
 
   

 

  

 

                                                                   

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催日時 内容 開催場所 

5月 29日 京都府商工会連合会 通常総会 新・都ホテル 

6月 10日 ～6月 11日 せいか市 アピタ精華台店 

6月 10日 ～6月 12日 お茶の京都フェア 高の原イオン 

6月 14日 19：00～22：00 
経営力向上講座 実践コースＡ 

・青木クラス① 
商工会館 

6月 14日 
H29 年度 経営発達支援計画「第１回事

業実施評価委員会」 
商工会会館 

6月 16日 19：00～21：30 経営力向上講座 基礎コース① 商工会館 

6月 20日 ～7月 20日 まちゼミ 開始 各事業所 

6月 22日 7：00～8：00 朝活 商工会館 

6月 22日 19：00～22：00 
経営力向上講座 実践コース B 

・山本クラス① 
商工会館 

6月 27日 19：00～22：00 
経営力向上講座 実践コース A 

・青木クラス② 
商工会館 

6月 29日 7：00～8：00 建築部総会 豊美月 

7月 7日 19：00～21：30 経営力向上講座 基礎コース② 商工会館 

7月 8日 ～7月 9日 せいか市 アピタ精華台店 

7月 14日 18：00～21：00 青年部 Standing Bar2017 ① せいかガーデンシティー 

7月 18日 19：00～21：00 
経営力向上講座 実践コースＡ 

・青木クラス③ 
商工会館 

7月 19日 18：00～21：00 青年部 Standing Bar2017 ② せいかガーデンシティー 

7月 20日 19：00～22：00 
経営力向上講座 実践コース B 

・山本クラス② 
商工会館 

7月 22日  せいか夏祭り けいはんな記念公園 

7月 21日 18：00～21：00 青年部 Standing Bar2017 ③ せいかガーデンシティー 

7月 25日 19：00～21：30 経営力向上講座 基礎コース③ 商工会館 

7月 26日 18：00～21：00 青年部 Standing Bar2017 ④ せいかガーデンシティー 

7月 27日 7：00～8：00 朝活 商工会館 

7月 28日 18：00～21：00 青年部 Standing Bar2017 ⑤ せいかガーデンシティー 

 

 

商 工 会 ニ ュ ー ス 平成 29年 5月発行 

昨年、一昨年と受講された方々の売上実績 UP をふまえ、今年も開講します‼ 受講経験者

の皆様の意見を取り入れ、内容をより充実させています。 

 経営者、若手後継者はもちろん、中小企業では難しい経営幹部や候補者の方々への育

成プログラムとしてもご活用いただけます。 

講座のフォローは経営支援員がしっかりサポートします。 

１人では難しい課題もチームで乗り越えていきましょう‼ 

★ チラシを同封していますので、そちらをご覧ください。★ 

申込締切は、6/9（金）です。 

 

精華町から 副会長 森田英照さん  理事 井上和也さんが選ばれ 

5/29 京都府商工会連合会 通常総会に於いて表彰されました。 

 

平成 28年 7月に施行された中小企業等経営強化法の制定により、「経営力向上計画」の認

定制度が始まりました。この認定に向けた事業計画策定支援を商工会でサポートします。 

認定を受ける為の事業計画書はＡ４用紙で２～３枚程度です。各事業分野の担当省庁に提

出し、認定を受けることができます。現時点では固定資産税の軽減措置や計画書に示した

設備投資についての金融支援などがあります。 

この機会に事業計画書を策定し、「稼ぐ力」を強化しませんか！ 

 

有限会社 宮本石材店様が 国土交交通省 近畿地方整備局長より認定されました。 

「経営力向上計画認定企業の紹介」 
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新 入 会 員 の ご 紹 介 

 1.事業所名：田中工業 

2.代表者(敬称略)：田中 真聖 

3.業種：.建設業 

4.住所：祝園味噌柿 30 

5.電話番号：090-4643-0015 

会員増強キャンペーン 

継続実施中 

日 時 : 7/14（金）・7/19（水）・7/21（金）・7/26（水）・7/28（金） 
18：00～21：00（小雨決行） 

場 所 : せいかガーデンシティ 西側駐輪場付近 

 

『経済産業省・経営発達支援計画事業』の認定を受け、精華町の活性化と各事業

所の新規・継続顧客をつくりだす事を目的としたまちゼミが 6 月 20 日からいよ

いよ始まります。 

 今回、初めての取り組みながら 33 もの事業所が参加して下さり 44 の講座が

開講されます。（詳しくは同封のチラシをご覧下さい。） 

まちゼミは今後も継続して開催する予定です。 

お店の知名度アップやファンづくりを目指し、今後共たくさんの事業所のご参加

をお待ちしております。 

 

 

京都府内において同一業種で 100 年以上にわたり、堅実に家業の理念を守り伝

統の技術や商法を継承し他の企業の模範となってきた企業、いわゆる老舗を京

都府が顕彰し、その永年の経営努力を報奨します。大正 6 年 12 月 31 日以前

に創業された事業所の方、商工会までお知らせ下さい。 申請〆切 6/15（木） 

平成6 年に経営支援員として採用していただき 20年以上の歳月が過ぎました。

この間、会員の皆様を始め多くの関係の方々に育てて頂き深く感謝申し上げま

す。そして本年 4 月 1 日から事務局長に任用変更となりました。職種は変わり

ましたが少しでも会員の皆様のお役に立てますよう力を注いで参りたいと思い

ます。本来ですと、会員の皆様お一人お一人にご挨拶にあがらせて頂くのが本

意ではございますがこの書面をお借りしてご挨拶とさせて頂きます。新米事務

局長で何かとご不便をおかけすることもあろうかと存じますが、今後共ご指導

ご鞭撻の程、よろしくお願い申し上げます。 

事務局長 石原順 

 

4 月より新規採用で経営支援員として参りました。 

経営支援員と致しましては、1 年目の新人ではございますが前職は個人で事業

を 7 年程しておりました。その時の経験を活かし、精華町商工会の会員の皆様

のお力になります様尽力させて頂く所存でございます。 

今後とも宜しくお願い申し上げます。 

経営支援員 成本賢治 

日 時 : ７月 22 日（土）16：00～20：30 荒天中止 

場 所 : けいはんな記念公園 芝生広場 

 盆踊り、ステージイベント、模擬店による販売を行います。 

精華町活性化、きっかけづくりの為会員の皆様には寄付などのご協力を頂き

ありがとうございます。 

編集後記 
 精華町商工会の「経営発達支援事業」の実施も 2 年目に入り、商工会での活動の活性化
を感じています。事業の一環であるまちゼミの担当を成本とさせて頂き、初めてのことに
右往左往しながら参加事業者の皆様の熱意と笑顔に励まされ、いよいよ 6/20 から講座が
スタートします。 このまちゼミと共に新しい体制になった事務局もより一層成長し、皆
さまのお力になれる様職員一同励んで参ります。 
今後共どうぞよろしくお願い致します。            

記帳指導員 安井直美 
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