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関西商工会議所 連合会 平成 30 年度総会
日本商工会議所 三村明夫会頭との懇談会にて
P11 に記事掲載

橿原商工会議所が
47CLUB、奈良新聞社と
地域産業振興に関する
連携協定を締結
P10 に記事掲載

様々な業種の方との
交流で人脈拡大！
仕事の幅を
広げてみませんか？

橿原商工会議所事業の活用方法等を理解してもらい、
もっと活発に参加・利用いただくことを目的として、
新入会員交流会を初めて開催いたします。
名刺交換や自己紹介タイムなど人脈づくり
に活用できる機会も設けています。
ビジネスにつながる「出会いの場」と
して是非この機会を御社のビジネスに
お役立てください。

日
会
対

30 年 9 月 26 日

時

平成

場
象

18：00 〜 20：00
橿原商工会議所４階 会議室
平成 27 年度以降にご入会いただいた新入会員

橿原商工会議所

新入会員
交流会

※上記以外の橿原商工会議所会員の皆様もご参加いただけます。

参加費

１名あたり 2,000 円

申込締切

※１事業所２名まで

９月１８日

申込方法・詳細については橿原商工会議所ホームページまたは８月号の折込チラシをご覧ください。

見学・体験先企業様募集！

橿原市役所では「働きたいけど自信がない」「仕事の経験が少なく
て不安」といった悩みを抱えている方への見学・体験先企業様を募集
このような企業様をお待ちしています！
しています。見学・体験は相談員がフォローを行いますのでご安心く
・募集しても人が集まらない
ださい。
・採用しても長続きしない
見学・体験を通じて、本人の適正と企業様の望む人材をマッチング
・地域のために貢献したい
することで、長期間働ける人材の確保につながることが期待できます。
・仕事の一部分を手伝ってほしい
自分の力を発揮し、人も企業もいきいきと活躍できる橿原市にして
【問い合わせ先】橿原市生活支援相談窓口 TEL. 0744-22-8301 いくために、一緒に取り組んでいただける企業様からのお問い合わせ
橿原市内膳町 1-1-60 分庁舎（ミグランス）2 階 福祉総務課内 をお待ちしています。

会員限定電報サービス
会員事業所及び代表者に慶弔があった
場合に会頭名にて電報をお送りします。

当サービスの特徴

・原則、橿原商工会議所 会頭名で電報をお送りします。
・料金は無料です
・一事業所につき年度内に２回までご利用いただけます。
（※年度：４月１日〜翌年３月３１日）

種

類

●祝電（新店オープン・新装開店・周年行事・入社式・
創立、創業記念日・代表者及び役員等の結婚 など）
●弔電（代表者及び役員等の死亡）

サービスご利用方法

①所定の申込書（橿原商工会議所ホームページよりダウンロード
できます）に必要事項をご記入ください。
②ご記入後、FAX にてお申し込みください。
（FAX 0744-28-4430）
（お申し込みの際に、案内状など慶弔事を証明する資料があれ
ばコピーを添付してください。）
③念のため、FAX 申し込み後は総務課までお電話にてご連絡くだ
さい。（TEL：0744-28-4400）

ご利用上の注意事項

・申込み受け付けは、平日 8：30 〜 17：15 です。

※土・日・祝祭日及び年末年始（12 月 29 日〜翌１月３日）は事務局が休み
のため、御希望日にお届けできない場合がございますので、事前に電話に
てご連絡をいただきますようお願い致します。

お申込み・お問合わせ

橿原商工会議所 総務課
0744-28-4400
〒634-0063 奈良県橿原市久米町 652-2
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0744-28-4430

平成３０年度

健康診断
のご案内
橿原商工会議所では、事業主やそのご家族ならびに
従業員を対象とした健診サービスを実施しています。
（会員様限定）
本年度も下記の要領にて実施いたしますので、この機
会にぜひ受診していただき、皆様の健康管理にお役
立てください。
実 施 日：平成３０年１０月２４日（水）・２５日（木）
※どちらか都合のよい日に受診してください。
受付時間：【午前の部】 9：00 〜 11：30
【午後の部】13：00 〜 16：30
※申込多数の場合は、こちらの指定する
時間帯で受診いただく場合があります。
実施場所：リサイクル館かしはら プラザ棟
申込方法：今月の折込チラシをご覧いただき、ＦＡＸ又は
郵送でお申し込みください。
※昨年まで受診されました事業所様には
別途案内を送付させて頂きます。
申込締切日

平成３０年９月２８日（金）【必着】

橿原市国民健康保険に加入されている方（４０歳以上）
は橿原市より助成があります。
申込方法・詳細については 今月の折込チラシまたは
橿原商工会議所ホームページをご覧ください。

第45回奈良県商工まつり
展示即売会 出展募集‼
開 催 日 時 平成30年10月27日
（土）
・28日
（日）
9時30分から16時まで
開 催 場 所 県立橿原公苑北駐車場
出 店 物 奈良県内で生産・加工された物産品や農産品
出店募集ブース 6ブース
（橿原商工会議所割当数）
※申込多数の場合は
抽選とさせていただきます。

出 店 費 用 1ブース 25，
000円
1ブース
（間口2.7ｍ×3.6ｍ）
※台風・地 震 等自然 災害により
開催が中止となった場合におい
ては、出展費用はご返金でき
ませんのでご了承ください。

ーポン」
ク
ト
オ
ら
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加募集！
参加事業所追

かしはらオトクーポン事業とは、会
員相互の利用促進として、会員参加
事業所のクーポン券をお届けする
会員サービス事業です。
掲

載

平成30年10月1日〜平成31年3月末

参 加 費

1,000円

サ イ ズ

出展が決定した事業所に後日連絡いたします。

（金）午後5時まで
申 込 締 切 9月14日
※これ以降のご連絡につきましては、
一切受付できませんので予めご了承ください。

40ｍｍ×60ｍｍ予定

（紙面の構成上サイズの変更あり）

掲載内容

屋号・店名・住所・営業時間・定休日・写
真1点・サービス内容紹介

申込方法

橿原商工会議所ホームページ（かしは
らオトクーポン）より下記参加申込書を
ダウンロードしていただき、橿原商工会
議所宛にＦＡＸ（0744-28-4430）に
てお申込みください。

