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今月の会員事業所のイチオシ！

発行責任者／中澤 修
〈発行回数〉
月1回1日発行
〈印刷部数〉1,750部

詳細は3をご覧ください

 奈良県橿原市久米町番地の
橿原商工会議所 〒7(/
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第11期 新役員、新議員が決まりました

臨時議

橿原商工会議所（会頭

森本俊一）
の臨時議員総会が、

去る１０月31日
（木）午前１１時より、橿原市商工経済会館
７F大ホールで開催されました。
今回の臨時議員総会には、80名（委任状含む）
の議員が
出席し、任期満了に伴う議員選任の報告と役員選任が行な
われました。
各役員･議員についてはかしはら商工ニュース新年号
（令和2年1月号）
にてご紹介させていただきます。

▲再任された森本会頭

▲臨時議員総会の様子

小規模事業者・中小企業者等の経営支援に関する連携協定を締結しました。
令和元年10月17日
（木）に
「小規模事業者・中小企業者等の経営

会社日本政策金融公庫が相互に協力して、橿原市内の小規模事業者・

支援に関する連携協定」
の締結式を橿原神宮会館にて実施しました。

中小企業者等の経営力強化の支援を実施する連携体制を構築し、小規

庫、奈良中央信用金庫、株式会社りそな銀行、株式会社京都銀行、株式

につなげることを目的とし連携協定を結ぶこととなりました。

本協定は、橿原市、橿原商工会議所、株式会社南都銀行、大和信用金

模事業者・中小企業者等の経営の安定と持続的発展及び地域の活性化

連携・協力の事項は下記の通りです
1

金融・税務・労務等の経営相談に関すること

6

経営課題解決に関する講習会等を開催すること

2

販路開拓支援に関すること

7

情報発信・情報提供に関すること

3

創業支援、事業承継支援に関すること

8

連携支援の会議に関すること

4

異業種交流に関すること

9

橿原市の地域経済活性化に資する事業に関すること

5

経営課題解決に向けた様々なニーズに対応する支援を行うこと

10

その他小規模事業者・中小企業者等の支援に関すること
連携協定機関の当日出席者左より
奈良中央信用金庫
理事長 高田 知彦氏

●

大和信用金庫
理事長 森川 善

●

氏

株式会社南都銀行
取締役専務執行役員 西川 惠造氏

●

橿原市 副市長 岡崎 益光氏

●

橿原商工会議所 会頭 森本 俊一

●

株式会社りそな銀行 橿原支店
支店長 瀬島 達哉氏

●

株式会社京都銀行 公務・地域連携部
観光・地域活性化室 室長 安部 孝幸氏

●

株式会社日本政策金融公庫 奈良支店
支店長 篠田 直喜氏

●

小規模事業者・中小企業者等の経営支援に関する連携支援事業
小規模事業者・中小企業者等の経営支援に関する連携事業を行いました

※連携協定機関…橿原市・橿原商工会議所・
（株）南都銀行・大和信用金庫・奈良中央信用金庫・
（株）
りそな銀行・
（株）京都銀行・
（株）
日本政策金融公庫

"""$ 経営お悩み相談会
HVU

今回対応いただいた金融機関

●㈱日本政策金融公庫

●会場／橿原商工会議所 4階 会議室

た。小規模事業者、中小企業者等の経営の
安定と持続的発展及び地域活性化につな

今回は、金融に関する相談があり、

げるための経営支援に向けた、相互の連携・

金融機関に対応していただきました。
▲日本政策金融公庫 担当
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金融機関との連携支援会議を行いまし

経営お悩み相談会を、橿原商工会
議所にて実施しました。

Ó

金融機関との連携支援会議
"""% ●時間／14
：00〜

協力事項について話し合いを行いました。

▲会議の様子

橿原市市政有功労者表彰
令和元年度「橿原市の市政有功労者表彰式」
が１１月３日の文化の日にか
しはら万葉ホールで開催されました。
本表彰は市政の発展に尽力された個人や団体に対し功績や善行を表彰するもの
で、
当所より推薦させていただいた嘉藤良道氏が
「功労者」
として受賞されました。
永年の功績が認められたことを、
ここに謹んでお慶び申し上げます。

嘉藤 良道 氏

1号議員
株式会社 かとう不動産
（事業所所在地：
橿原市内膳町1-4-9）

第５回橿原ビジネスプランコンテスト

最終プレゼンテーション審査会及び表彰式開催！
令和元年10月17日
（木）、橿原観光ホテルにおいて、独自資源や地域資源・
地域課題を解消するアイデアを生かした、新たなビジネスや独創性のあるビジ
ネスプランを持つ事業を発掘・応援する「第5回橿原ビジネスプランコンテス
ト」最終プレゼンテーション審査会を開催しました。今回のビジネスプランは、
一般部門・創業部門・学生部門合わせて14プランの申し込みがあり、1次審査
の結果９プランが最終審査にのぞまれ、厳正なる審査の結果以下の通りの結
果となり、高瀬 泰嗣 審査委員長（当所副会頭）
より表彰されました。
◀左から須川真奈江さん、本坂亮輔さん、高瀬泰嗣審査委員長、森村哲夫さん、吉村寛子さん

