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ご存知ですか

出展者
募集中

経営者の
退職金

小規模企業共済制度

around Kyoto あらきょう…

小規模企業制度は、小規模企業の個人事業主（共同経営者
を含む）または会社等の役員の方が事業をやめられたり、退
職されたりした場合に、生活の安定や事業の再建を図るため
の資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。国が全額出
資している（独）中小企業基盤整備機構が運営しています。

京都市内を囲む丹後･丹波･山城の３エリ
アをあらきょうと命名。
古より都と交流して栄えてきた京のふるさ
との魅力を紹介しております。

●常時使用する従業員が２０人以下（商業・サービス業では５人以下）
の個
人事業主および会社の役員。
●小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者（個人事業主１人に
つき2人まで）
事業主 共同経営者
事業主 共同経営者

京都府内商工会地域の店舗・商品の魅力を伝えるwebはこちら → http://www.arakyo.jp/
あらきょうweb
運営 京都府商工会連合会（担当者：岡村）Tel : 075-314-7151

毎月の掛金
●掛金月額は1,000円〜70,000円の範囲内（500円単位）
で自由に選べます。
＊加入後も掛金月額は増額・減額できます。
（減額には一定の要件が必要です）

▲

サービス業部会

異業種交流会

年度部会事業計画

ル研究所 朝倉慶氏を迎え
﹁人材育成セミナー﹂と題
し︑サービスに対する心構
え・意識の持ち方など顧客
満足度を向上させるお話を
頂きました︒
当日は四十四名の部会員
のご参加を頂き情報交換等
が活発に行われました︒

平成

●異業種交流会の開催
●部会セミナーの開催
●視察研修事業の開催
サービス業部会では︑部
●
京丹後商工祭に部会ブー
会総会を兼ね︑去る七月三
スの出展
日︵水︶︑午後六時からプ
ラザホテル吉翠苑におきま
して︑第六回目となる﹃異
業種交流会﹄を開催いたし
ました︒
本交流会は︑部会事業の
ご案内とセミナーを交え部
会員の情報交流を目的とし︑
毎年開催しております︒本
年度は講師に朝倉ゼミナー
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物産展等出展者募集のお知らせ
京の逸品開発プロジェクト

〜丹後・丹波・山城の逸品（食品）〜
●

青年部通信

期間：平成25年

京都府内「丹後」
・
「丹波」
・
「山城」の商工会地域にあ
る資源等を活かした、新しい京都の商品開発（既存商
品の改良を含む）
を行う参加事業所を募集します。

9月14日（土）〜15日（日）

場所：京都府総合見本市会館
（京都パルスプラザ）大展示場
内容：高齢者をはじめとする府民の交流と憩
いの場となる
「ふれあいの場」におい
て、地域の物産展等の販売

内容：①試作品の作成（補助有り）
②試作品等のPR等
③販路開拓支援
※試作品については11月30日、12月1日に開催さ
れる大商工祭に出展するものとし、10月中に完
成するものとする
（平成25年度内の販売はでき
ません）
締切：平成25年7月31日
（水）

締切：平成25年8月2日
（金）
※内容は抜粋のみを記載しています。詳しい内容につきま
してはお尋ねください。
※今後、物産展等の情報提供をご希望の場合、お申し出く
ださい。随時FAXかメールにてご案内いたします。

お問合せ

女性部員募集中
商工会女性部事務局
TEL：62-0342 FAX：62-3553

7月13日（土）に、プラザアピア峰山で健康増進事業
の親睦ボーリング大会を開催しました。梅雨が明けて大
変暑い日でしたが、３３名の参加者により屋内の競技場
も熱戦が繰り広げられるなど、楽しいひと時を過ごし、
部員の交流を深めました。

優秀賞、優良賞獲得！

けつけてくれ、４０名を越える応援団と
なりました。発表者にとっては仲間の応
援がどんなに心強かったことでしょう。
結果は見事に優秀賞に西村部員、優良賞
に高橋部員が選ばれました。この西村部
員は、８月８日に開催される京都府大会
に出場します。その場でも、見事な出張
発表を披露してくれると思います。

<ボウリング大会結果>
○優 勝 平井 敏子さん（峰山支部）
○準優勝 井上 紀子さん（峰山支部）
○第３位 綿井千栄子さん（久美浜支部）

もっとあそぼう＝もあ京都（京都リビング新聞）

●京丹後市商工会青年部 主張発表大
会北部ブロック予選会出場者
高橋大輔(峰山)、橋本健(大宮)、西村
弥寿久(網野)〈敬称略、順不同〉

平成25年7月27日（土）発行の京都リビング新聞に、京都府内商工会青年部・女性部が
合同で地域の特産品や名所、部会活動等々を掲載し紹介します。
見開き一面に、府内22商工会青年部・女性部がそれぞれ関わったイベントや厳選した観
光スポット等が掲載されますので、機会があれば是非ご覧ください。