募集締切

平成30年9月14日（金）まで

お問合せ

橿原商工会議所

記入の上、事業所名・住所・電話番号を記入いただ
き、橿原商工会議所までＦＡＸ にて申込ください。
※電話での受付はできません。

かしはら商工ニュース１0月号・
橿原商工会議所ＨＰ

使用期間

と
申 込 方 法 当所まで「第45回奈良県商工まつり出展希望」

FAX : 0744-28-4430

※イメージです

中小企業相談所

ＴＥＬ 0744-28-4400
ＦＡＸ 0744-28-4430

専門家の力を借りて
経営改善計画書を
作成しませんか？

こんな方にお勧めです

●現在、税理士、会計士等、
国が認める専門家の支援
を受けて経営改善計画書
を策定する場合、専門家
に対する支払費用の2/3
まで（上限200万円）負担
する事 業を実 施していま
す。

金融機関への返済条件等を
変更し資金繰りを安定させ
ながら…
●売上を増加させたい
●人件費以外でコストを
削減したい
●黒字体質の企業に転換
させたい
●業況悪化の根本的な
課題を見つけたい など

経営改善支援センターでは

奈良県経営改善支援センター

●本事業に係る申込受付や
補助金支払業務は経営改
善支援センターで行って
います。
●その他、
各種ご相談にも応
じます。
お気軽にご相談く
ださい。

（奈良県中小企業再生支援協議会内）
奈良市登大路町36-2 奈良商工会議所1F
ご相談無料・秘密厳守
お気軽にご相談ください！

0742-24-7034
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相談所通信

中小企業の情報セキュリティー
サイトの運営体制に注意
【形態別に対策の確認を】

【認識が不十分な小規模組織】
今や企業や組織においてウェブサイトの利活用は、事業

手引きでは、ウェブサイトの運営形態について、①モー

展開や重要な経営戦略の一部として機能している。特に電

ル ②ＡＳＰ・ＳａａＳ型クラウドサービス ③ＰａａＳ型クラ

子商取引（ＥＣ）サイトによるウェブ通販を生業としている

ウドサービス・レンタルサーバー ④ＩａａＳ型クラウドサー

組織においては、ウェブサイトの公開が停止すると収益に

ビス ⑤ハウジング ⑥オンプレミスの６種類に分類してい

大きく影響してしまう。

るが、どの運営形態を採用するかによって、運営にかかる

さらに、企業情報のみの公開で重要な情報は保有してい

費用が変化するのはもちろん、運営者が実施する作業内容

ないウェブサイトの場合でも、ウェブサイトの利用者にウイ

が異なるため、運営者に求められる技術レベルも変化する。

ルスを配布するサイトに改ざんされてしまうといった被害が

また、運営形態ごとにウェブサイト上でどのような機能を

考えられる。このような被害が発生すれば、ウェブサイト

提供できるか、ウェブサイトをどこまで自由に変更できるか、

の公開停止のみならず、企業や組織の信用失墜につながる。

どのようなセキュリティー対策が必要になるかについても異

独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）では、２００

なる。特に企業のウェブサイトでは個人情報を取り扱うこと

４年７月からソフトウエアの脆弱（ぜいじゃく）性関連情報

も多く、サイト運営者はセキュリティーが継続的に維持され、

の届け出を受け付けているが、これまでに受け付けたウェ

最新の脅威に対し対策ができているかどうかに気を配る必

ブサイトの脆弱性のうち、修正などが完了していないもの

要がある。

が３２９件ある。こうしたウェブサイトは、主にセキュリティー

運営者はウェブサイトで提供したいサービスや運営形態

対策への認識が不十分な小規模組織による運営である。

の手軽さだけでなく、日々の運営でセキュリティーを維持

対策のための体制やコストなどの準備がないことから、

し続けることができるかといった点についても目を向けてい

開設後に問題が指摘されても、修正も、廃棄もできない。

ただき、安全なウェブサイトの運営が可能な運営形態を選

これが “攻撃を受けてしまうウェブサイトの放置” につながっ

定するようにしてほしい。

ている。

手引きの具体的な内容はＩＰＡのホームページ

そこでＩＰＡは、主に小規模組織を対象に、ウェブサイト

https://www.ipa.go.jp/security/technical

の新規開設、および刷新において、クラウドサービスなど

watch/20180530.html を確認してほしい。

の運用形態別にメリット・デメリット、およびセキュリティー
対 策に必 要な確認項目を整理し

運営形態ごとに検討すべきセキュリティー対策

たＩＰＡテクニカルウオッチ「ウェ
ブサイト開設等における運営形態
の選定方法に関する手引き」を本

（独立行政法人情報処理推進機構・江島将和）

区

分

分

類

おいては、ウェブサイトの開設な
どを外部へ委託するケースが多い。
きを活用することで、安全なウェ
ブサイトの開設に必要な確認項目

技術的対策
システム
セキュリティー
対策

人的対策
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業務
セキュリティー
対策

ネットワーク

アプリ
ケーション

運用管理的
対策

などの合意が容易になる。

「会議所ニュース７月２１日号（日本商工
会議所発行）より転載」

代表的対策例
物理

年５月に公開した。小規模組織に

発注者と受注者の両者がこの手引

運用形態

セキュリティー対策項目

セキュリティー
パッチ
監視
インシデント
対応
要員教育

社員教育
ユーザー・顧客管理
コンテンツ管理

モール
ASP
SaaS

PaaS
ﾚﾝﾀﾙｻｰﾊﾞｰ ハウジング
laaS

・サーバー室
・入退管理

オン
プレミス
○

・FW ・IDS/IPS
・WAF ・VPN
・ウイルス対策製品
・サンドボックス型製品
・DDoS 対策
・改ざん検知
・認証
・アクセス制御
・データ保護
・パッチ適用
・仮想パッチ適用

△

△

○

○

○

○

△

○

○

△

○

○

△

○

○

（アプリ）

・ログ収集、分析
・バックアップ
・切り分け ・抜線
・ポリシー教育
・技術教育

△

○

○

・リテラシー教育
・ポリシー教育
・情報取り扱い教育

○

○

○

○

○

○

○

○

・コンテンツ更新ルール

○

○

○

○

サイト運営者対応

○：対応の検討が必要

△：一部対応の検討が必要

知って 得 する!!エキスパートゼミ
橿原商工会議所「専門家連携協議会」所属の専門家の皆様から
「知って得する！！エキスパート ゼミ」
と題して
様々な分野から記事提供にご協力をいただいております。是非とも平素の事業活動にお役立てください。