ビジネスプラン名

（敬称略）

部門

賞

一般部門

グランプリ

地域の鍼灸マッサージ接骨院が手掛る介護事業

学生部門

グランプリ

腕時計ウェアラブルとスマホを用いた自宅リハビリ
「ウェアビリ」

本坂 亮輔

創業部門

グランプリ

橿原から起こそう！ 洋服革命！ 橿原市民を素敵に変身！ あなたの街のスタイリスト

吉村 寛子

一般部門・学生部門共通 審査員特別賞 趣味で収入を！？ 今からでも簡単にできる手芸教室

受賞者
森村 哲夫

須川 真奈江

ask 24
奈良 の24時間は警備 のプロにお任せください

SECURITY

施設警備・機械警備・交通警備・イベント警備ほか
多数なケースに対応できます

Building Management by

支店：大阪・東京・奈良 営業所：名古屋

ASUKA

アスカ美装

本社 橿原市醍醐町296-1 TEL.0744-24-1757

株式
会社

http://www.asukabiso.co.jp/
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ビジネス交流会を開催！
！
10月17日
（木）
に
「ビジネス交流会」
【運営：橿原商工会議所異業種交流事業委員会（委員長 長友久和）】
を橿原観光ホテルにおいて77企業
101名の参加で開催しました。
今回で6回目を迎えるビジネス交流会では、長友久和異業種交流事業委員長、荒井正吾奈良県知事の挨拶後、松塚幾善奈良県商工会連合会会
長より乾杯が行われ、第1部のグループ交流会では、各テーブルに分かれて約1分間の自己紹介・事業内容PR、第2部で全体交流会を行いました。
全体交流会では、商品・サービス等展示紹介コーナーに展示いただきました各事業所にPRタイムを設け、商品・サービスのPRを実施しました。
業種を問わず多くの皆様にご参加いただき、終始和やかな雰囲気の中、終了間際まで積極的に名刺交換・情報交換が行われるなど異業種間の
交流を深めました。

▲長友委員長の挨拶

▲荒井奈良県知事の挨拶

▲交流会の様子

異業種交流事業委員会を開催しました
異業種交流事業委員会では、毎月1回委員会（原則第2水曜日）
を開催し、
ビジネ
スチャンスの創出、販促拡大や人脈づくりの推進を目的に異業種交流事業等につい
て協議を行っています。
また、委員会内ではテーマ別勉強会として、委員それぞれテ
ーマを設けて発表を行うことで、委員会同士の相互理解も深めています。
これまで開催した
異業種交流事業委員会
開催日

4月16日
（火）
（水）
5月 8日
6月12日
（水）
▲異業種交流事業委員会の様子（11月13日）

7月10日
（水）
8月23日
（金）
9月11日
（水）
（水）
10月 9日

▲テーマ別勉強会の様子（7月10日） ▲テーマ別勉強会の様子（9月11日）

11月13日
（水）

（50音順）
委員紹介
委員名
事業所名
委員長 長友 久和 長友社会保険労務士事務所
石本 典之 石本登記測量事務所
副委員長
徳田 祐二 寿 堂
猪之良 武 三つ柱治療院
カイロプラクティックセンター
梅田 敬美
奈良KAERU整体院
大前 光樹 肉奉行 天狗
小野 敦史 北辰特許事務所
片岡 憲一 ㈱日高造園
片岡
令 未来経営 さとし事務所
川本 幸司 Ｔｈｅ hair D．Log
北村 明美 ㈱夢叶處
小嶋 慶則 小嶋電器
坂本 広郷 アクサ生命保険㈱
委員
杉本
健 総本家さなぶりや
髙野利明社会保険労務士・
髙野 利明
行政書士事務所
藤田 洋子 ネイルサロン PATY−PO
前田 尚宏 グランソール奈良
増田 善紀 大和物産館㈱
南
秀幸 南芳園
村田 千恵 おかしの家
矢合 哲也 のろし
山本 庸平 YURARA's GYM

新たな地域のつながりを持ちませんか？

異業種交流事業委員会のメンバー募集中
{
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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

今年も始まります、
てっちりフェア！
国産の活けふぐを使ったてっちりが、1980円でお召し上がり頂け
ます。
その他にも、旬の食材を使った各種お料理をお楽しみ頂けます。
少人数から大人数までご利用頂ける個室もございます。会社のお
集まりから、個人でのお祝いやご法要まで、幅広くお使い頂けます。

▲活けフグを使ったお料理

▲旬の食材を使ったお料理

ぜひこの冬は、
がんこで旬の食材をお楽しみ下さいませ。

がんこ 橿原店
〒634-0008 橿原市十市町852-1


情熱うどん荒木伝次郎

［営業時間］平日

ジェイテクト奈良工場

★
新ノ口

昼11：30〜15：00
夜17：00〜22：00
土日祝
11：00〜22：00
［定休日］
なし
［Eメール］ga-kasihara@gankofood.co.jp
［HP］http://www.gankofood.co.jp

