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丁重義 塾

今年度も京築地区商工会
︵みやこ町︑築上町︑吉富町︑
上毛町︶が広域共同事業とし

て講習会を行いました︒

●場 所 築上町商工会
●定 員 20名

間

2時間

●受講料 商工会員無料
●時

11月 26日㈱

●スマホを使って動画を撮影・編集

●YouTubeのアカウント設定・チャンネル設定

●ホームページへの掲載と運用方法

〜営業力強化セミナー〜

9月 24日㈱
●製品でなく効果を売る
●私はこうして日本一の受注利益を達成した
●売り込むと売れない

録つい蒙ってしまヂ 店づくり 国家技能検定一級商品 10月 22日㈱
〜「心理学」に基づいた店舗レイアウトの仕掛け教えます− 装飾展示技能士 松岡忠夫
●ディスプレイの基本
●ディスプレイ実践講座
●お店のイメージアップ術●心理学に基づいたディスプレイ

●補助金の募集が始まってからでは遅すぎる
●準備ができていると、「一次公募」に応募が可能！

●ブラックボードを使って演習します。
●何度でも書き直しOK

③中小企業販売力強化支援事業
・商談会等への出展費用を補助
今後も︑随時補助金のご案内をして参り
ますので︑興味をもたれましたら商工会に
ご相談下さい︒

②ものづくり補助金
・革新的なものづくり等に対し︑設備投資
等経費を補助

①小規模事業者持続化補助金
・販路開拓経費の一部を補助

︻今年度取扱した主な補助金︼

商工会では︑地元事業所のみなさまに対し
様々な補助金申請支援を行っております︒

〜小さな事業所が補助金を受けるためには−

中小企業診断士 林幸−郎
いろんな補助金受けるためのポイントセミナー

12月 5日倹）
商業施設 コンサルタント 内村明子
〜お客様がお店の前で立ち止まる！−

ブラックボードPOP講座

今年度から場所は︑築上町

商工会で全て行われました
が︑みやこ町商工会会員から
もテーマ別に毎回数名が参加
し︑熱心に受講されました︒
是非自身の事業に活用してく
ださい︒

昨年11月7日︵金︶︑豊津本所にて
一日公庫を開催いたしました︒一日

公庫は︑日本政策金融公庫担当者が

談︒一日で融資可否の決定までされ

商工会館に常駐し︑融資相談者と面
るというもので︑毎年1回開催して

ていただきました︒

おります︒今回も数名の方からお申
込みいただき︑融資相談に対応させ

商工会では一日公庫に限らず︑常

はじめての動画活用「初級編」

中小企業診断士 林幸−郎
「あなたから買いたい！」と言われる営業力

8月 27日㈱
iTコンサルタント 藤川 学
〜スマホで始める動画コンテンツの製作−

開催日
名
師
講
マ

きますので︑お気軽にご相談下さい︒

今年度︑全国商工会連合会が公募した標記事業
が採択され︑実施計画にのっとり事業を進めてい
ま
す
︒

告書を作成提出するものであります︒

本事業は︑数名の事業者が委員会を組織し︑視察
研修・勉強会を通じて新事業開発の検討を行い︑委
員会委員全員がそれぞれ今後の取組についての報

一．実施事業名

みやこ町6次産業化プロジェクト研究会事業

二．事業内容
●研修会・勉強会を︵3回︶

6次産業化の取組と課題について
●視察研修を︵2回︶

①きいきいきて屋︵愛媛県今治市︶
内子フレッシュパークからり︵愛媛県内子町︶

②特定非営利活動法人えがおつなげて︵山梨県北杜
市須玉町︶

道の駅とよとみ農産物直売所︵山梨県中央市浅利︶
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時融資のご相談に対応させていただ