橿原商工会議所専門家連携協議会

平成30年以降次々始まる税制改正に注目してみましょう
わ

税理士・中小企業診断士

だ

和田

き

み

こ

貴美子

■プロフィール
2012 年、税理士事務所設立。
県や国の中小企業支援機関での勤務経
験を活かし、会計・税務面のみならず
公的支援施策を活用した中小企業支援
に取組む。また他士業と連携し、創業
支 援 から 株 式 公 開 を 志 向 する ベ ン
チャー企業へのサポートを行う。

和田貴美子税理士事務所
事務所

〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町 4-2-10 東明ビル
Te l：06-4708-4578
Fax：06-4708-4577

今年平成 30 年より、私たちの「ビジ
ネス」や「生活」に直接影響すると思
われる改正が続きます。特にビジネスを
するにあたり「知って」
「準 備 が必要」
なものありますので、今後発信される情
報にご注目ください。主な税制改正を右
記の表に挙げましたが、今回は特にビジ
ネス・生活に関係し、直近で導入が予
定されている「消費税改正」を取り上げ
ます。
■消費税改正のスケジュール
（平成 30 年 7 月現在）

2019 年 10 月〜：
消費税率引き上げ（8％→10％）
軽減税率制度導入、区分記載請求書
等保存方式スタート
2021 年 10 月〜：
適格請求書発行事業者登録受付開始
2023 年 10 月〜：
インボイス制度導入、適格請求書等
保存方式スタート
■消費税率引上げと軽減税率制度導入
に向けた確認事項
１．軽減税率対象商品を知る
軽減税率（8％）の対象となるのは、
①
「飲食料品（お酒や外食サービスを除
く）
」と②週 2 回以上発行される新聞（定
期購読されるものに限る）です。
①の「飲食料品」は、食品表示法に規
定する「食品」を指します。食品表示
法の「食品」に該当しない医薬品や医
薬部外品、水道水は標準税率（10％）
となります。
軽減税率対象商品に該当するかどうか
の詳細は、国税庁が発表し更新が続く
「消費税の軽減税率制度に関するＱ＆Ａ
（制度概要編／個別事例編）
」などで確
認が必須です。

ビジネス・生活に影響ありと推測される今後予定の主な税制改正
（平成30年7月現在）
適用開始時期

変更点

主要な変更内容

2018 年
平成 30 年分

配偶者控除の
見直し
配偶者特別控
除の見直し

合計所得金額が 1000 万円超の居住者は配偶者控除・配偶者特別控除
の適用不可
配偶者特別控除の対象となる「配偶者の合計所得金額」が「38 万円
超 123 万円以下」

2019 年 10 月

消費税改正

消費税率が 8％→10％へ引上げ
軽減税率（8％）制度の開始

2020 年

基礎控除額の
変更
給与所得控除
の変更
公的年金等控
除の変更

基礎控除額を 10 万円引上げ
給与所得控除・公的年金等控除の控除額を一律 10 万円引下げ
※給与所得と年金所得の双方を有する方は、片方の控除のみ減額
合計所得金額 2400 万円超より基礎控除額の段階的逓減（48 万円→
32 万円→16 万円）

青色申告特別
控除の変更

55 万円に引下げ（10 万円青色申告特別控除は従来通り継続）
但し青色申告特別控除の適用要件に加えて①e-Tax による申告②電子
帳簿保存のいずれかを行うと引続き 65 万円の特別控除が受けられる。

２．軽減税率制度導入により変更が必
要になる事務処理を知る
軽減税率制度の導入は、基本的にすべ
ての事業者に影響があります。軽減税率
対象商品を取扱う（販売する）かどうか
は関係ありません。
＜影響受ける主な事務処理＞
・すべての消費税課税事業者は、標準税
率（10％）と軽減税率（8％）を区分
した経理
・課税事業者・免税事業者ともに、取引
先から要件を充足した「区分記載請求
書等」の発行
３．軽減税率導入と消費税率引上げが
自社のビジネスに与える影響を想定し、
対策する
まず、２でご説明した新たに必要とな
る「事務処理」への対応準備が挙げら

れます。税率改正後、お客様対応や社
内で混乱が起きないよう従業員への周知
を徹底することが必要です。想定問答集
作成や伝票整理方法など社内ルールの整
備を早めに取組みましょう。
次に、自社の商品・サービスの適用税
率や原価を踏まえた価格設定（値付け）
と資金繰りの準備が挙げられます。税率
引上げによる購買意欲減退の可能性もあ
り、価格設定はビジネスの継続に重要な
経営判断要素になります。また税率引上
げにより原価や経費の支払総額や消費税
納税額が増加するため資金の確保も重要
です。ここにおいて大事な点は「事業全
体で売上・利益・キャッシュを確保」す
ることです。
橿原商工会議所では消費税価格転嫁
対策のために有効なセミナーや相談の機
会を設けていますので、積極的にご活用
ください。
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早期景気観測

平成30年7月度調査結果

POINT ＬＯＢＯ全産業合計の各ＤＩの推移
（2016年7月以降）

● 7月の全産業合計の業況DIは、▲16.7と、前月から▲1.3ポイントの悪 30
化。原材料費、燃料費上昇による負担増や深刻な人手不足の影響によ 20
り、製造業を中心に広く業況感が悪化した。
また、記録的な猛暑に伴い、 10
従業員ＤＩ
資金繰りＤＩ
夏物商材の需要拡大を指摘する声が小売業から聞かれた一方、
サービ 0
売上ＤＩ
ス業からは猛暑や大雨などの天候不順により客足が減少したとの声が -10
聞かれた。消費者の節約志向も根強く、足踏み状況が続いていた中小企 -20
採算ＤＩ
業況ＤＩ
業の景況感は、足元で弱い動きがみられる。
-30
● 先行きについては、先行き見通しDIが▲15.4（今月比+1.3ポイント）
と改
仕入単価ＤＩ
-40
（下落−上昇）
善を見込むものの、
「悪化」
から
「不変」
への変化が主因であり、実体はほ
-50
17.3
17.7
18.3
18.7
16.11
17.11
ぼ横ばい。消費の持ち直しやインバウンドを含めた夏の観光需要拡大、 16.7
生産や設備投資の堅調な推移への期待感がうかがえる。他方、人手不 ※ＤＩ値は、売上・採算・業況などの各項目についての、判断の状況を表
足の影響の深刻化や、燃料費・原材料費の上昇、
コスト増加分の価格転 す。ゼロを基準として、プラスの値で景気の上向き傾向を表す回答の割
合が多いことを示し、
マイナスの値で景気の下向き傾向を表す回答の割
嫁遅れ、米国の保護主義的な関税措置に端を発する貿易摩擦の影響を 合が多いことを示す。したがって、売上高などの実数値の上昇率を示す
懸念する声も多く、
中小企業の業況感はほぼ横ばいで推移する見通し。 ものではなく、強気・弱気などの景気感の相対的な広がりを意味する。