笠縫

0744-25-6363
0744-25-6222

橿原新口郵便局

▲部屋の様子

健康なからだづくりを
トータルサポート
肩こり・腰痛、骨には異常はないのになぜか痛い、なにか重だる
い…それらの問題は筋肉の使い方にあるかもしれません。整体で
痛みの原因筋を緩めた後、からだの使い方の基礎を学べるピラ
ティスでからだが楽になる動かし方を知り加齢に負けない強いか
らだ作りを。
また11月からスタートしたヤング式小腸ヨガは、免疫
の要である小腸のデトックスを行なうことで血液をきれいにし、内
臓の不調の根本原因を解決します。
ともに体験受付中。お気軽に
お問い合わせください。

ピラティス スタジオ エイル
〒634-0006
橿原市新賀町234-2 橋本第三ビル2F

★

080-2457-0374


近鉄
百貨店

［営業時間］10：00〜21：00
［定休日］
日曜日
［Eメール］pseir71@gmail.com

新賀南

大和八木
内膳町

▲施術の様子

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 0744-28-4 4 0 0

E- ma i l：i nfo @ka shi ha r a - c c i .o r .j p

.DVKLKDUD

x

橿原市からのお知らせコーナー
橿原市から提供いただいた情報を掲載しています。
' XG P V

イベント

イルミネーションINかしはら〜かしはらから輝く栄光の架橋〜
２０１９年１１月３０日
（土）
から２０２０年１月３１日
（金）
の期間、近鉄八木駅一帯において、
イルミネーションを行います。
八木駅南側ロータリーにある照明柱を利用したイルミネーションツリーや周辺街路樹に装飾した合計約13万球のLEDにより橿原の
夜を幻想的に演出します。今年も駅北側にもイルミネーションを装飾。新たな撮影スポットとして訪れる人々を楽しませます。

イルミネーション点灯期間
●11月30日
（土）〜12月30日
（月）
17:00〜24:00

●12月31日
（火）

17:00〜翌7:00

●令和2年1月1日
（水）〜1月31日
（金）
17:30〜24:00

【主催】
イルミネーション実行委員会
【運営主管】
イルミネーション企画委員会
（橿原商工会議所青年部、
（一社）橿原市観光協会、橿原市）
【問い合せ】橿原商工会議所内イルミネーション実行委員会 ☎０７４４-２８-４４００

+P H Q TOC VK QP

ご案内

婚活イベントを
実施しませんか？
結婚したい人の望みを

4 GETWK VO GPV

募集

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」

かなえるため、出会いの

「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

機会を提供する事業等

の見学・体験先企業様を募集しています。見学・体験は相談員

に対して婚活支援事業

がフォローを行いますのでご安心ください。

補助金を交付します。

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。

【対象となる事業】
結婚を希望する独身の男女に健全な交流や
出会いの機会を提供する事業
（婚活イベント・パーティーや結婚セミナー・講座など）
【対象となる団体】
橿原市内で対象事業を実施する団体・企業
【補助金の額】
上限５万円
（補助の対象となる経費には制限があります。）
【申請手続き】
事業開始の２０日前までに申請書類を提出
※募集要領・申請書類は
橿原市HPに掲載しています。
【問い合せ・提出先】市民協働課（☎４７-２６３８）

È
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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
にしていくために、一緒に取り組んでいただける企業様からの
いただける企業様からの
お問い合わせをお待ちしています。

このような企業様をお待ちしています！
！
●募集しても人が集まらない
●採用しても長続きしない

●地域のために貢献したい

●仕事の一部分を手伝ってほしい
【問い合せ】橿原市生活支援相談窓口
（☎０７４４-２２-８３０１）
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

商工会議所 LOBO

早期景気観測

〈令和元年10月度調査結果〉

業況ＤＩは、駆け込み需要の反動減等 ＬＯＢＯ全産業合計の各ＤＩの推移
から悪化。先行きは、不透明感が
根強く、慎重な見方続く
30

（2017年10月以降）

20

10
0

販売単価DI

従業員DI

※1

売上DI

資金繰りDI

-10

POINT

● 全産業合計の業況DIは、
▲24.1（前月比▲4.1ポイント）
● 根強い消費者の節約志向が続く中、消費税引上げに伴う駆け込み需要
の反動減により、小売業の売上が落ち込んだ。
また、一部の地域ではラ
グビーワールドカップに伴いインバウンドを含む観光需要が好調に推
移した一方、台風19号の影響による旅行客のキャンセルや客足減少、
交通網の寸断、生産活動・物流面への影響を指摘する声も聞かれた。
深刻な人手不足や最低賃金引上げによる人件費の上昇に加え、米中貿
易摩擦や世界経済の先行き不透明感が広く業況の押し下げ要因とな
っており、
中小企業の景況感には鈍さが見られる。
●先行き見通しDIは、
▲26.5（今月比▲ 2.4ポイント）
● 個人消費の拡大やインバウンドを含む秋の観光需要拡大への期待感が
うかがえる。一方、消費税引上げの影響や最低賃金を含め人件費の上昇
や受注機会の損失など人手不足の深刻化、原材料費の上昇、
コスト増加
分の価格転嫁の遅れ、
貿易摩擦や世界経済の動向、
日韓情勢の行方な
ど不透明感が増す中、
中小企業の業況感は慎重な見方が続く。
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-30
-40
-50

