対！
反
リ
パ
キッ

コロナ

たより総評の提案に一致

対象

今年の第

回「３・

所で１６００人超が参

して重税反対を市民に

促す動きが強まる中で

園に集まり集団申告を

昨年デジタル庁が発足

今年の統一行動は、

ため重税反対統一行動

者の権利を発展させる

申告納税制度など納税

税！インボイス中止と

行われます。消費税減

行った」「宣伝カーから

し、電子帳簿保存法の

アピールしました。
動」は、２０２２年３

音を流してアピール、

改定などインボイス導

に参加しましょう。

加 。「 税 務 署 近 く の 公

日（金）を中心に

デモ隊はサイレントで

入を視野に電子申告を

重税反対全国統一行

でコロナ下で開催とな

行進」など工夫を凝ら

行われます。２年連続

月

カ

った昨年の行動は

※詳細は、各地の民商までご確認ください。

ました。

もぜひ活用し

してほしい」と強く訴え

京都府の独自施策を検討

どすべての事業者を救う

復活支援金への上乗せな

でつぶされないよう事業

人の願い。ぜひ、コロナ

商売を続けることが商売

久保田会長は「普通に

た。

てほしい」 と述べまし

京都産業

てほしい。北部地域では

れないようにぜひ活用し

事前審査機関難民が生ま

支援金は期間も長いので

実。ただ今回の事業復活

大変苦労しているのも現

与謝 3月14日
（月）
午後1時30分 宮津歴史の館

日投開票で行われる京都府知事選挙に、京都

でオンラインも併用して

会の犠牲が非正規労働者
点が多くてびっくりし

みやこめっせ

３月５日（土）午後
５時

和五年度問題』として重

視し問題意識を共有して

いる。京都府の金融機関

とのネットワークを発揮

していきたい」と話しま

した。また、事業復活支

援金の事前確認機関が見

つからない問題について

も山梨県などが補助金を

県がつけて商工会議所・

商工会が事前確認を行っ

ている事例を京商連から

紹介。上林副部長はメモ

しつつ「国がサポートセ

ンターをもっと予算もつ

けて開設してもらうのが

本来の在り方であり京都

府からも要請している」

「一時や月次支援金では

商工会議所なども会外の

（金）
午前10時３０分 中丹勤労者福祉会館
福知山 ３月11日

日告示、４月

援とセットで最低賃金
の開催となります。会場

と女性に表出したことを
た」と経済界トップも評

●南部地域対象

綾部 ３月11日
（金）
午前9時30分 綾部市中央公民館

３月

１５００円へのアップが
参加、オンライン視聴も

指 摘。「 格 差 社 会 の 犠 牲
価。京都経済発展へ、現

文化パルク城陽

やましろ ３月11日
（金）
午前9時30分 CIKビル（京田辺商工会館）

済の４割が集中する『令

城・久 3月11日
（金）
午後１時40分 久御山町ゆうホール

）が立候補を表明しました。コロナ感染第６

必要」と京都総評の提言
含め地域経済振興のリー

をつくらず、地域経済の

知 事 の 北 陸 新 幹 線・ ア

３月 日（日）午後
２時

かせていただきました。

コロナ感染が長期化する

中で、いま相談が『店を

閉じるかどうか』という

生死のかかった問題にな

っていることは実感して

います」と共感を寄せま

した。

普通に商売を
続けたい願い

そのうえで「ゼロゼロ

乙向 ３月11日
（金）
午後1時30分 長岡京市中央公民館

総評議長の梶川憲氏（

をまとめ、府内すべての
ダー梶川憲さんの訴えを

主役、働く者や中小企業

リーナ建設などの大型開

の預金を食いつぶしたマ

山科 ３月11日
（金）
午前9時30分 東野公園

波で京都にまん延防止等重点措置が適用され、飲食店への時短営業が

梶川氏は「失業給付が
商工会議所と商工会を訪
直接聞きましょう。みん

・小事業者を支える府政

発の道か、梶川さんが主

京商連はコロナ感染第

ッサージ店。まん延防止
措置で数十件がキャンセ

東山 ３月11日
（金）
午後1時30分 東山税務署前集合