産業別概況
建設業

業況

売上

採算

資金繰り 仕入単価 従業員

「公共工事が少なく、同業他社との受注価格競争が厳しいほ
か、鉄鋼や木材などの建設資材価格や、人件費・外注費の上
昇により、売上・採算ともに悪化した」（一般工事業）、「宿
泊施設や工場・研究施設といった民間工事が多く、売上は堅
調。従業員のモチベーション向上を図るため、ベースアップや
賞与の増額を実施した」（電気工事業）

小売業

業況

売上

採算

業況

売上

採算

業況

製造業

改善傾向
売上

ほぼ横ばい
採算

悪化傾向

資金繰り 仕入単価 従業員

「小麦粉などの原材料価格や、燃料費の上昇により、収益が
圧迫されているほか、個人消費の低迷や、記録的な猛暑の影
響などから、受注が減少し、売上も悪化した」
（食料品製造業）、
「中国を中心とした外需が好調なため、売上は改善。さらなる
売上増と人手不足の解消を目的に、新規設備投資を計画して
いる」（産業用機械製造業）

資金繰り 仕入単価 従業員

「堅調なインバウンド需要に加え、記録的な猛暑の影響から、
日傘や帽子などの夏物商材の売れ行きが良く、売上改善となっ
た」（百貨店）、「ボーナス商戦のシーズンだが、引き続き消
費者の財布の紐は堅く、売上は伸び悩んだ。人材確保にも苦
戦しており、求人募集を続けるも、一向に応募が無い」（宝
飾雑貨等小売業）

サービス業

DI値の傾向
（最近6か月の傾向）

業況

卸売業

売上

採算

資金繰り 仕入単価 従業員

「飲食料品価格や運送費の上昇から、採算確保に苦戦してい
ることに加え、猛暑や大雨の影響で農産物価格が上昇すれ
ば、更なる採算悪化や、消費意欲の減退が懸念される」（飲
食料品卸売業）、「自動車関連の製造業を中心に引き合いが
多く、受注は好調。手持案件は豊富で、今後も業績の改善
が見込めるが、米国に端を発する貿易摩擦の影響が顕在化
すれば、売上減は避けられない」（金属製品等卸売業）

資金繰り 仕入単価 従業員

O
B
O
L

LOBO調査要領
●調査期間／2018年7月13日〜20日

●調査対象／全国の423商工会議所が3740企業にヒアリング

内訳

「夏物商材や半導体部材等を中心に、配送需要は好調。だが、
ドライバー不足は深刻なため、配送日数を延長することで、何
とか対応している」
（運送業）、
「夏の観光需要を取り込むため、
地域を挙げて様々なイベントを企画したが、西日本豪雨の影
響で、予約のキャンセルが相次ぎ、大打撃を受けている」
（宿
泊業）

業 況ＤＩは︑天 候 要 因 も あ り
３ヵ月 連 続の悪 化 ︒先 行 き も 不 透 明 感 残る

商工会議所 LOBO

建設業
小売業

622 製造業 827 卸売業
771 サービス業 1083

437

●調査項目／今月の売上・採算・業況等についての状況

（DI値を集計）および自社が直面する問題等

そのほか、詳しい情報については https://cci-lobo.jcci.or.jp からご覧ください。

24時間年中無休で働いてくれる
営業マンは、
必要ありませんか？

商売に結びつく
ホームページ活用法をご提案します。
月々1.5万円（税抜）で自社のホームページを
（ドメイン・サーバ代込み）
持つことが出来ます。
デジタル印刷物の企画から制作

平成記念会

6 Kashihara Business Press

株式
会社

ISO14001認証取得

本 社／〒634-0812 奈良県橿原市今井町3-2-5
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イチオシ

▲健康ドリンクや錠剤の医薬品を製造しています

奈良県は古来より薬の産地として知られ、弊社では主
に健康ドリンクや美容ドリンクなどを製造しております。
昨年には新工場を建築し、製造の効率化、量産化に取り
組んでいます。これからも様々な商品を通じて皆様の健
康に貢献し、日本だけでなく世界中に伝統の薬や健康食
品を提供できるように頑張っていきます。

大和合同製薬株式会社 ［ ヤマトゴウドウセイヤク ］
〒634-0826
奈良県橿原市川西町410

0744-27-3325
0744-27-1147

［HPアドレス］http://yamatogodo.com/

●

橿原神宮西口

橿原神宮
久米寺●
橿原神宮前

歴史に憩う
橿原市博物館

●

★

●

169

橿原高校

個室でお鍋と鶏料理 とりっく［ トリック ］
〒634-0078
奈良県橿原市八木町1丁目8-16

0744-20-2232

［営業時間］
平日・土 ランチ11：00〜14：30
（14：00ＬＯ）
17：00〜23：30
（23：00ＬＯ）
日曜日
17：00〜23：30
（23：00ＬＯ）

八木西口

八木の個室鶏料理居酒屋はいかがですか？

▲夏はコレ！
「大和ちりとり焼き」
新登場！

オープンして約１年半が経ちました。当店は掘りごたつ
カウンター以外全て完全個室で全部屋に冷暖房完備し
ています。鶏料理メインの居酒屋で、鶏の炭火焼きやお
鍋が人気です。また橿原グルメグランプリで優勝した「骨
抜き手羽唐〜スパイシー今井だれ〜」は２本の骨を抜い
ているため手を汚さずに食べる事ができリピーター注文
率が高く人気オススメの商品となっています。