17.10 17.12

18.2

18.4

18.6

仕入単価DI

18.8 18.10 18.12

19.2

19.4

19.6

19.8 19.10

※DI値(景況判断指数)について／DI値は、業況・売上・採算などの各項目について
の、判断の状況を表す。
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
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ものではな
く、強気・弱気などの景況感の相対的な広がりを意味する。DI=（増加・好転などの
回答割合）
（減少
・悪化などの回答割合）
※1 2019年4月より新たに調査を開始したため、2019年4月以前の数値は存在しない。

LOBO調査要領

▶調査期間／2019年10月15日〜21日

▶調査対象／全国の338商工会議所が2,623企業にヒアリング

内訳

建設業 427 製造業 632 卸売業 314
小売業 550 サービス業 ７00

▶調査項目／

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。

業況・売上・採算・資金繰り・仕入単価・販売単
価・従業員の前年同月比(前年同月と比較した今月の水準)と向こ
う3カ月の先行き見通し
（今月水準と比較した向こう3カ月
（当月を
除く）
の先行き見通し）、
自社が直面している経営上の問題など

.DVKLKDUD

Ç

Young Entrepreneurs Group

橿原

※YEGとは商工会議所青年部の略称です。

YEG

令和元年

11

月

回全国会長研

37

7 ︑8 ︑
９日に第

修会が長野県長

野 市で開 催さ

は 5 名 が参 加い

れ ︑青 年 部 か ら

8日の会 員 総

たしました︒

会 で は ︑次 年 度

日 本 商工会 議 所

青 年 部の会 長 等

役 員が選 出され

全 体 研 修では

▲信濃の國ながの会議の様子

ました︒
その後の

取 締 役 ︶よ り ご 講 演 をいた だ き まし

﹁未来に向け
た”輪 “﹂を テ ー
マに︑山元賢治氏︵︵株︶
コミュ力 代表

■近畿ブロック出向理事
松本智亜樹（龍樹警備保障㈱）

行われました︒

■近畿ブロック出向理事
泉谷斉（㈱橿原オートサービス）

た ︒8 日 に は ︑記 念 式 典 や 懇 親 会 も

■日本ＹＥＧ専門委員
福本雅宣（㈲福本建設）

9日の分科会では︑全国の次年度青

■直前会長
仲嶋正起（㈱仲嶋電機）

年 部 会 長 予 定 者が集まって︑グループ

■会長
山内尚
（写真スタジオ マミフォート）

ディスカッションを 開 き ︑地 域の魅 力

参加メンバーは次のとおりです︒

参加者

や自信を磨く研修が行われました︒

第37回全国会長研修会
通信
信濃の國ながの会議に参加

イルミネーションINかしはら かしはらから輝く 栄光の架け橋

事業活動報告

令和元年

11

月７日︵木︶︑橿原商

IN

工会 議 所に於いてイルミネーショ

年 度のイルミネ ーション かしは

10

ン実 行 委 員 会が開 催され︑無 事 今

令和元年 月 日
︵日︶
には大

11

らの装飾内容が決定いたしました︒

▲イルミネーション
実行委員会の様子

和八木駅に於いて︑
イルミネーシ

▲イルミネーション装
飾作業の様子

た︒
今年も多くの人にイルミネー

（土） イルミネーションINかしはら 点灯式
11／30
（会長：山内 尚）

30

ョンの装 飾 作 業を実 施 致しまし

（金）
11／22
・奈良県商工会議所青年部連合会
（県外研修）
11／23
（土） 若手後継者等育成事業
（会長：山内 尚）

11

から︑
仲間と共に準備したイルミ

11／20
（水） 三役会（会長：山内 尚）
11／21
（木） 近畿ブロック大会はじまりの地かしはら
大会運営委員会（実行委員長：山内 尚）

ションを楽しんでほしいとの思い

11／17（日） 綾部ＹＥＧとの合同会議（会長：山内 尚）
11／18（月） 近畿ブロック大会はじまりの地かしはら
大会執行部会議（実行委員長：山内 尚）
第８回総務・広報委員会（委員長：大西健心）

