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事業所内皆様でご覧下さい

(
発行所／橿原商工会議所
URL https://kashihara-cci.or.jp
〒634-0063 橿原市久米町652-2
TEL.0744-28-4400（代）FAX.0744-28-4430

『ＪＲ畝傍駅』（八木町２丁目

令和４年６月１６日撮影）

西日本旅客鉄道（ＪＲ西日本）桜井線（万葉まほろば線）の駅で、天皇家の畝傍御陵参拝のためにつくられました。開業は明治２６年
（１８９３年）。現在の駅舎は、昭和１５年の橿原神宮紀元２６００年祭式典にあわせて造られ、行幸の際の貴賓室が備えられています。
（貴
賓室は現在非公開です。）

発行責任者／中村 吉代茂
〈発行回数〉
月1回1日発行
〈印刷部数〉1,850部

新型コロナウイルス感染症関連情報

詳細は P２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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新型コロナウイルス感染症関連情報

小規模事業者持続化補助金

販路拡大を目指す小規模事業者の皆様へ
小規模事業者（※1）等が経営計画を自ら策
定し、商工会議所の支援を受けながら取り組
む販路開拓等の取り組みに対して補助金が支
給されます。

特別枠
類型

※1 常時使用する従業員数が「商業・サービス業
（宿泊業、娯楽業を除く）」の場合 5 人以下、それ
以外の業種の場合 20 人以下である事業者

特別枠について
事業所内最低賃金を地域最低賃金より＋３０円以
上に引き上げる事業者（賃金引上げ枠）や、常時使
用する従業員を増やし小規模事業者の従業員数を超
えて規模拡大する事業者（卒業枠）、認定市町村等が
実施する「特定創業支援等事業」による支援を過去
３年の間に受 けて開業した事業者（創業枠）などに
ついて、特別枠が設定されています。詳細はＨＰで公
表されている公募要領をご覧ください。

通常枠

賃金引上
げ枠

後継者
支援枠

卒業枠

2/3

補助率

2/3

補助上限

50万円

創業枠

インボイ
ス枠

2/3

赤字事業者
は3/4

200万円

100万円

今後のスケジュール
申請受付締切： ※予定は変更する場合があります。
第 9回：2022年 9月20日（火）事業支援計画書（様式4)発行の受付締切：原則2022年 9月12日（月）
第10回：2022年12月上旬 事業支援計画書（様式4)発行の受付締切：原則2022年12月上旬
第11回：2023年 2月下旬 事業支援計画書（様式4)発行の受付締切：原則2023年 2月中旬
※事業支援計画書（様式４）の発行依頼締切日は橿原商工会議所ホームページをご確認ください。

※事業支援計画書（様式４）の発行に時間を要する場合がありますので、
余裕をもってお手続きいただきますようお願いいたします。
※電子申請の場合は、23:59 まで受付。郵送の場合は当日消印有効。

令和４年度募集分の注意点について

制度に関するお問い合わせ先
商工会議所地区

補助対象経費のウェブサイト関連費は、補助金交
付申請額の１ /４が上限です。また、ウェブサイト関連
費のみの申請はできません。なおウェブサイト関連費
とは、ウェブサイトやＥＣサイト等を構築、更新、改修
するために要する経費を指します。

小規模事業者持続化補助金
専門家相談

新陳代謝枠

成長・分配強化枠

令和元年度補正予算・令和 3 年度補正予算

小規模事業者持続化補助金事務局

TEL 03-6632-1502
受付時間

随時相談対応

9:00〜12:00、13:00〜17:00

相談無料

土日祝日、年末年始の休業日を除く

専門家が申請をサポート‼

※詳細については、同封のチラシをご覧ください。

コロナ関連融資制度申込期限令和4年９月末までとなっております！

新型コロナウイルス感染症で資金繰りにご不安を感じている事業者の皆様へ

日本政策金融公庫や商工中金の
新型コロナ感染症特別貸付などでご支援できます。
最長で５ 年間

元本の返済が不要

利子補給で

金利負担が実質ゼロに

担保なしでの

借り入れも可能です

●詳しくは下記問い合わせ先にご連絡ください。

日本政策金融公庫
商工中金

Ó

奈良支店

奈良支店

中小企業事業

０７４２‑３５‑９９１０

9 時 0０分 〜 １７時００分

国民生活事業

０７４２‑３６‑６７００

9 時 0０分 〜 １７時００分

０７４２‑３０‑１０５１

9 時 0０分 〜 １７時００分
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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。
#RRNKECVKQPHQTXCEEKPCVKQP

予防接種

＜橿原市新型コロナワクチン４回目接種について＞
７月より、新型コロナウイルスに感染した場合の重症化予防を目的として、４回目接種を開始します。
〈対象者について〉
3 回目接種日から 5 か月を経過した
①６０歳以上の方
②１８歳以上５９歳以下で基礎疾患を有する方やその他重症化リスクが
高いと医師が認める方

使用ワクチンは、
ファイザーまたは
モデルナです。

〈接種券について〉
①６０歳以上の方
「３回目接種日から５か月を経過する前」を目安に発送します。
発送スケジュールは、市ホームページを確認してください。
②１８歳以上５９歳以下で基礎疾患を有する方など
接種を希望される方は、郵送または申請フォームによる接種券の事前発行申請が必要です。
詳しくは、市ホームページを確認してください。
※１・２・３回目接種を希望される方は、早めに予約してください。