★

24
165

24

畝傍駅

奈良県素材の手作り揚げたてコロッケ唐揚げ 地域密着︑職人手仕事はお近くが一番安心！

▲会社外観

歴史と伝統で健康をお届けします

O

会員事業所の

会員企業の新商品・新サービス
新社屋・新店舗オープンのニュース

自慢の技、イチオシの一品などを
ご紹介しています！
載料無料
掲

真菅駅前にて奈良
の畜産ブランドの大和
牛、
ヤマトポーク、大和
肉鶏を使用したコロッ
ケ、ミンチカツを販売。
（100円〜250円）
吉野宮瀧醤油をベース
に9種類の調味料を調
合した自家製ダレに漬
け込んだからあげや、
地鶏大和肉鶏のから
あげなども販売中。
電話注 文にて待ち
時間なしの受渡しも可
能。お近くへお越しの
時は是非一度お立ち
寄り下さい。

ご当地コロッケ・からあげ
〒634-0831
奈良県橿原市曽我町1065-2
セジュール真菅102

▲唐揚げ・コロッケ

▲店舗外観

千の亮
中曽司町南

中和幹線
土橋町南

24

0744-23-9729

［Eメール］ ktd1910@yahoo.co.jp
［営業時間］平 日 11：00〜21：00
土日祝 11：00〜20：00
［定休日］水曜日

［ センノスケ ］

真菅

★

完全地元密着のリフォーム専門店、
（株）くらし応援社
を設立いたしました。和室リフォーム、洋室リフォーム、
家具移動などくらしのお困りごとの悩みを聞き、職人の
知恵と技もって地域の皆様に喜んでいただく。そんな営
みををおもてなしの心で毎日取り組んでおります。息子
や弟に相談する。そんな感覚でいつも相談いただいてい
ます。小さい事でもお困り事がありましたら、お気軽に
ご相談くださいませ。

▲ふすま張替

▲作業の様子

株式会社くらし応援社 ［ クラシオウエンシャ ］
事務所 ：〒634-0003
橿原市常盤町425-5
工 房 ：〒634-0007
橿原市葛本町450-1

（耳成小の北側、花屋さんの隣）

0120-2525-97

［TEL受付時間］8：30〜18：30
［定休日］日曜日

新ノ口

★工房

ヤマダ電機
・
葛本町

24

中和幹線

・
エディオン

事務所

★

耳成山

掲載を希望される方は当会議所広報誌担当までご連絡ください。
TEL 0744-28-4400

E-m ail：info @ kas hihara-cci.o r.jp

Kashihara Business Press

7

まほろば共済（橿原商工会議所生命共済）ご案内

まほろば共済（生命共済）加入推進キャンペーン
抽選結果発表

賞品があたるキャンペーンを行い、厳正な抽選を行ったところ、右
記のとおりの結果となりました。
記載しています番号は共済制度の事業所番号です。事業所番
号は加入者票で確認して頂くか、当所共済係までお問い合わせく
ださい。
当選されました事業所様には、別途ご当選の案内をお送りし、
当所又はアクサ生命保険㈱担当者より賞品をお届けいたします。

当選番号（当選引当順）

賞品

1等
2等
平成３０年６月〜７月にまほろば共済に加入・増口して頂きまし 3 等
た事業所様と既加入事業所様への還元をかねて、人気家電等の
4等
（加入事業所還元キャンペーン）

バルミューダトースター 4487
衣類スチーマー
マッサージャー
アイスコーヒーセット

会議所特別賞 下記事業所よりご提供頂いた品
【賞品提供：アスカ美装㈱】 4406、69、4574、
【賞品提供：㈱香久山美人】 4395、4602、863
【賞品提供：佐藤薬品工業㈱】 4458、1012、4558、969
アクサ賞 ワイン
【賞品提供：アクサ生命保険㈱】4457、1064、75、785、

372、206

お問合せ：橿原商工会議所 まほろば共済係 0744-28-4400
業務上・業務外を問わず

24時間保障

共済の特徴

１年更新で医師の

剰余金があれば

審査なし

配当金も！

６大生活習慣病入院一時金
がん入院一時金・がん先進医療一時金
保障内容、年齢別の月額掛金は橿原商工会議所ホームページ

1034、997
798、1061、817
4451、1055、4398、299

商工会議所独自の

給付制度も！

健康増進に役立つ付帯サービスも
共済・福利厚生のページでご確認いただけます。

会員限定のお得なサービス！お店のチラシを会報に折込んでみませんか？

お知らせ

チラシ 同 封 サ ービス

News

橿原商工会議所会報誌「かしはら商工ニュース」に会員企業のみなさまの広告チラシを同封して、リーズナブルな価格で配送する
サービスです。会員企業の経営者にお届けしますので、企業ＰＲ・商品紹介など、ビジネスチャンスにぜひご活用ください！

ご利用のメリット

たとえばこんなときに！

●コストの大幅削減！

単独ＤＭ発送する場合に比べ、送料を大幅
に削減。
また、封筒や宛名ラベルが不要。面
倒な発送作業もなくなります。

●信用度が高い

商工会議所の同封チラシとして届くので、高
い開封率で注目度も上がります。

●経営者に直接届く

●自社ＰＲ・事業内容の案内

●新製品・新サービスの案内

1回

10,800円

ご利用料金 Ｂ5、
Ａ4サイズ………………10,800円
（税込）

Ｂ4、
Ａ3サイズ
（二つ折り）…21,600円
（税込）
重量は1枚20ｇ以内で、1事業所1枚に限ります。

申込み期限
納品期限

（税込）

毎月１日発行（掲載内容や曜日等により発行がずれる場合があります）
A
HAR
ASHI
ress
Business P

約1,700社（会員事業所・各地商工会議所・官公庁ほか）

発送先

約1,700社の企業経営者に直接届き、効率
的なＰＲが可能。

●お弁当・仕出しのチラシ

●歓送迎会・忘新年会・旅行プランの案内 など

発行時期

A4サイズ
チラシなら

●各種イベント、
セミナーの案内

The Kashihara Chamber of Commerce

発行月の前月5日まで
（毎月5社［5部］
まで、
申し込み先着順）

and Industry

橿原ビジネスプレス

発行月の前月20日まで
（Ｂ4、
Ａ3サイズは二つ折りで納品してください）

★お申込みについては、
まずは下記問合せ先までご一報ください。
申し込み用紙を送らせていただきます。
また、別途運用規程がございますので、
ご確認いただき同意の上お申込みください。