式でその輝 きを 披 露します︒担

（木） 近畿ブロック大会はじまりの地かしはら
11／14
大会分科会部会（部会長：植田浩幸生）

ネーション︒ 月 日
︵土︶
の点灯

イルミネーション実行委員会の開催！イルミネーションの装飾作業を行いました！
当 委 員 会の皆 様 ︑参 加された会

11／13
（水） 第８回交流委員会（委員長：吉原秀至）

員の皆様︑
お疲れ様でした！

11／ 5
（火） 第９回橿原商工会議所青年部役員会

-26(,.$,7686,1

性会

飛鳥ＲＵＮ×２リレーマラソン2019
「飛鳥うまいもんコーナー」に出店

通信

令和元年
月 4 日︵ 月・振 休 ︶

飛 鳥 Ｒ Ｕ Ｎ × ２ リ レ ー マ ラ ソン

に 橿 原 運 動 公 園 にて 開 催 さ れ た

2 0 1 9﹁ 飛 鳥うまいもんコーナ

当日は天候に恵まれ︑女 性 会 会

ー﹂
に女性 会が出 店しました︒

員が丹 精 込めて作 り 販 売した︑ミ

ックスジュース・きつねうどん・フ

ランクフルト・お 茶 はいずれ も 大

特 にきつね う ど ん・フランクフ

変好 評でした︒

ルトは早々に売り切れるほどの人

気でした︒
また︑女 性会 自慢のミッ

クスジュー スは ︑走 り 終 えた ラン

好 評で︑来 場 者の皆 様に喜んで頂

ナーが何 杯もおかわりをするほど

きました︒

11

▲多くの来場者に味わっていただきました

橿原商工会議所 女性会会員随時募集中！
！
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

n
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女性会とは？

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

橿原商工会議所 女性会事務局
TEL.0744-28-4400

([SHUW6HPLQDU

橿原商工会議所専門家連携協議会

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。

代

表

なが とも

ひさ かず

長友 久和

長友社会保険労務士事務所

橿原市内膳町2-3-12-103
TEL.0744-46-9968 FAX.0744-46-9969
E-mail h.nagatomo@sr-nagatomo.jp
http://www.sr-nagatomo.jp/

■プロフィール

昭和43年生まれ、奈良県立高田高校卒業
特定社会保険労務士、
ハラスメント防止コンサルタント、
ＣＦＰ
労働問題を専門とする弁護士と社会保険労務士の団体「関西労働専門協
議会」
の中心メンバーであり、労使間トラブルの防止策、人材採用などに関
する相談業務を中心に活動を行っている。
また、官公署等においてハラス
メント防止の研修も担当している。

助成金 申請には気をつけなければ・
・
・
どの事業所でも、テレアポやＦＡＸによるＤＭなどで、「こういう助成
金があって、これだけの金額が もらえる んですよ」という営業をか

厚生労働省が配付しているチラシ

けられた経験があるのではないでしょうか？いかにも、簡単にお金がもら
えてこれを使わなければ損するとばかりに言葉巧みに勧誘してきます。
まず、誤解しないでいただきたいのは、「助成金」は国の政策目標を
達成するために取り組んでいただきたいことに対して、実施のサポート
のために給付されるお金のことであって、決して もらえる お金では
ありません。単純な金銭面のみで言うと、短期的にはプラスであっても
中・長期的には取り組んだことにより生じるコストの方が大きくなりマイナ
スとなることが多いです。ただ、取り組んだことによる効果、単純な金
銭面以外のプラスが生じることを期待できるようにはなります。たまたま
事業所として取り組もうとしていたことと合致して、受給要件に合うので
あれば利用するべきだと思いますが、無理に要件に合わせようとすると
取り組んだことにより本来期待できるはずの効果も表れず、無駄なコスト
だけが残るというケースはよく見られます。また、予定のなかった余計な
取り組みにより、これまでの会社の方針を歪めてしまうこともあります。当
然に、要件に合わせようと数字の操作や虚偽の申告などをすると、不
正受給となり返還はもちろん、事業所名の公表がなされ社会的信用は
失墜し、３年間助成金が受けなくなります。しつこい助成金営業をか
けてくる者には、こういう不正受給につながる書類の改ざんや偽造など
を勧めてきたり、また手続代行を依頼した事業所に断りなく勝手に不正
受給につながる行為をしたりする者が居ます。当然に、助成金手続が
面倒だからと手続代行を依頼するのだと思いますが、全くノーチェック
でお任せをしてしまうと知らないうちに不正受給を指示した立場になって
しまう危険性があるのです。助成金申請を行う場合、時間と手間をか

ん添付書類の写しなども取っておく）をされた方が良いでしょう。また、

けられるのであれば自社で行うことをお勧めします（昔と違って役所の

厚生労働省の雇用関係助成金の手続代行について、社労士法により

窓口は比較的親切に教えてくれます）が、手続代行を依頼される場

社労士又は社労士法人でない者は他人の求めに応じ報酬を得て業と

合はそれまでに繋がりがあり本当に信用できる社労士に依頼するか、

して行ってはいけないことになっています。無資格者の助成金営業も

提出する書類について一通りのチェックをしっかり入れていくか（もちろ

多くあるようですので、充分に注意するようにしてください。

.DVKLKDUD
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相談所通信

支援機関等の動画セミナー
活用していますか？
ちょこっとゼミナールは、経営の勉強を始めたい方に
とっては最適なオンラインプログラムです。
全国の支援機関のセミナーに招聘されている講師
の講座もあります。
今置かれている状況に関わりなく、
「 面白そう」
とか
「知っておいて損はしないかな」
とか
思った講座からでも受講してみましょう。

いろんな気づきが
得られると思います。
自社経営に活かして
みましょう。

£ä .DVKLKDUD
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出向・移籍の専門機関 公益財団法人

産業雇用安定センターからのお知らせ

求人や退職者の対応を無料でサポートします。
こんな時︑
ご相談ください︒

★人材が不足しており、採用を検討中の企業の方
（例）事業の拡大により必要な要員を採用したい
新規部門に精通した人材を雇いたい
経験豊富な即戦力の人材を確保したい

★人材の維持が困難で、雇用調整を検討中の企業の方
（例）会社清算・工場閉鎖のため従業員の受入先を探している
事業の縮小により、
人員削減を検討している
定年退職を迎える従業員が、
他企業への再就職を希望している

