向日市商工会情報
２０１９向日市まつり」開催
各種イベントが盛りだくさんで模擬店も多数出
店されます。ぜひお楽しみ下さい。

新規会員のご紹介
事業所名：ゆとり居酒屋 宴 -UTAGE-

１１月１６日（土） 午前１０時～午後４時

代表者名：藤本 龍輝

１１月１７日（日） 午前１０時～午後３時

住

所：向日市寺戸町渋川 3-24

●商工コーナー（約３２会員事業所出店）

業

種：飲食業

生活用品、食料品等の展示・即売

所属部会：商業

和食、洋食、その他 飲み物など多数出店

エステサロン北山 宇津﨑さんからの紹介

●建設機械試乗コーナー
●建築相談コーナー

第７回理事会開催
１０月３０日（水）午後２時より理事会を開催
しました。

事業所名：ネッツトヨタヤサカ㈱桂川店
代表者名：貝森 隆志
住

所：向日市寺戸町寺田 50-4

業

種：自動車販売業

所属部会：商業

■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管理
規程の一部改正に関する件
（３）向日市長及び向日市議会議長への要望
に関する件
（４）向日市まつり事業計画（案）及び

事業所名：京都トヨタ自動車㈱桂川洛西店
代表者名：大窪 鉄也
住

所：向日市寺戸町寺田 50-3

業

種：自動車販売・整備業

所属部会：商業

商工コーナー予算（案）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２市１町商工会合同新春年賀交歓会
開催に関する件

事業所名：㈱アクシアプランニング
代表者名：土井 優
住

所：向日市寺戸町梅ノ木 10-8 3 階

業

種：建設業

所属部会：建設業
総合建設業 大京建設 和田さんからの紹介

事業所名：ちゃばな Cafe
代表者名：瀬川 映治
住

所：向日市鶏冠井町楓畑 5-3

業

種：飲食業

所属部会：商業

商工会がお勧めするセミナーのご案内
「経営力向上計画」セミナー
～経営力向上計画を作成し、消費税を
転嫁できる企業体質へ転換！～
消費税増税後の円滑な事業活動を行うために、
小規模事業者自らの経営実態を認識、分析し、経

事業所名：カシュー

営資源の裏付けをもとに、経営力向上計画を作成
することで、適正に消費税を転嫁できる企業体質

代表者名：石田 眞由美

の実現を目指します！（経営力向上計画とは人材

住

所：向日市向日町北山 5-1-702

育成や財務内容の分析、ＩＴの利活用、生産性向

業

種：企画・コンサルティング

上のための設備投資等、中小企業者等の経営力を

所属部会：サービス

向上するために実施する計画。
）
認定を受けると、様々なメリットを受けること

事業所名：ちゃんがら

が出来ます。
（税法上の特典、金融優遇措置、各種
補助金の加点項目。
）
「経営力向上計画」を作成さ

代表者名：細田 孝之

れていない事業所は本セミナーを機会に、ぜひ取

住

所：向日市寺戸町渋川 7-55 ホワイトハウス 1F

組んで下さい。

業

種：飲食業

日 時：１１月２９日（金）午後６時３０分～午後８時３０分

所属部会：商業

場 所：向日市商工観光振興センター３階会議室
講 師：知的資産経営㈱ 代表取締役

事業所名：整体院 松 -MATSU-

中小企業診断士 細谷 弘樹 氏
定 員：１５名

代表者名：松下 昇平

参加費：無料

住

所：向日市物集女町中海道 15-34

主 催：向日市商工会、京都府商工会連合会

業

種：整体

詳細については、別途ご案内する予定です。

所属部会：サービス

二市一町建設業部会合同事業 不当要求防止責任者講習
事業所名：㈱塗りの藤原塗装

乙訓地域の二市一町商工会建設業部会合同で京

代表者名：藤原 健治

都府暴力追放運動推進センター・京都府警の出張

住

所：向日市物集女町出口 14-25

講習「不当要求防止責任者講習」を開催致します。

業

種：建築塗装

暴力団からの不当な要求の被害に遭わないため

所属部会：建設業

には、暴力団の情勢や対処方法を踏まえたうえで

松本克彦税理士事務所 松本さんからの紹介

組織的に対応することが大切です。
この講習は、講義のほかビデオ等の視聴覚教材
を活用した真に役立つ知識となる講習ですので、
業種に関わらず広く会員の皆様に是非ともご参加
いただきたく考えております。詳細は同封の案内
をご覧ください。