橿原商工会議所

チラシ同封サービス担当

ポリテクセンター奈良
分

野

０744 - 28 - 4400

平成30年度 能力開発セミナーのご案内
ポリテク奈良

コ ー ス 番 号・コ ー ス 名

機

械

【M101】設計ツールを活用した製品設計技術（部品設計編 ）

建

築

【H902】建築構造設計実践技術

電

気

【E102】有接点シーケンス制御による電動機制御の実務

電

気

【E501】製造現場におけるＬＡＮ活用技術

検索

0744-22-5226
日 程

受講料

10/9.10.11.12

21,000 円

10/13.20.27

12,200 円

10/1.2

10,900 円

10/18.19

10,000 円

企業様独自の研修（主にものづくり分野）
も開催可能！（例：機械設計・加工、機械保全、建築など）
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橿原

YEG 通信

※YEGとは商工会議所青年部の略称です。

Young Entrepreneurs Group

近畿ブロック商工会議所青年部連合会
第4回 役員会を開催！！

仲嶋会長挨拶

平成 30 年 7 月 28 日（土）橿原市総合庁舎 4 階コンベンショ
ンルームにて近畿ブロック商工会議所青年部連合会 第 4 回役
員会を開催致しました。今回は橿原での開催という事で橿原
YEG のメンバーが中心となり会議の設営と運営を行いました。
会議は 14：00 〜 15：30 の絆委員会と、16：00 〜 18：
00 の役員会が行われ、終了後同会場にて懇親会が行われまし
た。懇親会の中では今年度近畿ブロック大会を開催する加西
YEG のメンバーによる大会 PR が行われ 9 月 28 日（金）・29
日（土）の登録依頼がありました。
橿原ＹＥＧ集合写真
近畿の青年部が橿原に集い、大いに盛り上がりました。

9月
事業予定

懇親会後集合写真

□日本商工会議所青年部連合会第 36 回 近畿ブロック大会播州かさい大会
9 月 28 日（金）・29 日（土）ホテル日航姫路・兵庫県加西市内において近畿ブロック大会播州
かさい大会が開催されます。橿原 YEG も平成 32 年度に近畿ブロック大会を開催する単会として、
参考にする為多くのメンバーで参加したいと考えております。

女性会

i n
T s u s
J o s e i k a i

通信

女性会今後の活動予定

女性会三役会開催

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
9月11日
役員会
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

平成３０年７月２６日（木）
橿原商工会議所４階会議室に
おいて、女性会三役会を開催い
たしました。
植田会長をはじめ、６名の役員
挨拶をする植田会長
が主席し、平成３０年度９月以降の事
業内容について協議を行いました。今回の決定事項を踏まえ、
イベント販売商品などの詳細については、次回開催されます役
員会にて協議、決定する予定です。

10月13日 ・
第17回橿原夢の森フェスティバル出店
14日
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

9月28日

大和高田商工会議所・橿原商工会議所
女性会合同講演会
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

11月 4日
飛鳥RUN×２リレーマラソン2018出店
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
12月上旬
一泊研修
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
1月中旬
新年懇親会
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
2月上旬
女性会・青年部合同講演会
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
3月下旬
橿原神宮清掃奉仕作業
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

橿原商工会議所
女性会会員募集

女性会とは？

異業種からなる女性経営者などの団体です。１人で経営者として孤軍
奮闘頑張っている方、夫の会社を共に支えている方、新たに事業を起こ
した方など、各々違った立場で経営に携わっている女性メンバーの集ま
りです。セミナー・講演会・懇親会・視察旅行などの事業を行っており、
自己研鑽、相互交流に努めています。みなさんも新しいメンバーとして
「女性会」参加をご検討ください。
お問合せ

三役会の様子

橿原商工会議所 女性会事務局

TEL.0744-28-4400

Kashihara Business Press
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平成30年度

平日夜間
コース

全 日 程 終 了 ！！

平成 30 年 6 月 27 日（水）から始まった「かしはら創業塾（平
日夜間コース）」が、8 月 8 日（水）をもって全 7 日間のカリキュ
ラムを終了しました。
今回、７日間の講義では、創業プレセミナーとして、創業に
関する基本的な内容を含めるとともに、橿原市の特定創業支
援等事業に基づく、創業に必要な「経営」・「財務」・「人材
育成」
・
「販路開拓」の 4 分野の知識を学んでいただきました。
15 名の方が受講され、修了されました。
最終日の講義では、今回の「かしはら創業塾【平日夜間コー
ス】」のメイン講師である中小企業診断士、中野雅公氏より、
受講者に対して創業に向けた激励の言葉を頂戴し、受講され
た 15 名の方々は創業に向け意欲をみせておられました。
①

②

③

④

⑤

⑥

受講者の声

地域産業振興で連携
平成30年7月20日（金）、橿原商工会議所と全国の
地方新聞社でつくるネット通販「４７ＣＬＵＢ」・奈良
新聞社が、地域産業振興に関する連携協定を締結し
ました。
４７ＣＬＵＢが県内の企業、団体と連携協定を結ぶ
のは初めてで、商工団体との協定締結も全国で初とな
りました。
協定は、地域特産品の付加価値向上を中心に、地
域経済の活性化に寄与することが目的で、特産品など
の販売活動促進の支援や販路開拓、支援セミナー、
商談会などで連携していきます。

経 営 お 悩 み 相 談 会 を 開 催！

講習会の様子

講師名
① グラスハパコンサルティング(株)
② 経営システムコンサルティング事務所
③ キタバ社会保険労務士事務所
④ (株)京都銀行橿原支店
⑤ (株)日本政策金融公庫奈良支店
⑥ (株)エイチオン