ニッセイ奈良駅前ビル 4F
KICONA
JR奈良

南都BK

※産業雇用安定センターとは
●昭和62年に
「経済・産業団体」
と
「労働省」
の協力で設立された公益財団法人です。
ハローワークとも密接な連携関係にある無料職業紹介所です。
●厚生労働省からの支援を受け、
●全国４７都道府県に事務所があり、全国ネットでサポートを行っています。

問合せ先

公益財団法人 産業雇用安定センター奈良事務所

〒630-8115 奈良市大宮町1-1-15 ニッセイ奈良駅前ビル4階
（JR奈良駅から徒歩3分） TEL.0742-24-2015

インターネットで最新の人材情報をどうぞ

産業雇用

検索

.DVKLKDUD ££

令和元年度 健康診断を実施
１０月２４日・２５日の２日間、
リサイクル館かしはら プラザ棟におい
て健康診断を実施致しました。
この健康診断は、労働安全衛生法により、事業者は労働者に対し医
師による健康診断を行なわなければならないことから、橿原商工会議
所が会員事業所向けに毎年行っているものです。

人間ドックのご案内
会員特別価格で受診して頂ける人間ドック健診事業も行ってお
ります。健康維持にお役立てください。
通常価格39,600円

会員特別価格36,300円
（税込）

●検査日／令和2年1月6日〜1月31日
（日曜日除く）
●問合せ／橿原商工会議所

TEL.0744-28-4400
詳しくは橿原商工会議所ホームページまたは１１月号同封チラシ
をご覧ください。

また、橿原市の保険医療課・健康増進課と連携し、橿原市国民健康
保険加入者の特定健康診断受診料を無料化しており、今年度は、
メタ
ボリックシンドロームの該当者やその予備軍と判定された人に、生活
習慣を改善するための
「特定保健指導」
も同日に受けて頂きました。
１２９事業所、
６３６名の方が受診され、橿原市の特定健康診査対
象者は６２名でした。事業所の健康経営の対策として、従業員への健
康診断が未実施の事業所様、橿原市国民保険加入者様は、本健康診
断をご利用ください。

▲健康診断の様子

消費税軽減税率対策窓口相談等事業

"!#&
7cZ

売り上げを劇的に伸ばす！実践あきない塾 販売のプロ生実演！
伝わらない説明から大変身できる！誰でも身につく！
3時間でどんどん売れる！伝わる！
「商品説明法 講習会」

●時間／14：00〜17：00
●講師／橋本 和恵 氏
（株式会社売れる売れる研究所 代表取締役）
●会場／橿原商工会議所 4階 会議室 ●参加者数／１１名

商品説明法のセミナーを開催いたしました。実際に売りたい商品を一つご持参
いただき、講義内でロールプレイやセールストークを作成しました。
〈内容〉
・消費税
軽減税率制度の概要説明 ・営業販売上達のコツ ・販売のプロが使うヒアリング
（質問法）・販売のプロが使う 売れる！伝わる！ 説明の方法 ・普通の販売営業
とプロの販売営業は何が違うのか？・売れる考え方を習得する ・営業・販売のプロ
からのメッセージ

▲セミナーの様子

売れる文章やデザインの基本がわかる

""'"""$ 「女性に響く！チラシの作り方講座」
HVU

●時間／19:00〜21：00 ●講師／谷本 理恵子 氏（株式会社グローアップマーケティング代表取締役／
ダイレクト出版認定セールスライター） ●会場／橿原商工会議所 4階 会議室 ●参加者数／２２名

伝わりやすく魅力的なチラシや、集客できるチラシはどこが違うのか。
「女性」
のお
客様を集客するために必要なチラシの作り方の基礎からワーク形式による実践ま
でを行う内容に参加者は満足されていました。
〈内容〉1回目
（11／6）・消費税価格
転嫁・軽減税率についての概要説明 ・売れる文章の基本要素を学ぼう ・うちの何
がお客様に響くのか？ ・考えずにキャッチコピーを作る方法 2回目
（11／13）・消
費税価格転嫁・軽減税率についての概要説明 ・売れるチラシの配置を理解しよう・
もっと女性に響く言葉にブラッシュアップ・色が購買心理に与える影響とは？ 他

"""&
7cZ

▲谷本講師とセミナーの様子

どんな時でもあわてない！
！
お客様のご意見
（クレーム）
対応でファンを増やそう！
！
現場のトラブル処理能力を格段にアップさせる
「クレーム対応講座」

●時間／13：30〜16：30
●講師／石井 早代 氏
（株式会社Kサポート チーフインストラクター）
●会場／橿原商工会議所 4階 会議室 ●参加者数／23名

お客様のご意見（クレーム）対応策が習得できるセミナーを開催いたしました。
〈セミナー内容〉
・消費税価格転嫁・軽減税率制度についての概要説明。・クレーム
初期対応の基本姿勢 ・お客様とのコミュニケーション ・電話でのクレーム対応 ・
クレーム対応の実践