四国視察研修
H26年10月
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平成26年9月7日︵日︶

●発売日

●発行総額
2．200万円

今年は︑4月からの消費一

税率引き上げに伴い︑消費一

両彊綴露豊
へ取り組みました︒
9月7日の販売は︑当日
の午前中で全て売り切れ︑今
年度の販売は終了しました︒

ようになっていますので︑

再度︑有効期限の確認と換

金期限の厳守にご協力くだ
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あなたの保険−．
見直し診断事業
商工会では︑平成26年6月16

日から7月末にかけて﹁あなた
しました︒

の保険見直し診断﹂事業を実施
保険は人生の時々に起こりう

る不測の事態に備えるもの︒保
険見直し相談希望のあった方
が加入されている保険内容に
ついて︑県連合会の専門相談員
が内容を確認しながらライフ
ステージに応じた保険プラン
をご提案しました︒

保険見直し診断をすること
で︑保険のムダや保険の保障不

足が分かったりするケースが
比較的多いことが分かりまし
た︒保険は定期的に見直しする

︻女性部全国大会︼
10月22日︵水︶・23日︵木︶に

﹁第16回商工会女性部全国大会
iつりUKUOKANO−全がアジアの

玄関︑福岡で開催されました︒
会場は︑ヒルトン福岡シーホー

クで︑全国から女性部員︑ス
タッフも含め3．204名が参

加されました︒わが商工会女性
部も12名参加し︑全国の商工会
女性部と交流しました︒

10月26日︵日︶青年部で毎年

︻秋のクリーンキャンペーン︼

実施している秋の今川草刈を

ことを是非お勧めします︒

商工会の福祉共済︵けが︑病

られる生命保障は︑自家共済の

美しくなりました︒

実施しました︒今回は商工会役
員も合同で行い︑今川がさらに
︵配当付き︶で大きな保障が得

気︑がん︶の保障と︑割安な掛金

メリットを活かしコストパ

フォーマンスと保障内容は
トップクラス︒民間生命保険と

是非一度比較してみて下さい︒
商工会が自信をもってお勧
めする制度です︒ご相談等あり

ましたら︑お気軽に商工会まで

お問い合わせ下さい︒

日月15日︵土︶・16日︵目︶の2

︻みやこ町産業祭︼

︒
た

青年部は初となるカレーラ
イス︑女性部は毎年恒例うどん
の販売を行い︑共に大好評でし

︒
た

ました︒天候にも恵まれ︑多く
の来場者で会場は賑わいまし

回みやこ町産業祭﹂が開催され

日間︑みやこ町役場犀川支所で
﹁よってこ犀祭インみやこ第9
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品もあり盛り上がりました︒

くのお子さんが参加し︑豪華景

また︑青年部はステージイベ
ント﹁ラムネ早飲み﹂を実施︒多

章二ふ●質葛，〇、㌦へ・

使用できる商品券を発行す亀

攫聾襲襲珪裏亨哩薫聖等曇」聖書至
なお︑チラシ・通達文書等
でお知らせしています商品
券の有効期限について﹁前
払式証票の規制等に関する
法律﹂により︑有効期限が過
ぎた商品券は取扱できない
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日月29日︵土︶豊津国作

︻イルミネーション事業︼

りました︒

ろ苦い航空祭デビューとな

天により航空祭は中止︒ほ

大盛況でしたが︑突然の雨

茶を販売し︑行列が出来る

チャウダー︑コーヒー︑お

た︒カレーライス︑クラム

祭に青年部で初出店しまし

築城基地で開催された航空

日月00日︵日︶航空自衛隊

︻築城基地航空祭︼

が通行者を癒しました︒

あたる場所で︑幻想的な光

た︒みやこ町の玄関口にも

ミネーションを設置しまし

天平の塔に︑青年部でイル
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等量 一三評竃娩

事業所名 花 田商店
︵花田建設︶
代表者名 花 田芳香

難題

こんにちは！当社はみやこ町勝山で開業してまも
なく7年目を迎えることができました。九州大学との
共同研究で開発された当社オリジナル商品「筍の皮石
鹸」（共同特許出願中）は、TV番組をはじめとしたメ
ディアに多数取り上げられて、現在はインターネットや
電話で多くのお客様にご支持頂くまでになりました。
寛在、商品ラインナップの充実をはかるべく新たな
、取り組みに挑戦しています。無添加・安心・安全な商品
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もなっています。