求められる下での知事選挙です。「営業ももう限界」 と悲鳴を上げる

少なく、シングルで両親
問し経済界リーダーと直

なでご視聴ください。

をつくる」と力を込めて

張する中小企業への直接

日に
「新型コロナウイルス感

ルになった丹後の民宿」

６ 波 の 下、 １ 月

染拡大の影響から中小業

など事務局長会議などで

左京 ３月11日
（金）
午後1時30分 教育文化センター101会議室

京都府下すべての中小業者にとことん寄り添うリーダーが必要です。

と２人の子ども。両親の
接の懇談を繰り返し行っ

訴えます。消費税減税・

支援で賃金底上げし安定

者の営業を守る緊急要望

寄せられた業者の実情を

しんまち会館

人も環境も
かがやく京都へ

年金も少なく困っ てい
てきました。

インボイス制度中止につ

雇用をつくり地域循環型

●市内・乙向・口丹地域

る」という相談の声を紹

いても生業と消費を支

経済実現の道か、知事選

書」を京都府に提出。２

報告、副部長は一つひと

下京 ３月11日
（金）
午後２時

融資の返済については返

伏見 3月14日
（月）
午後1時45分 呉竹文化センター

事業者の相談が殺到して

商工観光センター

舞鶴 ３月11日
（金）
午前10時

人権交流センター

八幡 ３月11日
（金）
午後２時

城南勤労者福祉会館

宇治 ３月11日
（金）
午前10時

春日公園

３月11日
（金）
午前10時

南

この提言内容は「思っ

え、個人事業主を守る立

の争点は明確です。

日に商工労働観光部

つの事例をノートにメモ

月

上林秀行副部長と懇談し

し聞き入りました。
上林副部長は「コロナ

て業者の実情を伝え支援
を要請しました。

感染収束の先が見えない
中で大変なご苦労をされ
ている事業者の実態を聞

西ノ京公園

22
３月11日
（金）
午前10時３０分 扇町天神公園集合
上京

介し、コロナ禍で格差社

場から国に地方の声を届
けますとハッキリ主張し
ています。

梶川さんの訴え
を直接聞こう
京商連は、第７回常任
理事会で梶川憲氏の推薦
を決定。京都市内・南部

地域経済振興の
リーダー
梶川氏は一昨年から

苦しむ業者の
実態に共感
懇談の冒頭、京商連久
保田憲一会長は「コロナ
で街を歩くたびに閉店す
る店が目立つ状況です。
廃業させない支援をぜひ
京都府にお願いしたい」
とあいさつしました。池
田靖事務局長は三役会や
「一年分の売上額と同額

中京 ３月11日
（金）
午後2時

11
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13

53

北

所
場
時
日

峰山地域公民館

丹後 ３月11日
（金）
午前10時

21

右京 ３月11日
（金）
午後1時30分 ラボール京都

上林副部長に要望書を
手渡す久保田会長

地域でも府民大集会が開

京都府に緊急要望書
提出・懇談

重税反対みんなで行動
25

13

「コロナ廃業させない支援を」

3/ みんなで参加！
11
22

62 10

「 地 域 経 済 を 再 生・ 振 興

梶川憲 京都総評議長

http://www.kyoshoren.gr.jp/
E-mail：info@kyoshoren.gr.jp

（平日午前10時
～午後４時）

京都府商工団体連合会
行
発

〒600-8009 京
 都市下京区四条通室町東入
函谷鉾町78番地
京都経済センター４階409

コロナ支援・確定申告
何でも相談窓口

24

かれます。コロナ禍の下

中

するためには中小企業支

支援
り
か
っ
小業者し

頼りになる知事を！
ス
インボイ

電 話 075（353）3551 FAX 075（353）3552

0120-22-0000

1 部10円（購読料は民商会費に含まれています）

京商連事務局が対応し、
各民商に相談をつなぎます
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（１）

