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あなたの企業を伸ばしご家族を守る

無料でお試しいただけます!

商工貯蓄共済
〈
〈
〈 加入特別キャンペーン
！〉〉〉

ネットde会計は、京都府商工会連合会が運営するクラウド会計システムです。
京都府内の商工会では記帳を正しく理解し、帳簿の数字に基づく近代的経営
を推進していただけるよう記帳から決算まで一貫した指導を行っています。
商工会の記帳サポート付きなので初心者の方でも安心して始められます。
簿記の知識がない方でも、日計表機能を使えば、あらかじめ業種別の基本テン
プレートが用意されているため、勘定科目の設定、登録に煩わしさはありません。

新規掛金10,000円ごとに

もれなく

近畿府県内の特産品等を

5,000円相当分プレゼント！
キャンペーン期間■平成26年9/1〜12/31まで
（平成26年10/1〜平成27年1/1契約始期分）

ネットde会計は、簡単にリアルタイムにスピーディに処理できる、
中小企業向けのインターネット経理システムです。

商工貯蓄共済とは
ふやす

貯蓄
預入期間1年の
定期預金利率
福利計算です。

あんしん

●経理ソフトを導入したことはあるけれど、難しくて断念してしまった…

活かす

保障

融資

万一の場合には
死亡保険金や
高度障害給付金が
支払われます。

●決算や申告は会計事務所に依頼するが、日々の伝票入力は自社でやりたい！
●複数の担当者・パソコンでデータを共有したいけれど、

融資の斡旋が受けられます。
1口につき100万円の融資

LAN対応ソフトは高額なため導入に踏み切れない

※審査の結果希望に添えな
いことがあります。

というお客さまに最適です!今すぐ商工会までお申込み下さい。

詳しくは、京都府商工会連合会 URL https://asp.kyoto-fsci.or.jp/index.htmlを参照ください。
お申し込みは、京丹後市商工会まで。

❶ご加入できる方
商工会の会員及びその家族、従業員で年齢が６歳から６５歳（５年満期は
７０歳）までの健康な方です。

創業・経営基盤の強化・経営の革新に必要な機械・設備の導入を支援します。設備投資の際は、是非一度お問い合わせください。

❷加入期間と加入口数

設備投資なら、京都産業21の割賦販売･リースで！

加入期間は５年満期と１０年満期の２種類です。
加入口数は被保険者１人につき合計２０口までです。

❸ 掛金・経費・保険料
掛金は１口あたり月額２，５００円、経費は１口あたり年額１，２００円です。
保険料は年払いの掛捨てで、年齢・性別によって異なります。

設備貸与（割賦販売・リース）制度
〈小規模企業者等設備貸与制度〉
企業の方が必要な設備

掛金より保険料と経費を差引き利息を加えた合計が貯蓄積立金になりま
す。貯蓄積立金は２年目より金融機関の１年定期預金扱いとなり、利息は
複利計算で付加されます。
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容

9月〜11：45

9：15

京丹後市制10周年を記念し
て、歩く楽しさと、歩くことを
通しての健康づくり並びに京
丹後市（久美浜町）の文化や
自然を再発見・再認識するこ
とを目的として開催します。

千体仏見学他）→

・コースは、全て徒歩で移動します。
・各見学ポイント（４ケ所）では、クイズに回答し
て頂きます。
・クイズに全て解答された方には、参加賞を進呈
します。

数

■申込方法

9月10日（水）

3年 2.990％ ４年 2.296％
5年 1.868％ ６年 1.592％ 7年 1.390％

E-mail：setubi@ki21.jp

◯◯店で売ってる果物に
産地の表示がない。
食品の表示のことで
聞きたいのですが。

食品の表示に疑問がある場合、
不審な表示をみつけた場合

食品表示110番にお電話ください！

■近畿農政局 表示・規格課
電話番号：075-414-9026
FAX番号：075-417-2149
■近畿農政局 営業課
電話番号：075-414-9920
FAX番号：075-414-9910
受付時間：8時30分〜17時15分（12時〜13時及び、土・日曜日・
祝日・年末年始を除く）
■インターネット（メールフォーム）でも受付しています。
http://www.maﬀ.go.jp/kinki/syouhi/hyouzi/hyouzi110ban.html

女性部員募集中
私達と共に、
女性部の活動に
参加しませんか？

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！

お問い合わせは青年部事務局
TEL.62-0342まで

http://kyotango-implse.jp

▲

今後について、青年部
活 動 で 得 た わ（ 和・
輪 ）と同 様 に 連 携 プ
レーを活かして頑張っ
ていき た いという心
意 気を 熱く熱く語る
姿に、聴衆たちは聞き入りました。そして１０分間、
力を出し切り発表を終えました。
野木部員の結果は、近畿大会に届きませんでし
たが、すばらしい発表、堂々とした姿に、応援に駆
け付けた部員皆が、最優秀賞受賞者と勝るとも劣
らないと感じ、今後の青年部活動への大きな自信
となりました。
▲

