
向日市商工会情報 
 

令和５年桜まつりについて 

４月１日（土）・２日（日）、向日神社境内で「桜

まつり」を開催します。舞楽殿では各種催しもの

が多数、また客殿付近では野点（４月１日（土）

１１時～１４時３０分）やお琴が演奏されます。

（ただし、雨天の場合は中止） 

飲食の店の出店もありますので、会員の皆様に

は、同封しております「お茶席ご招待券」にて「桜

まつり」で春のひとときをお楽しみ下さい。 

令和５年桜まつり出店者募集 

「桜まつり」会場での出店者を募集します。 

●日 時： 

４月１日（土）午前１１時～午後８時 

２日（日）午前１０時３０分～午後５時 

●場 所：向日神社 

●出店予定数を超えた場合は抽選となります。 

●出店料：１ブース１５，０００円＋電気料金 

※ブースの大きさ等は同封の「桜まつり出店申込 

について」をご参照下さい。 

●販売品：「桜まつり」にふさわしい飲食物、 

または物品 

（注）商工会で事前審査を行います。不適切な 

商品や販売品が重複する場合は、お断り 

もしくは変更をお願いすることがあります。 

●申 込：同封の用紙に記入の上、FAXにて 

当商工会事務局まで 

工業部会視察研修開催報告  

１月２７日（金）に工業部会の視察研修を行い

ました。午前中は、数多くの京都を代表する伝統

技能や匠の技が用いられた京都迎賓館の施設見学

を行い、午後からは京都御苑にて平安時代以降の

建築様式の移りかわりを見学いたしました。 

 

 

 

 

青年部親子竹馬教室開催報告 

 ２月５日（日）向日市立向陽小学校グラウンド

にて、３年ぶりに親子竹馬教室を開催しました。 

 

 



工業部会経営セミナー開催報告 

 ２月１５日（水）に工業部会主催で「逆境の乗

り越え方」をテーマに、PHP理念経営研究センタ

ーの川上恒雄氏をお招きし、経営の神様と呼ばれ

た、松下幸之助氏がどのような危機に直面し、ど

のように逆境を乗り越えてこられたか解説いただ

きました。 

 

 

経営計画作成支援セミナーのご案内 

コロナ禍で経営環境が大きく変化した今、事業

経営を持続的に継続・発展させていくためには、

自社の経営状況を把握した上で具体的な方策を展

開していくことが重要となります。  

向日市商工会では、自社の将来像を明確にし、

今後の事業展開の指針となる「経営計画」の考え

方や作成方法についてセミナーを開催します。 

 

●日時：３月１０日（金）午後２時～午後４時 

●場所：向日市商工観光振興センター 

●定員：１５名（定員に達し次第締切） 

●講師：iiful㈱ 

代表取締役 石川 聖子 氏 

●申込：３月６日（月）まで 

 ※詳細は同封の案内チラシをご覧ください。 

サービス部会主催経営セミナーのご案内 

 DXという言葉を最近見たり、聞いたりする機会

が増えています。「DX って難しいコンピューター

の事？」「IT とどこが違うの？」「そもそも IT 自

体がよくわからない」という方の素朴な疑問を解

消するための入門編のセミナーです。 

 コンピュータ知識の少ない方の疑問に答え、そ

の上で取り組むかどうかを判断する為の基礎的な

セミナーとなります。 

●日時：３月２３日（木）午後６時３０分～午後８時３０分 

●場所：向日市商工観光振興センター 

●定員：２０名（定員に達し次第締切） 

●講師：中小企業診断士・ITコーディネーター 

    松尾 憲 氏 

●申込：同封の案内チラシを事務局までご持参い

ただくか、FAXでお申込み下さい。 

各種催事・出展（出店）等情報について  

 商工会には、各種団体よりイベント・展示会への

出展（出店）等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

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の

開催趣旨等から主催者側による出店の選定や審査

があり、ご希望に添えない場合もございますので

ご了承ください。 

ご不明な点や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

展登録申込（貴事業所名）』を記載の上、 

muko-sci@kyoto-fsci.or.jp（商工会事務局）ま

でご返信お願いいたします。 

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。 

 ●出展案内内容 例）百貨店での各種催事、 

展示会、物産展など 

 

 

 

 

 

専門家による経営相談窓口を実施中 

●内 容：中小企業診断士が経営相談等に対応い

たします。（助成金、補助金申請等の相

談にも対応いたします。） 

●日 時：毎週 月・木曜日 

午前９時～午後５時 

（１２時～１時は除く） 

祝日の場合は商工会の翌営業日 

令和６年１月２９日（月）まで 

●場 所：向日市商工観光振興センター会議室 

●料 金：無料 

●その他：事前予約必要（相談時間１時間） 

●申 込：ご予約は向日市商工会事務局まで 

（９２１－２７３２） 

 

