報
新入会員をご紹介ください！

会員増強キャンペーンを実施します
キャンペーン期間

令和元年 10 月 1 日～令和 2 年 3 月 31 日

向日市商工会では、地域商工業者の発展のために様々な事業を実施し
ています。このような取組は、多くの向日市内の事業者が当会の「会員」
として加入していただき、ご支援、ご協力いただいているからこそ実施
できております。しかしながら昨今、廃業等により会員数が減少してい
るのが現状です。
今後、会員の皆様のご支援、ご協力のもと事業展開していくためには、
会員の増加による商工会の組織強化が不可欠であります。
つきましては、お取引先やお知り合いに商工会未加入の方がいらっし
ゃいましたら是非、加入を勧めいただき、ご紹介いただきますようお願
いいたします。
会員加入成立の場合、紹介していただいた会員に現金３，０００円を
進呈いたします。また、新しく入会された会員にも特典があります。
詳しくは同封のチラシをごらんください。

内 容：経理の基本 簿記の基礎知識

経営セミナーのご案内

日々の記帳の方法と書類の保存

商業部会ではＳＮＳを活用した集客・売上げを

消費税の会計処理

伸ばす方法を習得する為、ＩＴ活用セミナーを開

決算時の処理と決算書の作成

催します。

（上記は２日間の内容です。
）

●テーマ：ＩＴ活用業績向上セミナー

※受講は両日ご参加ください。

●日 時：１０月２１日（月）

備 考：詳細・申込については商工会まで

午後６時３０分～午後８時３０分

ご連絡ください。担当 長澤

●場 所：向日市商工観光振興センター３階会議室
●定 員：２０名（定員に達し次第締切）

竹の径・かぐやの夕べ

●講 師：ホームページコンサルタント
永友事務所 代表 永友 一朗 氏

全国でも良質な筍の産地として知られている向

●内 容：コストをかけずに新規客・リピーターを増やす方法
商品やサービスをＰＲする方法

日市北西部、向日丘陵に広がる竹林。
その中に続く１．８km の散策道「竹の径」は、

●申 込：１０月１６日（水）まで

竹林浴の地として親しまれています。
「竹の径・か

詳細は別添の案内チラシをご覧ください。

ぐやの夕べ」は、竹筒を作成するため放置竹林の
竹を伐採することで、竹林の整備を図ることを目

「初心者のための簿記教室」の開催

的にはじまりました。
１０月１３日は、夕闇深まるこの竹林一体に、

９月号でもご案内しておりましたが、向日市商

４，０００本以上の竹行灯の明かりが灯り、会場

工青色申告会・向日市商工会の合同共催で、
「経理

内の寺戸大塚古墳には竹あかりに照らされてかぐ

って難しくてよくわからない･･･」そんな方に向け

や姫が登場します。

て、２日で学べる簿記教室を開催します！

他にも音楽ステージや飲食ブースなど様々なイ

日 時：

ベントを開催します。

①１０月 ９日（水）１４時～１６時３０分

＊当日は、必ず懐中電灯をご持参下さい。

②１０月２３日（水）１４時～１６時３０分

＊駐車場はありませんので、会場へは徒歩・公

場 所：向日市商工観光振興センター ３階

共交通機関・無料シャトルバスをご利用下さ

講 師：松本克彦税理士事務所 松本 克彦 氏

い。

定 員：先着２０名

＊詳細は、向日市観光協会ＨＰをご参照下さい。

受講料：無料（会員事業所以外は１，０００円）

日 時：１０月１３日（日）

持ち物：筆記用具・電卓

午後２時～午後８時３０分
（少雨実施、荒天の場合は中止）

女性部活動便り
日 時
1 日(火)
2 日(水)
13：30～
8 日(火)

活動行事
場 所
第 18 回ウォークラリー
（北部編）京丹後市
第 6 回常任委員会
商工観光振興センター
日帰り研修
三重県松坂方面【予定】
10
大山崎町民体育大会
13 日(日)
大山崎中学校グラウンド
月
（東京五輪音頭 2020 出演）
28 日(月)
第 21 回商工会女性部
島根県松江市
～30 日(水)
全国大会 in 島根
※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。