飛天

やさか納涼祭

▲

これらのイベントは地元の祭りとして行われており、
老若男女の方々が楽しい時間を過ごすお手伝いが出来、
素晴らしい１日を過ごす事が出来ました。

商工会女性部事務局
TEL：62-0342 FAX：62-3553

事業報告

介護の講習講演会を開催
野木部員

主張発表大会

7月19日（土）に丹後あじわい
の郷で開催された「やさか納涼
祭」、8月2日（土）に京丹後市役
所峰山庁舎駐車場で開催された
「フェスタ飛天」に出店し、クレ
ープ等（やさか納涼祭）、鉄板焼
きとスーパーボールすくい等（フ
ェスタ飛天）の販売を行いました。

FAX.075-323-5211

青年部員募集中！

青年部通信
８月７日（木）、京都市の京都センチュリーホ
テルにて、京都府商工会青年部主張 発表大会
が開催されました。京都府の北・中・南部各ブ
ロック予選を勝ち抜いた５名による大会であり、
勝者は近畿大会、近畿大会の勝者は全国大会
に出場するとあって、各出場者の気合は十分。
また、京都府の近畿大会出場者は最近７年間で
４名が全国大会に出場と、年々レベルが上がっ
ています。
そんな中、近畿大会、更には全国大会を目指
し、当部より野木久聖部員が北部ブロックの代
表として出場しました。
家業の農産物栽培・販売の今後、京丹後市の

３〜７年
（法定耐用年数に応じて）

食品表示に関する詳しい情報は…農林水産省ホームページ●http://www.maﬀ.go.jp/j/jas/index.html

京都府最大部員数

京都府商工会青年部

100万円〜8,000万円／年度まで利用可能です。
（消費税込み）
７年以内（償還期間）
（ただし、法定耐用年数以内）

農林水産省では、広く国民の皆様から、食品の
偽装表示や不審な食品表示に関する情報を受け
るためのホットラインを設置しております。

京丹後市商工会女性部
へお申込み下さい。

■申込期限

機械設備・プログラム 等（土地、建物、構築物、賃貸借用設備等は対象外）

食品表示110番

無料です
40名（先着申込み順）

■参加費

対象設備

TEL.075-315-8591

①公会堂（開会式、見学）→②東稲葉（マルコ舟見

■人

対象企業

原則1名（法人企業の場合は代表者、個人事業の場合は申込者本人以外の方）
で
かつ低利で「割賦販売」
連帯保証人
お申し込みできます。
または「リース」する
お問合わせ先：公益財団法人京都産業21 事業推進部 設備導入支援グループ
制度です。
http://www.ki21.jp

④稲葉本家（見学他）→公会堂（閉会式）
内

2014

リース

割賦損料率及び
年2.50％
月額リース料率 （設備価格の10％の保証金が契約時に必要です）

入し、その設備を長期

京丹後市久美浜町内
学等）→③本願寺（国宝

割賦販売

原則、従業員20人以下（ただし、商業・サービス業等は、5名以下）の企業ですが、
最大50名以下の方も利用可能です。
**個人創業１ヶ月前・会社設立２ヶ月前〜創業５年未満の企業者（創業者）
も対象です。

割賦期間及び
リース期間

ーやディーラーから購

（詳しくは、京丹後市商工会 本所・支所まで）

10周年記念
市制
後
丹

分

対象設備の金額

を導入する際、財団が
ご希望の設備をメーカ

❹貯蓄積立金および利息

区

７月２３日（水）に、第１部では京丹後市長寿
福祉課様により介護保険制度の仕組みと申請か
らサービス利用の方法並びに介護予防と京丹後
市の高齢者福祉サービスについて研修しました。
第２部ではKSSカルチャーセラピー塾長／日本
笑い学会京都支部事務局長の白石三四子先生に
より「明日の私のための勉強会 介護する人・介
護される人」をテーマに、アルツハイマーと認知
症の違いや介護する人介護される人の心得十ケ
条等について学びました。悔いを残さず、しっかりとした覚悟を持ち、老人だからと
決めつけない等々、とても有意義な講習講演会でした。

フェスタ飛天バザーに出店（峰山支部）
８月２日（土）京丹後市役所前にて、夏の祭典
「フェスタ飛天」が開催され、峰山支部がバザー
出店を行いました。当日は、天候にも恵まれ、朝
から来客数も順調に伸び、大盛況で終わりまし
た。ねぎ焼き・冷やしきゅうり・ジュースを販売し、
定番となっています｢ねぎ焼き｣も少しずつ工夫を
重ね、おかげ様で「おいしかった」と今年も沢山
のお言葉を頂きました。

今後の活動予定

9月28日 ●市制10周年記念
（日）

ウォーククイズラリー

（コース：久美浜町内）