基礎疾患
申請フォーム

橿原市
ホームページ

【問合せ】橿原市新型コロナワクチンコールセンター（☎ 0120-280-850 ※全日 8:30〜17:00）
#FXKEG

注意

＜温暖化の進行を止めるために＞
橿原市では、環境省が推進する国民運動「COOL CHOICE（クールチョイス）」に
賛同し、温暖化対策の取組みを実践しています。

エアコンは適切な使い方を！

エアコンを適切に使うことで、電気の節約につながり、温暖化対策にも貢献できます。

□過度な室温にならないようにする
✓

エアコンで体を冷やしすぎ汗をかかないでいると、汗腺が退化し、体温調節機能が働かなくなってしま
う危険があります。無理のない範囲で冷やしすぎない室温にしましょう。

□扇風機を効果的に併用する
✓

冷房に加えて扇風機を活用すると、室内の冷たい空気が循環され、効率アップにつながります。

□フィルターの清掃を
✓

清掃することで効き目が回復するので、定期的に行いましょう。

□室外機にも目配りを
✓

室外機の本体に直射日光が当たったり、風の通りを悪くするとエアコンの性能が低下します。
室外機の上部に日除けをしたり、風が通りやすいように前にモノは置かないようにしましょう。

【問合せ】橿原市役所

環境政策課（☎ 0744-47-3511）
.DVKLKDUD
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女性会役員会を開催！！
令和４年５月１６日（月）に女性会役員会を橿原商工
会議所 ４階特別会議室にてご来賓に高瀬副会頭、中村
専務理事にご臨席いただき開催しました。
当日は辻村会長をはじめ役員１０名が参加し、新型コロナウイルス感染
拡大防止対策を行ったうえ、辻村会長に続いて、高瀬副会頭、中村専務理

▲議事進行する辻村会長

事よりご挨拶を頂き開催となりました。役員会では下記の議案について
慎重審議が行われました。この結果を踏まえて、６月２１日（火）の通常会
員総会に上程されることになりました。
■役員会の議案
１.令和３年度事業報告及び収支決算報告について
２.令和４年度事業計画（案）及び収支予算（案）について
３.その他について
▲高瀬副会頭の挨拶

橿原商工会議所女性会のご案内

橿原商工会議所女性会は、会員相互の親睦と企業経営者としての研鑽を積み、地域商工業の
振興を図り、社会一般の福祉の増進に資することを目的としています。
会員資格

橿原商工会議所の会員事業所である女性経営者、ご家族の事業を共に支えている
方など経営に携わっている女性の方。
会費
入会金 3,000円
年会費 1,000円
主な活動内容 地域交流・活性化事業、セミナー講演会、一泊研修、親睦事業、社会福祉貢献活動
入会方法
橿原商工会議所女性会事務局（℡ 0744-28-4400）までお問い合わせください。

橿原

※YEGとは商工会議所青年部の略称です。

通信

橿原商工会議所青年部
新入会員オリエンテーション開催！！

令和４年６月２１日（火）、奈良県社会福祉総合セ
ンターに於いて、標記事業を開催しました。橿原商工
会議所青年部へ新たに入会をしていただいた会員を
対象に「商工会議所とは？」「橿原商工会議所青年
部とは？」など、青年部活動に参加してもらいやすく
なるよう説明を行いました。

橿原商工会議所青年部

役員会開催！

令和４年６月１日（水）、橿原商工会議所４階特別会
議室に於いて、新型コロナウイルス感染拡大防止対
策を講じながら、標記役員会を開催しました。

▲新入会員オリエンテーションの様子

▲藤原会長の挨拶

■議案 ・新入会員オリエンテーション（案）について
・日本商工会議所青年部 第38回近畿ブロック大会
はじまりの地かしはら大会慰労会事業（案）について
・その他について

事業活動報告

▲藤原会長の挨拶

{

令和４年５月２１日
（土）〜６月２１日
（火）

５月２４日
（火）三役会（藤原会長他）
５月２８日
（土）近畿ブロック商工会議所青年部連合会委員会・役員会・定期総会・
会長会議（仲嶋近畿ブロックYEG出向理事他）
６月 １日
（水）橿原商工会議所青年部役員会（藤原会長他）
６月 １日
（水）橿原商工会議所青年部３０周年運営委員会（阿智原実行委員長他）
６月 ７日
（火）地域活性化委員会（森川委員長他）
６月１３日
（月）地域交流委員会（嶌委員長他）
６月１３日
（月）新規事業立案委員会（増田委員長他）
６月２１日
（火）新入会員オリエンテーション（藤原会長他）
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会員事業所情報発信コーナー

会員事業所

PR

シークレット

フォレスト

掲載事業所募集！

事業内容や販路拡大・販路開拓につながる情報
など事業所の情報をＰＲするコーナーです。
掲載料無料。ご希望の方は下記まで。
お問い合わせ先：橿原商工会議所 広報誌担当
0744-28-4400
E-mail uketsuke@kashihara-cci.or.jp
ＨＰ https://kashihara-cci.or.jp

広場

メンバーズ

メール

バー

SEACRET FOREST MEMBER S BAR

ア ル カ ス

（ARUKAS株式会社）

メンバーだけが安心して集う本格BAR

▲カウンター

▲テーブル席

▲フード

八木駅から徒歩１分。幻想的な空間の中には、バーテンダーによるオリジナルカクテル、
希少なウイスキーや多種にわたるワイン、さらに本格的な葉巻まで、お酒が好きな方
に必ず満足していただけるラインナップを取り揃えております。ディナーでもご利用でき
るように多数のフードメニューもご用意しておりますので、落ち着いた雰囲気をどうぞ
お楽しみくださいませ。