£Ó .DVKLKDUD

▲講師 石井 早代 氏
（（株）Kサポート チーフインストラクター）

ビジネスマッチなら 橿原ビジネス商談会

""& 新商品・新サービス等発表会
EfV

フォローアップ個別相談会

●講師／足立 早恵子 氏
（中小企業診断士／長鶴コンサルティング株式会社 代表取締役）
●会場／橿原商工会議所 4階 会議室
●参加事業所数／5社

10月17日に開催された新商品・新サービス等プレス発表

""( 食品表示制度セミナー
EYf

●講師／村中 亨 氏（株式会社くらし化学研究所）
●会場／橿原商工会議所 4階 会議室
●参加者数／１７名

令和2年4月1日より義務付けられている食品表示新基準
に対応するためにセミナーを開催いたしました。
〈セミナー内容〉
・食品表示法

移行期間の確認 ・一括表示

会に発表された事業者様を対象にフォローアップ個別相談

記載事項について ・食品表示法改正箇所の確認 ・食品表

会を行いました。

示法による考え方解説 ・新たな表示制度について

▲個別相談会の様子

▲セミナーの様子

50年後もありがとうと言われるマイホームを。
798万円からの注文住宅、狭小地の土地活用は

わたしたちは、
新たに導入した最新鋭の印刷機で
を
お客さまの
「作りたかったもの」
実現いたします。

おかげさまで100周年

株式会社

崎山組

■本
社 奈良県橿原市南八木町2丁目3−35 TEL 0744−22−2353
■モデルハウス 奈良県橿原市南八木町2丁目1−10 TEL 0744−25−4566

お問合せ／お申込は
フリーダイヤル

0120 - 35 - 4566

http://www.sakiyamagumi.com

オフィスビル
入居者募集中

わたしたちは予防医学を行い急性期医療から回復期リハビリテーション
在宅医療と介護福祉においてトータルなケアを行っています。

大和八木駅より
徒歩3分

社会医療法人

平成記念会

２F…10.9坪
５F…9.09坪

橿原中央ビル株式会社
橿原市北八木町1丁目１-８
TEL.0744-23-1800 FAX.0744-21-8008
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高額図書等を売りつけるエセ同和行為にご注意を！

万円
融資限度額の範囲内で、
重複や借り替えの利用もOK。

年金利

運転資金・
設備資金

%

返済は元金均等月賦返済（残債方式で、利息は減額）
令和元年11月1日現在
※金利は金融情勢によって変化します。詳しくはお問い合わせください。

不要

信用保証協会による保証も不要

！
！

送りつけ商法など消費生活相談については
☎0742-36-0931

奈良県消費生活センター
●人権相談については

奈良地方法務局 人権擁護課

☎0742-23-5457

●人権相談・施策については

奈良県人権施策課

☎0742-27-8716

●恐喝、
脅しなど悪質な場合については

奈良県警察本部悪質商法110番 ☎0742-24-9441

を

担保・保証人

●電話勧誘販売、
クーリング・オフ、

事業用資金に

融資
（貸付）
限度額

相談窓口

マル経融資

ご利用ください

「エセ同和行為」
とは、同和問題を口実にして、企業や団体の、
「同和問題はこわい問題で、
できれば避けたい。」
といった意識に
つけ込み、
「 押し売り」
「ゆすり」
「たかり」等をする行為であり、真
面目に同和問題の解決を目指してきた関係者の努力を踏みにじ
り、同和問題の解決を妨げる行為です。
こういった売り込みに対しては、同和問題に対する基本的認
識を培うことや、毅然とした対応が求められます。
また、先ず電話による問答無用の予約持ちかけをはじめ、本を
持って売り歩く例や、本を勝手に送りつけて代金を要求する例も
あります。消費者保護の観点から、
「クーリング・オフ」
の制度もあ
り、
それぞれに適切に対応する必要があります。
このようなことで困った時は、次のような消費生活相談や人権
相談等の窓口がありますので、
ご相談ください。

お問合せ先

橿原商工会議所 中小企業相談所



融資対象
●従業員数20人
（商業・サービス業は5人）
以下

の商工業者

●当商工会議所管内で1年以上事業を営み、

税金を完納されている方

●6ヶ月以上、
商工会議所の経営指導を

受けておられる方

返済期間

年以内（据置年以内）

運転資金

例…仕入れ、
買掛金・諸経費支払・
手形決済、給与支払など

年以内（据置年
年以内）
以内）

設備資金

例…車両購入、工場・店舗改装資金、
機械購入資金など

マル経融資（小規模事業者経営改善資金）は、事業所の皆
様を金融面からサポートするための公的融資制度で、商工
●確定申告書
（直近2期分）
会議所の推薦により、
日本政策金融公庫（国民生活事業）
か
●金融機関からの借入返済一覧表
（事業用、
個人用全て）
ら融資を受ける制度です。融資にあたっては、貴社の経営内
●設備資金をお申込みの場合
（見積書・カタログ・図面など）
容をよくお聞きした上での実行となります。内容によっては
●その他必要に応じて追加書類等
お断りする場合もございますのでご了承願います。
●決算書
（直近2期分）