場 所：「竹の径」及び第６向陽小学校周辺・
京都市洛西竹林公園周辺
主 催：向日市観光協会
共 催：向日市商工会 他
協 賛：向日市竹産業振興協議会 他

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

建設部会視察研修会のご案内
建設部会主催の視察研修を開催します。
日

時：１１月３日（日）午前１１時出発

場

所：琵琶湖疏水を巡る疎水船乗船
旧三井家下鴨別邸

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

参 加 費：２，０００円（当日徴収）

置期間２年以内）
、利率は１．２１％（年）です。

募集人員：１２名（定員に達し次第締め切り）

（令和元年９月２日現在）

備

考：詳細は同封の案内をご覧ください。

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。

２０２０年版商工会手帳の斡旋
商工会手帳をご購入希望者に斡旋しております。
希望される方は、商工会事務局へ事業者名、連絡先、
部数を明記の上、FAX(075-934-2665)でお申込み下
さい（様式問いません）。価格は１冊３００円（税込）で
す。

各種催事・出展（出店）情報について
商工会には、各種団体よりイベント・展示会等
への出展（出店）の情報が提供されます。
これらの情報を皆様の販路拡大や商品ＰＲのた
めにご活用頂けるよう、情報提供を希望される会
員事業所様を募集し、その希望者に対して情報を

経営力向上計画の策定について
中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計
画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメント
の向上や設備投資など、自社の経営力を向上する

提供しています。
情報提供は、原則メールにて配信しております
が、メールをお持ちではない方につきましては、
ＦＡＸにて情報提供させて頂きます。
但し、各案内の出店を希望されましても各催

ために実施する計画で、認定された事業者は、税

の開催趣旨等から主催者側による出店の選定や審

制や金融等の支援を受けることができます。

査があり、ご希望に添えない場合もございますの

【支援措置】

でご了承ください。

▶生産性を高めるための設備を取得した場合、中小
企業経営強化税制（即時償却等）により税制面か
ら支援

ご不明な点、詳細等は、事務局までお問い合わ
せ下さい。
＊メール配信を希望される方はタイトルに『出

▶計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援

展登録申込（貴事業所名）
』を記載の上、

（融資・信用保証等）

muko-sci@kyoto-fsci.or.jp（商工会事務局）まで

▶認定事業者に対する補助金における優先採択

ご返信お願いいたします。

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。

なお、ＦＡＸ配信を希望される方については、
資料枚数が１０枚超となる場合を考慮し、催事の
表題のみを送信させていただきます。その上で、

ご要望のあるものについて詳細を送信させていた
だきます。

商業部会飲食業分科会経営セミナー開催報告

●出展案内内容 例）百貨店での各種催事、
展示会、物産展など

８月３０日（火）に「キャッシュレス決済導入
セミナー」と題し、Porto Consulting 代表で中小
企業診断士の田内孝宜氏とキャッシュレス決済サ

税務無料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。

ービス提供事業者の方々をお招きし、キャッシュ
レス決済のポイントや各社の決済サービスについ
て解り易くご指導・ご紹介いただきました。

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００分～午後４時３０分
担 当：松本克彦税理士事務所
松本 克彦 税理士
内 容：
・相談はすべて無料です。

令和元年度近畿ブロック商工会女性部交流会参加報告

・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

９月４日（水）・５日（木）にホテルグランヴ

し下さい。先の方が相談しておられる場合は、

ィア京都で開催された近畿ブロック商工会女性部

お待ちいただくことがあります。

交流会に当会女性部員の方々が参加されました。

相談終了時間の関係で終了３０分前には来館い

懇親会では乙訓二市一町の商工会女性部員の方々

ただきますようお願いたします。

で「東京五輪音頭２０２０」を披露しました。

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。

日

時

行 事 名

１０月の予定
場
所

内

容

１０月１日、１５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

１０月９日、２３日（水）
午後２時～午後４時３０分

青色申告会・
商工会共催
セミナー

商工観光振興
センター

テーマ：初心者のための簿記教室
講 師：松本克彦税理士事務所 松本 克彦 税理士
内 容：経理の基本、簿記の基礎知識 他

１０月１３日（日）
午後２時～午後８時３０分

竹の径・
かぐやの夕べ

竹の径
第６向陽小

１０月１７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５支部会員

１０月２１日（月）
午後６時３０分～午後８時３０分

商業部会
経営セミナー

商工観光振興
センター

テーマ：ＩＴ活用業績向上セミナー
講 師：ホームページコンサルタント永友事務所
代表 永友 一朗 氏

４０００本以上の竹行灯への点灯
音楽ステージや飲食ブースなど様々なイベントが開催