▲カクテル

ホームページ

所在地

〒634-0804 橿原市内膳町1-4-12-５F
E mail forest.20210331@gmail.com
074 4 - 4 8 -3158

定休日

日曜日

営業時間

▲ウイスキー
MAP

18：0 0 〜26：0 0
えい

ご

じゅく

あい

スーパー英語塾

うぃる

Ｉ Ｗｉｌｌ

言葉に関するお悩み解決ならお任せください！
●ビジネス英会話からTOEIC、英検対策まで英語力を飛躍的にアップ（小学生〜社会人）
●実績豊かなインバウンド対応力セミナー＆コンサルティング
●多言語通訳・翻訳
＊全ての講座は対面、オンラインの両方が可能です。
＜新規事業＞

●オーストラリア語学留学・研修サポート
（豪州語学学校とパートナー連携）
●中国語・フランス語講座始めました！

▲英語塾

▲ビジネス英会話講座

所在地

▲オーストラリア語学留学

〒634-0006 橿原市新賀町237-1 フクダ不動産八木ビル402号室
E mail iwillkashihara@gmail.com
0744-29-1198

定休日

È

日曜日・祝日

営業時間

Facebook

Twitter

ホームページ

MAP

10:00 〜 21:00
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商工会議所 LOBO

早期景気観測

〈令和4年5月度調査結果〉

業況ＤＩは、活動回復で個人消費
が持ち直し、改善。先行きは、価格
転嫁が追いつかず、厳しい見方。

ＬＯＢＯ全産業合計の各ＤＩの推移
25
20

販売単価DI

10

従業員DI

0

-10
-20
-30
-40

POINT
●全産業合計の業況DIは、
▲20.4（前月比＋5.3ポイント）
●３年ぶりの行動制限のないゴールデンウィークで人の流れは回復に向
かい、外食・宿泊関連のサービス業、百貨店・土産品販売等の小売業で
業況が改善した。
また、個人消費の回復により、卸売業も業況が改善し
た。一方で、資源・資材価格の高騰・供給不足の長期化により、製造業
は改善するもその動きは鈍く、建設業では業況悪化が継続した。資源・
資材価格の高騰スピードは速く、増加したコストに見合う価格転嫁は
行えていない。価格転嫁の遅れは引き続き企業の収益回復の足かせと
なっているものの、活動回復による個人消費の持ち直しに下支えされ、
中小企業の景況感は改善の動きが見られた。
● 先行き見通しDIは、
▲23.6（今月比▲3.2ポイント）
● 需要喚起策や水際対策の緩和等でさらなる活動活発化に期待感がうか
がえるも、個人消費の停滞を不安視する声がサービス業や小売業、卸売
業を中心に多く聞かれた。
また、長期化するロシアのウクライナ侵攻や中
国のゼロコロナ政策による資材供給の乱れや、資源・資材価格の高止ま
りに企業の価格転嫁は追いついておらず、業績悪化が懸念されており、
先行きは厳しい見方が続く。

採算DI

資金繰りDI

-50
-60
-70
-75

売上DI
20.5

20.7

20.9

20.11

21.1

21.3

仕入単価DI
21.5

21.7

21.9

21.11

22.1

22.3

22.5

※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）一（減少・悪化などの回答割合）

LOBO調査要領

▶調査期間／2022年5月16日〜20日

▶調査対象／全国の332商工会議所が2,583企業にヒアリング

内訳

建設業 423 製造業 636 卸売業 302
小売業 513 サービス業 709

▶調査項目／ 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

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。

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・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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橿原商工会議所 専門家連携協議会

橿原商工会議所「専門家連携協議会」所属の専門家の
皆さまから事業所の皆さまのご質問にお答えいただく形
で記事提供をいただいております。平素の事業活動に
是非ともお役立てください。

ご対応いただいた専門家
飛鳥おもいで堂
中小企業診断士
にし

かわ

西川

かつ

ひろ

勝博

〒634−0011 高市郡明日香村岡 1218
TEL.050−3555−8486
E-mail nishikawa@omoidedo.com

【プロフィール】
同志社大学工学部卒業
H８年 建材メーカー入社（総合研究所配属）
H２４年４月 中小企業診断士登録
H２７年３月 飛鳥おもいで堂開業
３Ｄプリンター、レーザー加工機等を用いたオリジナル雑貨や
フィギュアを製造販売

〜経営力向上計画の認定とは？〜

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

4 「経営力向上計画」が認定されると、様々なメリットがあると聞いたのですが、どのような制度ですか？
$

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画が「経営力向上計画」です。
認定された事業者は、税制優遇や金融の支援等を受けることができます。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

4 経営力向上計画が認定されると、具体的にはどのようなメリットがありますか？
$

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
①【法人税・所得税の税額控除】計画に基づき取得した設備について、即時償却または取得価格の10％の税額控除（又は 7% の税額控除）
を受けることができます。
②【事業承継等に係る登録免許税・不動産取得税の特例】合併・事業譲渡等において不動産を含む事業用資産等を取得する場合、不
動産の権利移転について生じる登録免許税、不動産取得税の軽減を受けることができます。
③【低利融資】日本政策金融公庫から、設備資金について低利融資を受けることができます。
④【別枠追加保証】金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会による信用保証のうち、通常の保証とは別枠で保証や保証枠の拡
大が受けられます。
⑤【補助金申請における加点】事業承継・引継ぎ補助金、小規模事業者持続化補助金などで、加点ポイントが得られます。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

4 設備取得の際に国又は地方公共団体から補助金を受けた場合でも、税制優遇の対象となりますか？
$

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
原則として対象となります。事業再構築補助金やものづくり補助金など設備投資を伴う補助金と併用することで、大きなメリットが得
られます。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