日 時 １月２３日（木）午後２時～（受付 午後１時３０分～）

場 所 京都府乙訓総合庁舎駐車場

会 場 長岡京市立中央公民館 市民ホール

出店料 無料

講 師 京都府暴力追放運動推進センター・京都府警

出店数 ３店舗程度（先着順に受付いたします。
）

参加費 無料

販売物 昼食時が中心の開催です。販売物等につ

※講習を終えると受講修了証が交付されます。

きましては、長岡京市、大山崎町とのか

入札参加資格申請時の加点対象となります。

ねあいもあり調整させていただくことが
あります。
その他 当日は２市１町の農家の方が農産物を直

ごみゼロ・向日市一斉クリーン
作戦にご協力を！

売されます。テント、机等は主催者で準備いたし

～清潔で美しいまちづくりを目指して～
５３０（ごみゼロ）運動の一環として、市内地

ます。
申 込 １１月１５日（金）までに向日市商工会
事務局まで 担当 中川

域の道路や公園などに捨てられているタバコの吸
殻や空缶、ペットボトルなどのごみを一掃する清
掃活動を行いますので、多数のご参加をお願いい
たします。
日

消費税価格転嫁等総合相談センターについて
総合相談センターは、内閣府が設置している政

時：１１月２４日（日）

府共通の相談窓口です。以下のような相談を受け

＊午前８時～午前１０時まで
のうち、概ね１時間程度

付けています。
・転嫁に関するお問い合わせ

実 施 場 所：事業所等の周辺の道路等

・広告、宣伝に関するお問い合わせ

問い合わせ先：向日市環境経済部 環境政策課

・消費税の総額表示に関するお問い合わせ

９３１－１１１１（内線３１６）

・便乗値上げに関するお問い合わせ
・軽減税率に関するお問い合わせ

「おとくに軽トラ朝市」出店者募集

・価格設定ガイドラインに関するお問い合わせ
フリーダイヤル：０１２０－２００－０４０

乙訓２市１町合同で開催される「おとくに軽ト

（IP 電話を含む固定電話からおかけの場合）

ラ朝市」の開催に伴い、会場での飲食出店者を募

ナ ビ ダ イ ヤ ル：０５７０－２００－１２３

集します。

（通話料金がかかります。）

日 程 １２月８日（日）

※電話での受付時間：９時～１７時

時 間 午前１０時～午後１時３０分（予定）

（土日祝日・年末年始を除く）

女性部活動便り
日 時
活動行事
場 所
5 日(水)
13：30～
第 7 回 常任委員会
商工観光振興センター
15 日(金)
9：00～
向日市まつり準備
第 4 向陽小 調理室
16 日(土)
9：00～
向日市まつり
11 月
模擬店出店
9：00～
向日町競輪場
17 日(日)
13：55～
東京五輪音頭出演
26 日(火)
13：00～
クリスマスリース講習会
向日市女性活躍センター
13：00～
干支のちぎり絵教室
2 日(火)
向日市女性活躍センター
12 月
教室終了後
第 8 回 常任委員会
17 日(火)
13：00～
ガーデニング事業
麒麟園ガレージ
※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。

メール：ホームページ上の専用フォーム

※物品の販売又は、参加費等を徴収する場合は、

（URL https://www.tenkasoudan.go.jp/）

この掲げる金額の２倍とする。

※メールは２４時間受付

商業部会主催経営セミナーを開催しました
商業部会主催で、１０月２１日（月）に『ＩＴ

商工・観光振興センター３階

活用業績向上セミナー「誰でも簡単にできる！Ｓ
ＮＳ活用で集客・売上を伸ばす方法」』と題し、

大会議室をご利用ください

セミナーを開催しました。

商工・観光振興を目的とする内容（会議、講演

ホームページコンサルタント永友事務所 代表

会、講習会、研修会展示会など）に応じてご利用

で中小企業診断士の永友一朗氏を講師にお迎えし

いただけます。
（約４０名程度迄）

たこのセミナーでは、ＳＮＳのビジネス活用で集

使 用 可能 日：特に定めはありませんが、当会が

客や売上を大きく伸ばしているお店や会社の事例

やむをえないと判断した場合は貸

などを交えながらＳＮＳのそれぞれの活用方法に

出をお断りする場合があります。

ついての講演を聴講しました。

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

平日昼間 ２，０００円
土、日、 ３，０００円
祝日
（管理料含む）
夜 間
３，０００円
(全日午後
（管理料含む）
５時以後)
１１月の予定
日

商工会会員

（１時間あたり） 金額
（1 時間あたり）

時

１，０００円
２，０００円
（管理料含む）
２，０００円
（管理料含む）

行 事 名

場

１１月３日（日）
午前１１時出発
１１月５日、１９日（火）
午後１時～午後４時３０分
（最終受付：午後４時迄）

建設部会主催
視察研修

滋賀県内
京都府内

税務相談

商工観光
振興センター

１１月６日（水）
・７日（木）
６日午前８時出発

サービス部会
主催視察研修

東京都内

向日市まつり

向日町競輪場

商工コーナー展示・販売・飲食ブース等

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

１１月１６日（土）
・１７日（日）
午前１０時～午後４時
（最終日は午後３時終了）
１１月２１日（木）
午後１時～午後４時
（最終受付：午後３時３０分迄）

所

内

容

琵琶湖疏水を巡る疎水通船の乗船
旧三井家下鴨別邸の視察
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
参議院会館宮本周司事務所内での勉強会、靖国神社
全国商工会連合会での勉強会、豊洲市場