近くにお寄りの際は、是非お立ち寄り下さい。
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平成26年3月に消費税法施行命令等の一部が改正
されています。

：−中 盤輩

☆筒易課税制度のみなし仕入率の見直し
簡易課税制度のみなし仕入率について、現行の第四

∴∴∴∴9i000，iO

カーテン・学生服

藁所名望謙服苗

代表者名 黒 田秀

書、￣
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犀川の柳瀬で地元農産物の直売所を開店して13年
になります。特産品柳瀬ごぼうや犀川柳瀬米、その他
地元で採れた新鮮な物をたくさん取扱っています。
地元のお客様も多く、お客様や私達との交流の場に

を世の中に送り出し、多くの方の美に役立つことを使
命に、これからも頑張っていきます。どうぞよろしく
お願いします。
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i 耳申達 骸書 I

種事業のうち、金融業及び保険業を第五種事業とし、
そのみなし仕入率を50％（現行60％）とするととも

に、現行の第五種事業のうち、不動産業を第六種事業
圭

￣「SSL
＋

とし、そのみなし仕入率を40％（現行50％）に。

二SL
／

ノ

この改正は、平成27年4月1日以後に開始する

一撃〝

課税期間から適用されます。ただし、経過措置が
設けられています。

こんにちは、昨年11月でお店を開業して50周年を
迎えました。50周年の節目に、昨年2月にお店を新装開
店して本年2月で1周年を迎えます。私が2代目です。後
継者もおります。お店のモットーは感謝、誠実、笑顔です。

【個人事業者の適用例】
「消費税簡易課税 制度選択届出書」
自26．1．1

の提出年月日

家族で大切にしている言葉が「心こそ大切なれ」とい
う言葉です。この言葉を大切にしながら、これからも
地域の皆様に愛されるお店を目指して、一人一人のお
客様との出会いを大切にして頑張ってまいります。
いつもありがとうございます。

至26．12．31

①25．12．31以前
②26．9．26

税

至27．12．31

第五種で計算

（一般課税）

課

自27．1．1

第五種で計算

期

間

自28．1．1

至28．12．31

第六種で計算

自29．1．1

至29．12．31

第六種で計算

第五経で計算

第五種で計算

第六種で計算

（D26．10．6

（一般課税）

第五種で計算

第六種で計算

第六種で計算

④27．3．16

（一般課税）

（一般課灘）

第六種で計算

第六種で計算

ご存知のとおり︑昨年8月号
から会員のみなさまに月刊商
工会の配布を始めました︒月刊

商工会には︑商工会・小規模事

業者等に関する全国的を情報
や︑全国の商工会員の先進的な
事例紹介︑その他みなさまのお

ます︒お時間があるときにご覧

役に立つ情報が掲載されてい

また︑月刊商工会は事務局職

いただき︑参考にされて下さ

︒
い

りますので︑ご相談事等ござい

員が直接配布にお伺いしてお

︵●

‡ほしたらおっしゃって下さい︒

がも
近づ
て
き告
まの
し時
た︒
＠ 今年
確い
定
申
期申
告の準備は進んでいます
でしょうか︒税相会員の
方には︑例年どおり商工会よ
り資料の提出についてお知ら
せしますので早めのご準備を
お願いします︒

︻確定申告期限︼
●所得税平成27年3月16日
●消費税平成27年3月31日

※ご存知のとおり︑昨年4月
から消費税率が8％に増率さ
れており︑納付税額も増額と
なることが想定されます︒あ
らかじめご承知おき下さい︒