4 経営力向上計画の認定を受けるための手順を教えてください。
$

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
①制度の詳細を確認のうえ、認定経営革新等支援機関（商工会議所・士業・金融機関など）に申請サポートの相談をおこないます。
②事業分野別指針（または基本方針）を踏まえて経営力向上計画を策定します。（認定経営革新等支援機関からの支援を受けること
ができます）
③各事業分野の主務大臣に計画申請書（必要書類を添付）を提出します。（電子申請に限定されていますので、G ビズＩＤの取得が必
須です）
④申請書受理から認定まで１か月程度が目途ですが、余裕をもって申請する必要があります。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

4 どのような計画書を作成するのですか？
$

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
申請書様式は実質３枚程度です。比較的簡単な計画
作成で認定を受けることができます。
計画の実施時期（３年〜５年）、現状認識（自社の事
業概要、顧客・市場の動向、競合の動向、自社の経
営状況）、経営向上の目標や指標（ローカルベンチマー
クの活用）、具体的な実施事項と実施期間、を簡潔に
まとめて記載します。詳しくは、中小企業庁の HP を
ご参照ください。

中小企業庁HP

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/

事業所の皆さまのお悩みを募集いたします。専門家の皆さまに聞いてみたいことなどお寄せください。ご質問、事業所名、役職、氏
名、連絡先をご記入の上、右記までお送りください。形式は問いません。FAX 0744-28-4430 メール uketsuke@kashihara-cci.or.jp
（掲載については事務局にて調整させていただきます。状況によっては掲載できない場合もございます。予めご了承ください。）

n
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新入会員のご紹介

ご入会いただきありがとうございます！
令和４年２月〜５月（順不同・敬称略）
ご入会いただきありがとうございます
！
※加入手続きの際に希望のあった事業所のみ、
ご紹介をさせていただいております

代表者名（事業所名）

所 在 地

業

小西 善治（奈良中央商会）

橿原市内膳町5丁目4番29号 クレール大和八木303

交通誘導警備

長谷川 啓子（旬菜 はせ川）

橿原市雲梯町350-32 もしもしタウン１F

居酒屋

永松 信一
（リストランテ ロアジ）

橿原市曽我町1077-8

イタリア料理店の運営

種

藤田 純子（整理収納サービスたのしか） 橿原市飛騨町

片付け、掃除サービス、引っ越し荷造り等収納作業

吉川 久美子（Bar Hanabishi）

飲食店（カラオケ）

橿原市四条町5-6 スカイブルービル1-2

個人

植田 美弥子（工房SeasideMoon） 橿原市新堂町77

機械設計の受託。各種産業用機械の設計、３Dモデリングの受託。

深尾 和幸（深尾板金）

吉野郡大淀町桧垣本1010-268

建築板金（屋根、壁、戸樋工事等）

勝城 順子（今井倶楽部）

橿原市今井町4丁目11-54

整体（自然食販売・健康相談・アンチエイジング）

廣井 麗子（えすててぃっくURURU） 橿原市曽我町392-39

エステティックサロン。超音波による美顔と化粧品の販売。

中村 和代（サロンド・ベル）

橿原市石原田町221-3 依岡ビル２階

脱毛、フェイシャルエステ、よもぎ蒸し、美容用品販売。

金川 崇（かながわFP相談所）

橿原市小槻町634-20

ファイナンシャルプランニング、ライフプランニング他

松江 孝行（まっちゃんファーム）

橿原市見瀬町675-5

野菜栽培、出荷卸

吉田 美樹（カラオケ美樹（歌謡スタジオ美樹）） 橿原市見瀬町57-1

飲食店（カラオケ）

藤田 章男
（大和徳寿庵）

飲食店（奈良県産の食材、地酒等を使い調理する店）

事業所名

橿原市久米町661番地 大和開発ビルB1
所 在 地

業

種

法人

東富商業合同会社

橿原市見瀬町595-3

台湾料理店

有限会社UpDraft

橿原市白橿町3丁目5番6号 ハイツボナールA102

IT環境構築、ITコンサルティング、サイト構築、教育事業他

株式会社保安館

橿原市久米町652-2 橿原市商工経済会館6階

金融・保険業。太陽光発電事業。

大和の里風のリゾート株式会社

奈良市中山町1129-1

温浴事業、飲食業

株式会社heart

橿原市内膳町4-4-14 301号室

アパレルEC販売。広告業。

株式会社まほろばホールディングス

奈良市二名平野1丁目1649番地

小売業、加工品仲介業（食料品、その他小物）
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会員限定のお得なサービス！貴社のチラシを広報誌に折り込んでみませんか？

A4サイズ
チラシなら

チラシ同封サービス

橿原商工会議所広報誌
「橿原ビジネスプレス
（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

""!!!円

（税込）

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。

●自社ＰＲ・事業内容の案内

●各種イベント、
セミナーの案内

●新製品・新サービスの案内

●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

ご利用料金 Ｂ5、
Ａ4サイズ………………11,000円
（税込）

●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。

Ｂ4、
Ａ3サイズ
（二つ折り）
…22,000円
（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）