義則】
▲

いつも本会の事業運営にご理解とご協力を賜り、誠に有難うございます。
さて、本年のお盆期間の業務につきましては、次のとおりとさせていただき
ますので、ご理解を賜りますようご案内方々お願い申し上げます。

西村部員

橋本部員

高橋部員

▲

野村

事業報告

親睦ボウリング大会開催

青年部主張発表大会北部ブロック予選会

【研修委員長

京丹後市商工会 担当：芝野 TEL.62-0342

私達と共に、
女性部の活動に
参加しませんか？

お問い合わせは青年部事務局
TEL.62-0342まで

http://kyotango-implse.jp

▲

京都特産品紹介コーナー

青年部には様々な業種の若手経営者・
後継者が在籍しています。
ネットワークを築き事業発展に
つなげよう！

１００人の仲間ができた！

毎年ハイレベルな戦いが繰り広げられ
ている青年部主張発表大会北部ブロック
予選会。今年はアグリセンター大宮にて
開催され、京丹後市商工会青年部代表の
発表者３名が、与謝野町商工会青年部代
表１名・伊根町商工会青年部代表１名と、
京都府大会行きの切符を懸けて壇上に向
かいました。
慣れない舞台での緊張やプレッシャー
を感じながら、青年部に入って得た経験
や、それによって構築できたネットワー
クの大切さを各々の視点で発表しました。
発表者を応援しよう！と３５名の青年部
員が集結し、青年部ＯＢの先輩たちも駆

参加事業所の募集 ●

SKYふれあいフェスティバル2013

青年部員募集中！

京都府最大部員数

催いたしました︒

▲
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年度部会事業報告

共済金の受け取り
●共済金は廃業時・退職時に受取れます。満期はありません。
●「一括」
「分割
（10年・15年）」
「一括と分割の併用」
をお選びいただけます。
●税法上、
一括受取りによる共済金は「退職所得扱い」、
分割受取りによる共
済金は「公的年金等の雑所得扱い」
となります。
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年度部会事業計画

●掛金は、
全額「小規模企業共済等掛金控除」
として、
課税対象所得から控
除できます。

平成

平成

税法上のメリット

石﨑立矢支局長による講演

●織物技術指導事業助成金
●京丹後きもの祭︵あじわ
いの郷︶商工祭併催
●視察研修事業︵福井 石
･
川県︶
●意欲ある部会事業推進助
成金︵九団体︶

＊払込み方法も
「月払い」
「半年払い」
「年払い」からお選びいただけます。

織物業部会

2名まで加入できる
（平成23年1月から）

部会事業報告会 及び講演会・懇親会

加入できない
（平成22年12月末まで）

織物業部会では︑組織強

●その他は、
お尋ねください。

化事業の一環として︑去る ●織物技術指導事業助成金
六月二十八日︵金︶︑午後 ●京丹後きもの祭︵アミテ
五時三十分からプラザホテ
ィ丹後︶ちりめん祭併催
ル吉翠苑におきまして︑
●
部会事業報告会及び講演
﹃織物業部会の部会事業報
会・懇親会︵ホテルプラ
告会及び講演会・懇親会﹄ ザ吉翠苑︶
を︑織物業部会の総代及び ●意欲ある部会事業推進助
理事等三十六名のご参加を
成金︵九団体︶
頂き開催いたしました︒
この事業は︑平成二十四
年度実施されました部会事
懇親会の様子
業報告並びに平成二十五年
度部会事業のご案内と︑京
都新聞社の石﨑立矢支局長
︵京丹後市・宮津市︶より︑
﹁記者が見た織物産地︑丹
後﹂と題したご講演と︑部
事業報告会の
様子
会内の情報交換と懇親を深
めて頂くために懇親会を開

＊平成23年1月より加入できる
ようになりました。

業務について

この度、より魅力的なホームページとす
るために６月１日（土）にリニューアルオ
ープンいたしました。
運営費も月額1,000円（商品３点まで掲
載［ 決 済機能はありません］）とお安す
く、掲載も手間要らず。詳しくは、商工会
にお問い合わせください。

運営費は 1,000円/月（3商品まで掲載可能）で掲載も手間要らず。

加入できる方

お盆期間中の

6月1日 土
リニューアルオープン

8/13（火）

通常業務

《京都リビング新聞：京都市内を中心に約49万部発行》

今後の活動予定
8/14（水）

本所のみ業務

8月

8/15（木）

本所のみ業務

４日（日） フェスタ飛天 バザー出店（峰山支部）
１０日（土）夏の星空観察会（大宮支部）

8/16（金） ※8/14・15➡各支所は休業とさせていただきます。

通常業務

ご用の際は本所事務所（TEL62-0342）
までお申し
付けください。