左から 奈良新聞社営業課長 柴田誠彦氏
橿原商工会議所 中澤修専務理事
47CLUB 販売促進チーム 大島仁美氏

中小企業診断士
中小企業診断士
社会保険労務士
支店長
融資第二課長
代表取締役

中野雅公 氏
吉田喜彦 氏
北場好美 氏
下岡拓也 氏
杉本浩一 氏
蛭波 剛 氏

藤本直希さん

独立を決意し、知人に商工会議所の創業者出店支援事業の事を教えて頂きま
した。補助金というのは返さなくても良いお金。もし自分でも使えるのであれば
使わせて頂きたい。と思い、応募させて頂いたのがきっかけでかしはら創業塾
にも参加させていただきました。
創業すると決意はしましたが正直、初めての事ばかり、わからない事ばかりで当
然不安な部分も多数あります。かしはら創業塾ではそんな創業者に向けて、わ
かりやすく、まず創業にあたっての様々な知識を教えて頂けましたし、参加者交
流会を通して独立を目指す仲間や各専門分野の先生方とも知り合いになれま
した。独立に当たって多くの人との交流も重要です。そんな部分においても参加
して良かったと思える大変意義のあるセミナーだったなぁ、と満足しています。
これからも橿原商工会議所の皆様に様々な事を教わり、勉強させて頂きながら
地域を盛り上げていける仲間入りができるよう、努力します。

平成 30 年 7月13日（金）、午前10 時から南都銀行橿
原支店において、経営お悩み相談会が実施されました。
この相談会は、当所と金融機関（株式会社南都銀行・
株式会社日本政策金融公庫・大和信用金庫・株式会社
りそな銀行・株式会社京都銀行・奈良中央信用金庫）、
橿原商工会議所専門家連携協議会が、小規模事業者
等の支援策の一つとして定期的に実施するものです。
当日は、午前 10 時から事前予約で申し込まれた事業
所の方が、1 事業所 60 分の相談時間中で経営に関する
相談され、ウェブ解析士、中小企業診断士、司法書士、
税理士、当所職員が対応いたしました。

今回の対応専門家

ウェブ解析士・西嶋 遼氏（ＭＳＩＮ㈱）
中小企業診断士・本田秀継氏（真秀経営相談所）
司法書士・小川丈夫氏（司法書士法人小川・北岡法務事務所）
税理士・井上郁雄氏（井上郁雄税理士事務所）

かし はら

ビジネスマッチなら「橿原ビジネス商談会」
Business Match Nara
7 月個別商談会開催！
（株）近鉄百貨店 コンセプ
トショップ「大和路ショップ」
との個別商談会を、7月27 日
（金）に、大和郡山市商工会
にて実施いたしました。奈良
県内より 14 事業所が個別商
談会に参加されました。
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相談に対応する井上氏（左）
と小川氏（右）

商談の様子

相談に対応する西嶋氏

相談に対応する本田氏

魅力的なビジネスプランにするためにヒントが満載！
『ビジネスプランの作り方講習会』（Ａ日程）開催
第 4 回橿原ビジネスプランコンテストに向け、初歩から
わかる「ビジネスプラン」の作り方を作成するコツを学
べる講習を、平成 30 年7月26日（木）に、中小企業診断
士 吉田喜彦氏を講師に迎え実施いたしました。

総会の様子

関西商工会議所連合会 平成30年度総会
及び

日本商工会議所 三村 明夫会頭との懇談会開催
本年は奈良県が幹事となり奈良商工会議所を中心として７月
３０日（月）ホテル日航奈良において、平成３０年度総会及び
日本商工会議所三村会頭との懇談会を開催いたしました。
上程された議案はすべて可決承認され、総会終了後には地
域の持続的成長に向けた取り組みについて各府県代表者より発
表が行われました。
終了後、懇親会が開催され終始穏やかな雰囲気の中、情報
交換や意見交換がなされ、親睦が一層深まりました。

講師：吉田 喜彦氏（中小企業診断士）

売 れ る 商 品 づ くり セ ミ ナ ー
ビジネスマッチなら

かし はら

橿原ビジネス商談会

自社の商品価値を活かすセミナー
価格競争からの脱却！
パッケージを変え、商品価値を上げる
売れる商品づくりセミナー を開催！
かしはら

談笑の様子

橿原商工会議所専門家連携協議会セミナー
（本協議会所属専門家有志によって開催されるものです）

「ネット広告の基本講座 」 開催！
事業所の経営課題
を 解 決 する た め に、
橿原商工会議所専門
家連携協議会に所属
する専門家が有志で
実施するセミナーが、
セミナーの様子
平成30年7月30日（月）に開催されました。
講師にＷＥＢ解析士の西嶋遼氏（ＭＳＩＮ株式会社 代表取
締役）を招き、ゲストに Yahoo!JAPAN の矢野幸雄もむかえて、
「ネット広告の基本講座」というテーマでＷＥＢ広告（ＰＰＣ
広告）についてご講義頂きました。
１５名の受講者が参加され、終始熱心に耳を傾けていまし
た。中には講義後に早速ＷＥＢ広告（ＰＰＣ）出稿について
相談されておられる事業所もあり、盛況でした。

平成 30年8月3日（金）、ビジネスマッチなら 橿原ビ
ジネス商談会 自社の商品価値を活かすセミナーの第 1
弾として、講師に株式会社パッケージ松浦 代表取締
役 松浦陽司氏をお招きし、価格競争からの脱却！パッ
ケージを変え、商品価値を上げる売れる商品づくりセミ
ナーを橿原商工会議所 4 階において開催しました。
松浦氏はパッケージ業を営む傍ら、パッケージマー
ケッターとして各地でセミナー講師として活躍されてお
り、今回機会を得て講義をいただきました。「パッケー
ジで生まれる価値」、「独自の価値を生み出す」、「顧客
をイメージした商品開発」について、様々な視点から説
明されるとともに、ご自身が手がけた数々の事例を紹介
されました。受講された４１名は松浦氏のトークに惹き
つけられ、感嘆の声とともに３時間という時間が過ぎ去
り、セミナーは好評をえて終了しました。

セミナーの風景

Kashihara Business Press
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橿原商工会議所からのご案内

橿原商工会議所ホームページQRコード

事務局インフォメーション

相談会

9月 会議所行事予定

経営お悩み相談会

̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲

橿原商工会議所では、金融機関・専門家と連携し
あなたのお悩みに対応する相談会を開催します。

伴走型小規模事業者支援推進事業 橿原観光塾

■相談日時／9月19日
（水）
■相談会場／大和信用金庫八木支店
（水）
までに、
■申込み／9月12日
ＦＡＸにてお申込みください。
申込書は橿原商工会議所ホームページよりダウンロード
してください。