発行時期

約1,850社
（会員事業所・各地商工会議所・官公庁ほか）

発送先

●経営者に直接届く

約1,850社の企業経営者に直接届き、
効率的なＰＲが可能。

ご利用料金（税込み）

申込み期限
納品期限

１回・１種類のみ

継続利用

※継続利用の申込をいただくと、
最終月は割引価格でご利用いただ
けます。

発行月の前月5日まで
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）

Ｂ５・Ａ４サイズ

ご利用内容

複数枚同封

1回・1種類

11,000 円

Ｂ４・Ａ３サイズ

22,000 円

３ヶ月連続（最終月割引率 １５％）

31,350 円

62,700 円

６ヶ月連続（最終月割引率 ４０％）

61,600 円

123,200 円

１２ヶ月連続（最終月割引率１００％）

121,000 円

242,000 円

16,500 円

33,000 円

（割引率２５％・同サイズ２種類の場合）
※種類・サイズを問わず、複数枚同封で利用料を割引します。

詳しくは橿原商工会議所ホーム
ページをご覧ください。
チラシ同封サービス :
https://kashihara-cci.or.jp/
information/chirashi/

橿原商工会議所 チラシ同封サービス ＴＥＬ 074 4−28−4 4 0 0

お問合せ

橿原商工会議所 貸室のご案内
広さの異なる和洋4つのタイプの貸室をご用意しております。

会議、展示会、研修会など規模や目的に合せて、
ご自由にお選びください。橿原商工会議所会員の皆様は特別価格でご利用
いただけます。
お申込み方法・料金等について、
まずはお気軽にお問合せ下さい。
※当所では、新型コロナウイルス感染症予防対策として貸室の換気や消毒などを実施しています。
ご利用者様におかれましても予防対策に努めていただきますようお願いいたします。

■特別会議室

口型固定式（42坪）

■多目的スペース

〈レイアウト例〉学校式（30坪）

ご利用時間

特別会議室
会員
一般

■会議室A

〈レイアウト例〉
口型式（18坪）

多目的スペース
会員
一般

■和室

椅子・机を置くことも可能です
（7.36坪）

会議室A
会員
一般

会員

和室

一般
6,600

〈午

前〉 9：00〜12：00

16,500

33,000

9,900

19,800

6,600

13,200

3,300

〈午

後〉13：00〜17：00

22,000

44,000

13,200

26,400

8,800

17,600

4,400

8,800

〈夜

間〉18：00〜22：00

27,500

55,000

16,500

33,000

11,000

22,000

5,500

11,000

〈午前・午後〉 9：00〜17：00

38,500

77,000

23,100

46,200

15,400

30,800

7,700

15,400

〈午後・夜間〉13：00〜22：00

49,500

99,000

29,700

59,400

19,800

39,600

9,900

19,800

〈全

66,000

132,000

39,600

79,200

26,400

52,800

13,200

26,400

日〉 9：00〜22：00

●表の金額が会員・一般の基本料金です。
（税込）
（2022年6月現在）
●販売行為等その他営利を目的とした利用は、
それぞれ基本料金の５割増しとします。●音響設備、
プロジェクター等の貸出も行っております
（有料）

詳細は当所ホームページ
「貸室のご案内」
（https://kashihara-cci.or.jp/kashishitu/）
をご覧ください。
➡
お問合せ

橿原商工会議所 総務課

TEL.0744-28-4400 メール info@kashihara-cci.or.jp
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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

%

返済は元金均等月賦返済（残債方式で、利息は減額）
令和４年６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

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

を

担保・保証人

事業用資金に

万円
運転資金・
設備資金

マル経融資

ご利用ください

融資
（貸付）
限度額

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

新型コロナウイルス感染症の影響のある方は
「新型コロナウイルス対策マル経融資
（申請期限：令和4年9月末）
（
」マル経融資の特例）
もございます。

橿 原 商 工 会 議

所

多様化・複雑化の傾向にある
「労災事故」から会員企業も従業員もお守りします。
うつ病による自殺、
過労死などによる

増加

労災認定件数が
1億円を超える

高額な賠償事例が

発生

短期間労働者、パート、
アルバイト、派遣社員等

非正規雇用労働者の
2014年
労働安全衛生法改正で

企業の安全配慮義務の

あなたの 会 社 が「業 務 災 害 補 償 プ ラン」に加 入してい れば !

増加

会員企業には…

厳格化

資金繰りに影響を与えること無く、
高額な損害賠償金が支払い可能に!

業務災害補償プラン
（一般加入と比べ約半額の掛金水準）

●労災賠償に備える
「使用者賠償責任保険」
を標準セット
●政府労災保険の給付を待たずに保険金のお支払いが可能
●派遣、委託作業者のほか、下請負人も補償
制 度 運 営

日本商工会議所

お問い合わせ先

橿原商工会議所

原

商

新型 ス
も
ル件
ウイ万

8補償
破
突

東京海上日動火災保険株式会社 損害保険ジャパン株式会社
三井住友海上火災保険株式会社 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
（2020年10月補償開始）
大同火災海上保険株式会社

引受損害保険会社

橿原商工会議所

商工会議所では、本制度のほかにも各種保険・共済制度を取り扱っております。詳しくは、
お近くの商工会議所にお問い合わせください。

●一部の商工会議所では、本プランを取り扱っていない場合があります。取り扱いの有無はお近くの商工会議所にご確認ください。
●本広告は概要を示したものです。補償の内容、対象業種は引受保険会社によって異なります。
ご加入にあたっては必ず
「重要事項説明書」
をよくお読みください。
●お見積り、
ご加入手続き、保険内容のご不明点は、
お近くの代理店または引受保険会社までご連絡ください。

橿

まで
げさ
おか コロナ

政府労災保険の認定を受けた場合に上乗せ補償を受けるプラン・特約に加入して
いる場合。
なお、
厚生労働省HP(令和２年４月６日時点版)によれば、
労働者が新型コロナウイルス感染症を
発症した場合、業務または通勤に起因して発症したものであると認められれば、労災保険給付の対象となります。
労災保険給付の詳細については、労働基準監督署にご確認ください。

政府労災保険への加入が必要です（使用者賠償責任保険は給付決定後の支払いになります）。

https://hoken.jcci.or.jp

パート・アルバイトを含む
全従業員を包括補償で安心!