ご用意
いただくもの

ハローワーク求職者情報
No

希望職種

12月号

■お問合せは、
ハローワーク大和高田へ

TEL.0745-52-5801

※令和元年11月22日現在
ハロ ーワークに登 録
されている人の一例です

希望収入

希望勤務時間

学歴

20万円

8：30〜17：00

高卒

経理事務

20万円

8：30〜18：00

一般事務

時給850円

大卒

橿原市

一般事務：約３年、受付事務：約２年〈資格〉
日商簿記１級、
ＦＰ２級

4

一般事務

時給900円

9：00〜16：00
1日6時間・週4日程度
9：00〜17：30
1日7時間・週5日程度

大卒

橿原市

事務：約８年〈資格〉
日商簿記２級、建設業経理事務

5

製造

20万円

8：30〜18：00

高卒

橿原市

製造：約２８年〈資格〉
フォークリフト、
ガス溶接

6

機械組立

23万円

8：00〜22：00

高卒

橿原市

機械組立：約２年、金属加工：約２年

7 トラック運転手（２ｔＡＴ車）

20万円

不問

中卒

橿原市

工場内作業：約２年、品出し：約１０年

8

20万円

8：30〜17：30

専門卒 橿原市

時給837円

9：00〜17：00
1日5時間・週4日程度
9：00〜12：00
1日3時間・週5日程度

短大卒 橿原市

1

一般事務

2
3

9

ルート営業・配送
施設介護・看護補助

10 清掃

£{ .DVKLKDUD

時給850円

住所

担当／職業紹介部門 平田

職歴（最新▶旧）
・免許・資格

橿原市

経理事務：約３年、営業：約７年〈資格〉
日商簿記３級、秘書検定２級

専門卒 橿原市

経理事務：約１３年、営業事務：約５年〈資格〉日商簿記３級、全商簿記１級

高卒

橿原市

営業：約２０年
介護：約２年、事務：約２年、飲食店ホール：約５年
品出し：約８年、受付事務：約４年

£Ó

0RQWKO\VFKHGXOH

月 会議所行事予定

日（6XQ）

£

月（Mon）

火（7XH）
●3日間でできる
お店の魅力UP術
セミナー
（３日目/全３日）
●金融審査会
●第153回簿記検定
試験合格発表

Ó

●第４６回
ビジネス実務
法務検定試験

消：消費税軽減税率対策窓口相談等事業

Î

£ä

£x

£È

●青年部
近畿ブロック大会
実行委員会
●外国人技能実習生
運営委員会

£Ç

£n

ÓÓ

ÓÎ

Ó{

Óx

Ó

Îä

Î£

令和Ó年£月£日

x

È



●仕事はじめ

新年用の
﹃ 年賀ポスター﹄
配布について

配布いたします。

n

●異業種交流
事業委員会

x

È

£Ó

●外国人技能
実習生受入事業
に係る法的保護
講習

£Î

£

消「話せる！ 伝わる！
会話術セミナー」

ÓÈ

●橿原市長と
橿原商工会議所
との懇談会

Ó

●新年賀詞
交歓会
（橿原神宮養正殿）



Ç

●橿原市精神保健

福祉普及啓発事業
£{ 「こころの声きこえて

いますか？2019〜
チャリティ
inかしはら」
バザー青年部出店
●近畿ブロック商工会議所
青年部連合会歴代出向者同窓会

Óä

●日本YEG
第三回執行部
予定者会議

Ó£

ÓÇ

●仕事納め

Ón

Î

●第26回姉妹都市
橿原と宮崎の物産と
観光展交流会

土（6DW）

£ä

●近畿ブロック
YEG 第1回役員
予定者会議

{

●第26回姉妹都市
橿原と宮崎の物産と
観光展（〜16日）

££

誠に勝手ながら、
１２月２８日
（土）
から１月

年末年始
休業日の
ご案内

５日
（日）
まで業務をお休みさせていただきます。
ご不便をお掛け致しますが、
ご理解とご了承
をお願い申し上げます。
１月６日
（月）
より平常通り業務致します。
今年もご愛読いただきありがとうございました。

620㎜

例年の通り、本年も

££

金（)UL）

●女性会 三役会
●青年部 役員会

デザインを
リニューアルしました！
！

お知らせ News

会員の皆様方に無料

Ç

木（7KX）

{

●正副会頭会議
●第146回
常議員会

n

●ふれあい
ゼミナール事前
勉強会

水（:HG）

ご希望の方は事務
局までお越しくだされ
ばお渡しします。
また、
ご連絡いただければお
届けさせていただきま
すので、是非ご活用く
ださい。
尚、原則、一会
員様一枚とさせていた
だいておりますが、複
数店舗分必要の場合
は、
お申し出ください。

230㎜

.DVKLKDUD £x

発行所／橿原商工会議所
URL http://kashihara-cci.or.jp
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発行責任者／中澤 修
〈発行回数〉
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〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1丁目21番5号 C-5ビル7階
TEL（03）5294-3838 FAX（03）5209-3800

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

東京オフィス

"#

〒634-8585 奈良県橿原市雲梯町594番地
TEL（0744）22-5531 FAX（0744）22-4177
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本 社・工 場

$6+,+$5$

三和澱粉工業株式会社は
素材の提供を通じて
お客様の抱える課題解決に
貢献します︒
私たちは自然の恵み︑トウモロコシを原料に
﹁環境調和企業﹂を目指します︒

三和澱粉工 業 株 式 会 社