３０ ９ １６

日 時：平成
年
月
日
１２：００〜１８：００
雨天時９月１７日㊗に順延
場所：八木駅前商店街通りと付近歩道
（当日午前１１時〜午後７時の間、商店街通りは
通行止めになります）
主催：Ｙ.ｅ.ｓ２１ ふれあいフェス実行委員会
共催：橿原市／（一社）橿原市観光協会／橿原商工会
議所／八木駅前商店街振興組合
協力団体：八木地区自治委員会／地縁団体内膳町自治
会／橿原市公認市民公益活動団体 WAKUWAKU
＠橿原
お問合せ：八木駅前商店街振興組合内
Ｙ.ｅ.ｓ２１ ふれあいフェス実行委員会
ＴＥＬ：０７４４−２２−０１０７
「あわてんぼうのハロウィンパレード」も同時開催

TEL.0745-52-5801

担当／職業紹介部門 野村

８：３０〜１７
：３０

大卒

３０万円

９：００〜１８：００

大卒

３５万円

９：００〜１８：００

大卒

4

施工管理
（電気工事） １９万円

８：００〜１８：００

大卒

御所市

施工管理
（電気工事）
：約２年

5

プラスチック成形工

２０万円

不 問

高卒

橿原市

プラスチック成形工：約１０年

6

溶接工

２５万円

不 問

高卒

大和高田市

7

トラック運転手
バス運転手

３５万円

不 問

大卒

北葛城郡
上牧町

8

ルート集配員

２５万円

９：００〜１８：００

高卒

大和高田市

9

介護福祉士

２５万円

不 問

高卒

香芝市

10 介護支援専門員

１８万円

８：３０〜１７
：３０

高卒

大和高田市

時給
1,000円

2

営業

3

システムエンジニア

1

大和高田市

職歴
（最新▶旧）
・免許・資格

栄養士：約６ヶ月、
事務：約１１年
資格：栄養士、
秘書検定２級、
ＭＯＳ
販売・営業
（自動車）
：約２１年

北葛城郡上牧町 システムエンジニア：約９年
資格：電気工事士２種

ステンレス製造：約１年、
溶接工：約５年
資格：アルゴン溶接、
ステンレス鋼溶接、
アルミニウム
トラック運転手：約３年
資格：大型２種、
けん引１種、
フォークリフト、
玉掛
営業：約６年、
トラック運転手：約１４年
介護福祉士：約１５年
介護：約７年

資格：大型１種

資格：介護福祉士

資格：介護支援専門員、
介護福祉士

発行責任者／中澤 修
〈発行回数〉
月1回1日発行
〈印刷部数〉1,700部

住所

北葛城郡
王寺町

一般事務
栄養士

希望勤務時間

お問合せは、ハローワーク大和高田へ

学歴

No

希望収入

9月号

〒634-0063
橿原市久米町652-2 橿原市商工経済会館3F
TEL.0744-28-4400（代）FAX.0744-28-4430

※橿原市公認市民公益活動団体 WAKUWAKU＠橿原主催の

発行所／橿原商工会議所
URL http://www.kashihara-cci.or.jp
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希望職種

橿原商工会議所・橿原市建設業協会合同によ

伴走型小規模事業者支援推進事業
橿原モノづくり塾（第6回/全6回）
事業計画編②「事業計画の完成と発表」
4 火 ̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
消費税軽減税率対策窓口相談等事業
「販売促進のコツ 最後は”人”が決める！！」
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
サービス業部会 視察研修
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
青年部 役員会
5 水 ̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
ビジネスプランの作り方講習会
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
空き店舗対策事業委員会
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
6 木 伴走型小規模事業者支援推進事業 橿原観光塾
（第3回/全8回）インバウンド対策編（講習・ﾜｰｸ）
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
かしはら創業塾 次世代事業者（事業承継）セミナー
7 金 「10年後も儲け続ける事業所をつくる方法」
（第1回）
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
伴走型小規模事業者支援推進事業 橿原観光塾
観光商品サービス企画編（講習）
10 月 （第4回/全8回）
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
青年部 近畿ブロック大会 準備委員会
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
11 火 女性会 役員会
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
異業種交流事業委員会
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
ビジネスマッチなら 橿原ビジネス商談会
水
12
自社の商品価値を活かすセミナー第２弾
「マスコミ・口コミを引き寄せる！最強のプレスリリースセミナー」
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
かしはら創業塾 次世代事業者（事業承継）セミナー
13 木 「10年後も儲け続ける事業所をつくる方法」
（第2回）
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
14 金 ビジネスプランコンテスト１次審査
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
消費税軽減税率対策窓口相談等事業
18 火 「中小の事業所が人材難にどう向き合っていくか！！」
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
19 水 経営お悩み相談会
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
消費税軽減税率対策窓口相談等事業
「「A4」
１枚チラシの作り方」
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
20 木 ビジネスマッチなら 橿原ビジネス商談会
新商品・新サービス等プレス発表会 事前勉強会
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
ビジネスマッチなら橿原ビジネス商談会出展者説明会
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
伴走型小規模事業者支援推進事業 橿原観光塾
（第5回/全8回）事業企画編（グループワーク）
21 金 ̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
伴走型小規模事業者支援推進事業
「知的資産経営報告書作成セミナー」
（入門編）
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
25 火 奈良県商工会議所青年部連合会 役員会
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
26 水 橿原商工会議所 新入会員交流会
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
かしはら創業塾 創業基本セミナー（1日目）
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
27 木 ビジネスマッチなら 橿原ビジネス商談会
9月個別商談会「47clubとの個別商談会」
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
かしはら創業塾 創業基本セミナー（2日目）
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
日本商工会議所青年部第36回近畿ブロック大会
播州かさい大会（〜29日）
28 金 ̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
橿原商工会議所・大和高田商工会議所女性会
合同講演会
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲

FAX.0744-28-4430

ハローワーク求職者情報

（第2回/全8回）インバウンド対策編（講習・ﾜｰｸ）
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲

る橿原市建設関連業者に関する要望書提出
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲

橿原商工会議所 TEL.0744-28-4400
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