G ビ ズ I D に つ い て  

 Gビズ IDは法人・個人事業主向け共通認証シス

テムです。ものづくり補助金、小規模事業者持続

化補助金（電子申請者のみ）、IT 導入補助金、事

業承継・引継ぎ補助金などの申請には G ビズ ID

プライムアカウントの取得が必要となります。 

取得すると、一つの ID・パスワードで公募から

事後手続まで全プロセスをデジタル化した補助金

申請システム「jGrants」、「ミラサポplus」「社

会保険手続きの電子申請」などの行政サービスに

ログインできます。アカウントは最初に１つ取得

するだけで、有効期限・年度更新の必要なありま

せん。（令和５年２月現在） 

 詳細については左記 QR コードよ

りホームページよりご確認ください。 

事業再構築補助金について  

 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、

当面の需要や売り上げの回復が期待しづらい中、

ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変

化に対応するために中小企業等の事業再構築を支

援することで、日本経済の構造転換を促すことが

重要です。そのため、新分野展開、事業転換､業種

転換、業態転換などの思い切った事業再構築に意

欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。 
 
第9回応募締切：令和5年3月24日（金）18時 
 
 詳細については左記 QR コードよ

りホームページよりご確認ください。 

 

マ ル 経 融 資 の ご 案 内  

マル経融資（一般マル経）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

ことを言います。 

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

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

置期間２年以内）、利率は１．１８％（年）です。

（令和５年２月１日現在） 

昨年１１月から実施している入会キャンペ

ーンもあと１か月となりました。 

期間中のご入会で、入会金０円及び３月分の

会費が無料になります。また、紹介していただ

いた会員の方には現金３，０００円を進呈いた

します。 

新規入会に心あたりのある方は事務局まで

是非ご一報ください。 

お知り合いの方を是非ご紹介ください！ 

入会金０円キャンペーン実施中 

 



「KES」を始めてみませんか    

KESとはKyoto（京都） 

Environmental Managemet 

System（環境マネジメントシス

テム）Standard（スタンダード)） 

京都議定書の発祥地、京都から発信された「環

境マネジメントシステム」の規格です。 

KESでは、環境マネジメントシステムの国際規

格である「ISO14001」の基本コンセプトをいかし

つつ、シンプルなシステムを構築し、低コスト化

を図っています。また、各地域とも連携し、全国

規模で活動しています。 

 

KESの３つの特色 

KESは環境への負荷を管理・軽減するとともに

環境経営の推進にも有効な仕組みです。 

◆特色 その１ 

取得に掛かるコストが安く、分かりやすい。 

⇒企業や自治体・学校・家庭など、あらゆる規模・

業種の組織で取り組めます。 

◆特色 その２ 

段階的に取り組める二つのステップがある。 

⇒環境問題に取り組み始めた段階を想定した 

ステップ１、将来「ISO14001」の認証取得を 

目指して取り組む段階で、「ISO140001」と同じ

ような要求項目を設けたステップ２があります。 

◆特色 その３ 

「持続可能な発展への貢献を最大化」を推進する

二つの新規格がある。 

⇒ステップ2SR（社会的責任）とステップ2EN 

（エネルギーマネジメント）規格があります。 

 

KESの審査登録をご希望される方は、KES環境

機構事務局までお問い合わせください。 

各企業・組織の取組状況や業態・規模等に応じて

相談いただくことができます。 

 

＜問合せ先＞ 特定非営利活動法人 KES環境機構 

電話：075-342-1170 

女性部活動便り 

日 時 活動行事 場 所 

3月 6日(月) 14：00 第11回 常任委員会 商工観光振興センター 

4月 
1日(土) 

2日(日) 
 

桜まつり 

模擬店出展 
向日神社境内 

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、延期または中止する場合がございます。 

※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。 

３月、４月の予定表 

日   時 行 事 名 場   所 内   容 

毎週 月・木曜日 

午前９時～午後５時 

（１２時～１時は除く） 

経営相談 
商工観光 

振興センター 

中小企業診断士が経営相談等に対応いたします。 

事前予約必要。（相談時間約１時間） 

令和６年１月２９日（月）まで。 

３月７日（火）、２２日（水） 

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。事前連絡必要。 

担当：竹内 宗 税理士 相談無料・秘密厳守 

３月４日（土） 

午前８時３０分より 

商業部会主催 

視察研修 
京都府舞鶴市 舞鶴ふるるファーム、赤レンガパークの見学など 

３月１０日（金） 

午後２時～午後４時 

経営力強化 

セミナー 

商工観光 

振興センター 

経営計画作成支援セミナー 

講師：iiful株式会社 

   代表取締役 石川 聖子 氏 

３月２３日（木） 

午後６時３０分～午後８時３０分 

サービス部会主催

経営セミナー 

商工観光 

振興センター 

DX（デジタルトランスフォーメーション）入門セミナー 

講師：中小企業診断士・ITコーディネーター 

松尾 憲 氏 

４月１日（土）、２日（日） 桜まつり 向日神社 向日神社にて、桜まつりを開催いたします。 