●政府労災で認定された業務・通勤による精神障害、脳・心疾患
などの疾病（新型コロナウイルス含む）や自殺などを補償

●全国商工会議所のスケールメリットによる低廉な保険料

商工会議所の
保険制度HP

従業員には…

本広告は、
日本商工会議所が有限会社石垣サービスの協力のもと制作したものです。

工

会

議

所

個人・法 人 の 情 報 漏えいリスクに備えるなら
!

テレワークの
導入により…

サイバーセキュリティ対 策 が 不十 分な 環 境 で の 作 業 が 増え

情 報 漏えいリスクが 益 々高 くな って い ま す !

!

機密情報の有無
にかかわらず…

サイバーリスクは「すべての事 業 者」が 抱えるリスクであり

経済的損失に備えることも 重 要 な 対 策 で す !

情報漏えい賠償責任保険制度
〜サイバーリスク補償型

ークの
テレワ クも
リス

●サイバー攻撃 等の際の対応費用を手厚く補償 ●見舞金・見舞品購入費用も補償
●海外で訴訟提起された損害賠償請求も補償（※1）

※1プレミアムプランで対象となります。IT業務の遂行に起因する事故の場合には、保険適用地域は日本国内となります。

●商工会議 所のスケールメリットと加入者ごとのセキュリティ状況を反映した保 険料水準（※2）

※2団体割引20%＋「割引確認シート（SECURITY ACTION自己宣言（ＩＰＡ）の有無等）」のご回答に応じ最大60%割引＝最大68%割引まで適用可能

●I T 業務も行う事 業 者向けオプションとして、
「I T 業務 特約」もご用意
商工会議所の
保険制度HP

制 度 運

https://www.ishigakiservice.jp/

営

日本商工会議所

お問い合わせ先

橿原商工会議所
橿原商工会議所

引受損害保険会社

●一部の商工会議所では、本制度を取り扱っていない場合があります。取り扱いの有無はお近くの商工会議所にご確認ください。
●本募集広告は制度概要を示したものです。詳しくは、お近くの商工会議所にご確認ください。
●商工会議所では、本制度のほかにも各種保険・共済制度を取り扱っております。詳しくは、お近くの商工会議所にお問い合わせください。

●「標 的型メール訓練サービス」をご提供
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
損 害 保 険 ジ ャ パ ン 株 式 会 社
東京海上日動火災保険株式会社

補償

共栄火災海上保険株式会社
大同火災海上保険株式会社
三井住友海上火災保険株式会社
（事務幹事会社）

本募集広告は、商工会議所会員向け保険制度の事務管理を行う有限会社石垣サービスが日本商工会議所の経営協力により作成したものです。
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事業報告
創立30周年記念事業
創立30周年記念事業運営委員会を開催
●日 時／令和4年5月23日
（月）13：00〜
●場 所／橿原商工会議所 ４階 特別会議室
●議 案／①委員長・副委員長の選出について
②創立３０周年記念事業について
③その他について

創立30周年記念事業運営委員会
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委員長
佐藤
進 氏（橿原商工会議所 副会頭）
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

副委員長 下田 吉美 氏（橿原商工会議所 サービス業部会部会長）
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
副委員長 藤原 雅和 氏（橿原商工会議所青年部 会長）
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

橿原商工会議所は、令和4年度に創立30周年の節目を迎えること
となりました。
創立30周年にあたり、様々な記念事業の実施に向けて第1回の事
業運営委員会を開催しました。委員会では、記念式典等の事業の取
り組みについて運営委員により協議が行われました。

▲佐藤委員長の挨拶

委員
木原 智司 氏（橿原商工会議所 商業部会部会長）
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委員
中西
知 氏（橿原商工会議所 工業部会部会長）
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委員
嵜山 雅由 氏（橿原商工会議所 建設業部会部会長）
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委員
関
俊昭 氏（橿原商工会議所 観光部会部会長）
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委員
辻村 禮子 氏（橿原商工会議所女性会 会長）
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

▲委員会の様子

商業・工業・建設業・サービス業・観光部会の部会役員会
（部会総会）
を開催！
各部会役員会（部会総会）は、次の日程にて開催されました。

議案は以下の通り、すべて承認されました。
① 令和3年度 部会事業報告について

商業部会

＜部会長／木原 智司＞ 令和４年６月10日
（金）

工業部会

＜部会長／中西

知＞ 令和４年６月16日
（木）

③ 令和4年度 部会事業計画（案）について

建設業部会

＜部会長／嵜山 雅由＞ 令和４年６月13日
（月）

④ 令和4年度 部会事業予算（案）について

（月）
サービス業部会 ＜部会長／下田 吉美＞ 令和４年６月13日
観光部会

＜部会長／関

俊昭＞ 令和４年６月10日
（金）

② 令和3年度 部会会計報告について

⑤ 第12期議員及び部会役員の改選について
⑥ 創立30周年記念事業について
⑦ その他について

ビジネスマッチなら 橿原ビジネス商談会

奈良テレビ放送株式会社との個別商談会（バイヤーとの対面型商談）
●日時／令和４年６月２２日
（水）
２３日
（木） 各日10：00〜
●バイヤー名／鈴木達三氏（ビジネス開発局局長）
村松博氏（ビジネス開発局ビジネス開発部部長）
●会場名／橿原商工会議所 会議室Ａ
●参加事業者数／１３事業所
奈良県内製造者・生産者の商品を中心に取り扱い、
インターネットで
古都・奈良の厳選された特産品や名産品を全国へ販売している、
ならえ
えもんストア
（奈良テレビ放送株式会社）
との個別商談会を行いました。
新型コロナウイルス感染症に配慮した会場で、参加した事業所は、商
品について売り込みを行いました。