西京民商

長谷川 靖子
さ
ん

輪

名の仲間を迎

第 弾

クです。

なエネルギーセラミッ

からない状況です。せっかく青年部に入って

なお仕事をされている方を迎えたのか全くわ

kyoshoren.gr.jp京 青 協

５ ５ ２ 、 E-mail:tanno@ ン」終了後にインボイス

Ｘ：０７５―３５３―３

や名刺、チラシ等をＦＡ

是非ご参加ください。

前にアピールしたい文書

アピールしたい方は事

お仕事紹介オンライン開催

広げよう！繋げよう！

を

昨年の全青協定期総会時に

身体と心の健康を日

もらったんだから、それぞれへ仕事を紹介し

まで送ってください。１

とき ： ３月

インボイス
学習会 第２弾

常のお得な体験でサ

ようという話になりました。集まることがむ

部送っていただいたら参

え、京青協が表彰されました。しかし、どん

ポートさせて頂いてお

ずかしいので、オンライン開催とします。現

日（ 月 ・

の学習会を開催します。

「お仕事紹介オンライ

ります。

※ＩＤ 、 パ ス コ ー ド な

日（ 月 ・

ど、詳しいことについ

とき ： ３月

祝）午後１時より

クリーンで快適な
エコライフを

在の青年部員さんもぜひ紹介してください。

『コロナ禍の中、全国的に
ニーズが上がってきています』

起業されたい方
副業されたい方
アルバイトされたい方

加者分を印刷してお渡し

祝）午後３時～午後４時

場（どこからでもＯＫ）

ところ：各オンライン会

日まで

します。

申し込み：３月

講師：中京民商事務局長

山元さんは青年部の理

事です。青年部の目線に

合ったお話が聞けます。

※お仕事紹介オンライン

と同じＩＤ、パスコー

ドになります。

青年部員でなくても参

加できます。青年対象者

日まで

には入部をお願いしま

す。

申し込み：３月

に京商連事務局へ

多くなる場合は、中止さ

に京商連事務局へ

室内でなく外で楽しめる

せていただきます（３月

ては各民商へお問い合

こととしました。コロナ

ものを考えました。婦人

下 旬 に は 決 定 し ま す ）。

ところ：各オンライン会

コロナ禍のため２０１

禍のため長い時間バスに

部も一緒に取り組みま

「アスト Ⓡ 関西」は、

９年のミカン狩り以降、

乗ることのないように近

山元歩美さん

バス旅行は中止しました

名から

日

さい。

名（先着順とします）

※民商を通じてお申込みください

申込締切：３月

募集人数：

ていただければ加入者として扱います）

共済未加入者６０００円（３月

日までに加入し

是非皆さん参加してくだ

す。

※感染の状況によって中止の場合もあります

分出発

集合：午前８時 分京都駅八条口観光バス駐車場
集合、午前８時

行き先：伊賀の里モクモク手づくりファーム

もしこの先、感染者が

場を考えたり、バスの乗

とき：２０２２年４月 日（日）

が、２年半ぶりに感染対

わせください。

化し続けている地球温

車人数を抑えつつ、また

場（どこからでもＯＫ）

水、河川、海までもき

い思いで活動しており

然石、天然砂、天然鉱

暖化原因の一つである

ます。

石など身体に良い自然

生ゴミ焼却による二酸

活性エネルギーセラ

物質だけを吟味し、ブ

化炭素の発生やダイオ

策を行いながら開催する

子供たちの未来へ安心

又、残飯が瞬間処理
れいになります。ご家

を…を企業テーマに現

なので嫌な臭いが残る
庭での残飯処理の手

アスト Ⓡ の残飯処

在残され続けている負

こともなく、ハエ、ゴ
間、費用の軽減はもち

ミックアース君 Ⓡ は、

理により可燃ゴミが少

担を少しでも軽減した

キブリなどの害虫が寄
ろん、ゴミの量が少な

健康、住環境などに有

なくなるので現在深刻

日常の生活を

ってこなくなり衛生的
くなるので経済的にも

効と考えられる各種天

ちょっとしたお得に

アストⓇの残飯処理
です。そして台所だけ
とってもお得です。

家事を得々に
切り替えません
か

機（ディスポーザー）
でなく配管やマス、用

レンド焼成した画期的

※北部はマイクロバス検討中です
内容：ファーム内自由行動

⇨昼食（バーベキュー）、手づくり体験（申

込制）、お風呂も楽しめます（ともに実費とな

ります。 同時には申込めません）。 ※手づく

り体験①ウインナー教室１１８８円②パン教

室１１８８円、お風呂７５０円（タオル・バ

スタオルはつきませんのでご持参ください）

⇨伊賀城下町お菓子街道散策、５店舗で食

べ歩きができるクーポン（７００円）をお渡
しします。

参加費：おひとり様４０００円・小学生３０００

20

〈住所〉京都市右京区西京極南衣手
町55
〈電話番号〉090-5362-0268
〈FAX〉075-312-7178
〈ホームページアドレス〉
https://ast-kansai24.com

は、ご家庭から出る残
飯類（野菜クズ、魚や
鶏の骨、果物の皮）な
ど、臭くて面倒な残飯
類をペースト状に粉砕

15

３月21日（月・祝）京青協お仕事紹介・
インボイス学習会 第2弾
３月27日（日） 全商連第２回理事会

70

３月15日（火） 共済会常任理事会
３月17日（木） 第10回事務局長会議
京婦協常任理事会

アスト関西株式会社

3

20

３月11日（金） 3.13重税反対全国統一行動
３月13日（日） 南部地域府民大集会

キシンの発生源の削減

21

60

３月５日（土） 府民大集会
（市内・乙訓・口丹地域）
３月９日（水） 京青協三役・理事会

し、水道水と一緒にシ

に役立ちます。
地 球 環 境 に 貢 献 し、
子供たちやすべての生
物に貢献、そして社会
の人々に貢献していく
思いでおります。
コロナ禍の中、これ
から需要が伸びて商
材、そしてお仕事でご

15

円・幼児１５００円（キッズプレートが必

行事あんない

24

30

15

しております。

取り付け作業の▶
様子

26

要な方のみ）

３月28日（月） 第８回常任理事会

ンクから下水に流すシ

▲取り付けた
ロケット点検

13:36:38
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一緒に得々体験を一緒
に楽しみませんか。

手作りファーム ＆

ご愛用と合わせてお仕事の確

E
N

ステムです。
▲浴槽にアース君を
敷いて入浴します

城下町お菓子街道散策

21
共済会

生きる

⁉

青年部

コロナに負けるな
共済バスツアー
伊賀の里モクモク
恒例

認などお気軽にお問合せお待ち

S

W

地域で

（２）
２０２２年３月７日（毎月７日発行）
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