▲左から鈴木氏、村松氏
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橿原ブランド認定事業

異業種交流事業委員会
●日時／令和4年５月１１日
（水）19：00〜
●参加人数／１１名
●議案／①橿原ブランド 事業者意見交換＆交流会について
②異業種交流セミナー計画について
異業種交流事業委員会（委員長 長友久和）
を新型コロナウイルス
感染症拡大に配慮し、
当所会議室とWEBを活用したハイブリッド形式
にて開催されました。
今回より新たに金川 崇 氏（かながわＦＰ相談所）
が委員会に参加さ
れることとなり紹介が行われました。
委員会では、地域活性化事業部門より目前に迫った
「橿原ブランド
事業者意見交換＆交流会」
の実施内容や役割担当の説明が行われま
した。又、交流事業部門より今年度実施する異業種交流セミナーの検
討内容の進捗状況の説明が行われました。

橿原ブランド 事業者意見交換&交流会
●日時／令和４年５月１８日
（水）
１３：３０〜
●場所／橿原商工会議所４階 多目的スペース、会議室A
●事業運営／橿原商工会議所異業種交流事業委員会
橿原ブランド認定品の販路拡大に向けて、
自社商品が橿原ブランド
認定品に認定された事業所と事業運営する当所異業種交流事業委員
会との意見交換、
また事業所同士の情報交換の場として交流会を初め
て開催しました。
今回の意見交換では、事業所の橿原ブランドへの期待など情報交換
することができ、今後の販路拡大、橿原ブランド認定品のPRに向けて充
実した意見交換の機会となりました。

▲長友異業種交流事業委員長の挨拶 ▲交流会の様子

▲委員会の様子

▲意見交換の様子

制度改正等の課題解決環境整備事業
小規模事業者持続化補助金 活用セミナー

事業再構築補助金 活用セミナー

●日 時／令和4年5月24日
（火）14：00〜
令和4年5月26日
（木）19：00〜
●講師名／中小企業診断士 本田秀継氏
（真秀経営相談所 代表）
●会場名／橿原商工会議所 ４階 多目的スペース
●参加者数／令和4年5月24日
（火）
８名
令和4年5月26日
（木）
７名

●日 時／令和4年5月30日
（月）14：00〜
令和4年6月 2日
（木）19：00〜
●講師名／中小企業診断士 吉田喜彦氏
（経営システムコンサルティング事務所 代表）
●会場名／橿原商工会議所 ４階 多目的スペース
●参加者数／令和4年5月30日
（月）
５名
令和4年6月 2日
（木）
９名

小規模事業者持続化補助金の活用セミナーを開催し、補助金の概
要と対象者、申請書作成に必要な知識や申請書作成のポイントを説
明していただきました。

事業再構築補助金の活用セミナーを開催し、補助金の概要と対象
者、申請書作成に必要な知識や申請書作成のポイントを説明していた
だきました。

▲本田 講師

▲吉田 講師

▲セミナーの様子

▲セミナーの様子
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橿原商工会議所 年会費納入のお願い・口座振替のお知らせ
口座振替日

会員事業所の皆様には日頃より商工会議所事業にご理解・
ご協力いただき厚く御礼申し上げます。

7 27日（水）

令和４年 月

令和４年度の会費（令和４年４月〜令和５年３月分）につきま
して、右記の通り口座振替日をお知らせいたしますので、
ご納入いただきますようよろしくお願い致します。

ご指定の金融機関の預金通帳等には下記の通り表記されます

なお、当所会費とあわせて支部会費も振替させていただきます
のでご了承ください。

橿原商工会議所総務課

ご注意

のでご了承ください。
・南都銀行の場合…「ショウコウカイギショ」
・南都銀行以外の金融機関の場合…「DF. ショウコウカイヒ」

0744 - 28 - 4400

メールによる情報提供サービス

会員サービスのご案内

橿原商工会議所では当所主催の講習会の開催情報や、各関係省庁の情報等をお届け
する「メールによる情報提供サービス」を行っております。会員様限定・登録は無料で
す。皆様の経営にお役立てください。
■ 配信内容
●
●
●
●
●

情報提供を
ご希望の方は
・事業所名・メールアドレス
・ご担当者名・連絡先
を下記申込メールアドレス
までお送りください。

新型コロナウイルス感染症関連情報
当所主催のセミナー・相談会・商談会・交流会等の開催情報、各種事業のご案内
その他当所のサービス
補助金・助成金・支援金のご案内
※現在ご登録いただいています事業所様でメールアドレスの
各関係省庁の各種情報 等
変更がございましたら下記お問合せ先までご連絡ください。

!(%%#)%%!!

申込・お問合せ先 橿原商工会議所 総務課

7月号

ハローワーク求職者情報
No

希望職種

希望収入 希望勤務時間

1 軽作業・倉庫作業・フォ−クリフト荷役作業 30万円

不問

学歴

info@kashihara-cci.or.jp

■お問合せは、
ハローワーク大和高田へ

TEL.0745-52-5801

住所

担当／職業紹介部門 西川

職歴（最新▶旧）
・免許・資格

高校卒 香芝市 青果卸売販売員1年、青果卸売業店主38年／資格：フォークリフト運転技能者

2 営業事務・倉庫作業

35万円

3 製造技術者

30万円

4 木製品製造工

20万円

8:00〜17：00 高校卒 橿原市 店舗用什器等の木工家具製造、加工7年

5 フォークリフト運転作業員

25万円

8：30〜18：00 高校卒 橿原市 食品製造28年／資格：フォークリフト運転技能者

6 製造

30万円

8：30〜18：00 高校卒 広陵町 自動車部品の製造5年

7 包装・ピッキング・検査

※令和４年6月8日現在ハ
ローワークに登録され
ている人の一例です

8:00〜19：00 大学卒 広陵町 物置、フェンス等をホームセンター、一般店に販売26年
不問

9:00〜16:00

高校卒 大和高田市 スマホ製造の工程管理17年／資格：危険物取扱者（乙種）

短大卒 香芝市 眼鏡の製造3年6ヶ月、学童保育の指導2年／資格：中学校教諭免許

時給900円

１日5時間程度週4日程度

8 ルート集配・倉庫作業員

20万円

不問

高校卒 大和高田市 倉庫管理（イベント用品）、現場での人材管理等15年1ヶ月
資格：フォークリフト運転技能者、中型自動車免許、高所作業車運転技能者

9 生産・工程管理事務員

25万円

不問

大学卒 大和高田市 自動車部品の品質管理6年、生産・工程管理事務員約9年／資格：2級機械保全技能士

不問

不問

高校卒 大和高田市 自動車部品の製造8年

10 工場労務作業員・プログラマー

ȃȑǬǕǡȚǥ½൸ၕ
分野

令和４年度 能力開発セミナーのご案内
ポリテク奈良

日 程

コ ー ス 番 号・コ ー ス 名

建築

【H834】実践建築設計３次元CAD技術

機械

【M301】NC旋盤プログラミング技術

機械

【M706】生産現場に活かす品質管理技法

0744-22-5226

検索

受講料（税込）

9/3、
10

9,000円

9/13、
14、
15、
16
9/28、
29

18,000円
7,500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）

訓練コース名

実施日

生産性・ITセミナーのご案内

実施場所

0744-22-5101

受講料（税込）申込締切

表計算ソフトの関数活用

8/27（土）9：30〜16：30

ウェルITスクール あやめ池校

奈良市あやめ池北３-１-２６

2,200円

8/5

表計算ソフトのデータ集計活用

９/2（金）9：30〜16：30

ポリテクセンター奈良

橿原市城殿町４３３

2,200円

8/12

奈良市二条町２-２-７武田ビル

3,300円

8/19

表計算ソフトのマクロ活用
お問い合わせ先

9/10(土)･9/17(土)9：30〜16：30 パソコン・ネットスクールAUC

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構奈良支部 ポリテクセンター奈良

※詳細はＨＰ
【 ポリテク奈良
生産性 】
をご覧ください。

£{ .DVKLKDUD
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制

Ç

月 会議所行事予定

制：制度改正等の課題解決環境整備事業

商：ビジネスマッチなら橿原ビジネス商談会

日（6XQ）

月（Mon）

ÓÈ

ÓÇ

Î

{

新 経営相談窓口

火（7XH）

新：新型コロナウイルス感染症対策

※諸状況により予定が変更となる場合があります

水（:HG）

木（7KX）

Ón

Ó

Îä

x

È

Ç

新 経営相談窓口
新 経営相談窓口
●創立３０周年運
●第225回 日商
珠算（そろばん）検定試 営委員会
●青年部役員会
験合格発表

0RQWKO\VFKHGXOH
金（)UL）

£

Ó

n

新 経営相談窓口



●東商検定 第１
シーズン前半試験期間
（7/19まで）
新 経営相談窓口
商（株）
ローソンと

土（6DW）

新

連携した販売促進事業
説明会

新 経営相談窓口
新 経営相談窓口
£{ 新 経営相談窓口 £x 新 経営相談窓口 £È
££ ●源泉所得税の
£Ó 新 経営相談窓口 £Î ●異業種交流事
●橿原ブランド 万

£ä

業委員会

納期の特例
（１月〜６月）
個別相談
（6/21〜7/11）

葉×橿原コレクション認
定品募集 締め切り

£Ç

£n 新 経営相談窓口 £ 新 経営相談窓口 Óä 新 経営相談窓口 Ó£ 新 経営相談窓口 ÓÓ 新 経営相談窓口 ÓÎ

Ó{

新 経営相談窓口
新 経営相談窓口
Óx 新 経営相談窓口 ÓÈ 商新 経営相談窓口
ÓÇ ●個別経営相談会
Ón 新 経営相談窓口 Ó ●類農園との個別
Îä
奈良まほろば館

●東商検定 第１
シーズン後半 試験期間
（8/8まで）

とのWEB商談会
〜経営お悩み相談〜
●奈良県商工会議所青 ●橿原商工会議所年会
年部連合会 役員会
費口座振替日

Î£

£

Ó

Î

商談会

{

x

È

貴社の印刷物にも
お試しください。

抗菌ニスコーティングで印刷物に安心安全を＋

パンフレット・チラシ・ホームページの企画から印刷・製作までトータルサポート

本 社 〒634-0812 奈良県橿原市今井町３−２−５
事業所 〒636-0246 奈良県磯城郡田原本町千代360-1



KWWSVZZZDLSULFRPFRMS

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

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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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︒

発行所／橿原商工会議所
URL https://kashihara-cci.or.jp

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

東京オフィス

〒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
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発行責任者／中村 吉代茂
〈発行回数〉
月1回1日発行
〈印刷部数〉1,850部

本 社・工 場

〒634-0063 橿原市久米町652-2
TEL.0744-28-4400（代）FAX.0744-28-4430

三和澱粉工 業 株 式 会 社
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