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総代会について
「平成２２年度通常総代会」が去る５月２４日
（月）午後３時から、

が選任され、同時に下田泰博氏が専務理事に選任されました。

長岡京市立産業文化会館において開催されました。
今回選任されました役員の任期は、前任者の残任期間となる

高井保治会長の挨拶、開会宣言のあと、田中伸二議長を選任し
総代定数１３０名、出席者数８１名（うち委任状出席者数２４名）
が

平成２４年度総代会開催日までの２年間となります。
なお、退任される高井会長には、
これまでの功績を称え京都府

出席するなか、平成２１年度事業報告や、平成２２年度事業計画な
どが審議され、
すべての議案が可決承認されました。

より組合（団体）功労者表彰が授与されました。

商工会創立から１０年が経過しさらに飛躍するため、本年度の
主要事業として、商店街の活性化対策の推進、観光振興や農商工
連携を念頭に観光協会や農林関係機関との連携強化を図りなが
ら「たけのこ」をはじめとする長岡京ブランドのアピールに取り組
みます。また、経済産業省が推進している「京都中小企業応援セ
ンター」に参加し、京都府南部地域の拠点として各種施策に積極
的に取り組みます。
今回の総代会では、高井会長及び高間副会長の辞任に伴い、
山下昌行氏（山下建設株式会社）が会長に山本敏彦氏が副会長
（株式会社山本敏工務店）
として選任され、西小路副会長ととも
に商工会三役としてご尽力いただくこととなりました。また、新た
に理事として、高間秀雄氏、藤井宣之氏、西田隆広氏、小田智史氏

▲総代会の様子

優良従業員表彰の授与式
総代会終了後、本会の会員事業所で日頃から職務に精励されている従業員を
対象とした優良従業員表彰が行われました。表彰者は以下の３名です。
ヤマキ商事株式会社

平成２２年６月１１日
（金）長岡京市立産業
文化会館にて長岡京市商工会６月五役会が

西 田 典 弘 氏 、コルディ

開催されました。

ア・サロンひまわり

会議の冒頭、山下会長より総務委員長に

山田倫子氏、市房電機
株式会社

総務及び企画委員長の
委嘱について

白井一夫氏（㈱シライ）、企画委員長に山下

岡本法子氏

泰弘氏（うお寿）が指名され、両氏に各委員
長就任の委嘱状が交付

う
おめでと
す︒
ございま

されました。
今 後も商 工 会 運
営にご尽 力 い ただ
きますようお願い申

▲優良従業員表彰の授与式の様子

し上げます。

女性部通常総会について
平成22年4月15日（木）午後4時30分より伊勢丹京都店
の市場小路にて女性部通常総会が開催されました。
総会では、以下の議案が審議のうえ、可決承認されました。

飲食業部会通常総会について
平成22年7月12日（月）午後2時より天文にて飲食業部会
通常総会が開催されました。
総会では、以下の議案が審議のうえ、可決承認されました。

第1号議案

平成21年度事業報告に関する件

第1号議案

平成21年度事業報告承認の件

第2号議案

平成21年度収支決算報告に関する件

第2号議案

平成21年度収支決算報告承認の件

第3号議案

平成22年度事業計画（案）
に関する件

第3号議案

平成22年度事業計画（案）承認の件

第4号議案

平成22年度収支予算（案）
に関する件

第4号議案

平成22年度収支予算（案）承認の件

第5号議案

部会役員の追加選任の件

総会後の懇親会の来賓には、小田長岡京市長、山田商工観
光課長、西小路副会長の3名をお迎えしました。懇親会の席で

今回の部会役員の追加選任により、現在取り組んでいる業態別グ

は地域活性化に向けた活発な議論が飛び交い、有意義な時間

ループの各グループから最低1人の幹事役員が選任されたことによ

を過ごすことができました。

り、各グループの意見を役員会に反映する仕組みが構築されました。
新たに就任された部会役員は、藤田博和氏（ケーキ喫茶 新菓創庵
とっと）、奥村泰一氏（お食事処 わかたけ）、田中貞明氏（スナック サラ
サ）の3氏です。
今後も積極的な飲食業部会活動へのご参加お待ちしております。

▲女性部通常総会の様子

▲飲食業部会通常総会の様子と山下部会長

建設業部会通常総会・研修会について
平成２２年７月１３日
（火）午後２時３０分より京都市左京区に
ある無鄰菴の庭園見学の後、
ウェスティン都ホテル３階菊の間
にて建設業部会通常総会が開催されました。

工業部会通常総会について
平成２２年７月６日（火）午後６時よりうお寿にて工業部会通
常総会が開催されました。
総会では、以下の議案が審議のうえ、可決承認されました。

総会では、以下の議案が審議のうえ、可決承認されました。

第1号議案

第1号議案 平成21年度事業報告及び決算報告に関する件
第2号議案 平成22年度事業計画(案)及び予算（案）に関する件

平成２１年度事業報告、収支決算報告承認
の件

第2号議案

第3号議案 部会役員の異動について

平成２２年度事業計画（案）、収支予算（案）
決定の件

なお、部会役員の異動については、山下昌行氏（山下建設株
式会社）が商工会会長就任により第1分科副会長から一般幹
事へ、石井了嗣氏（株式会社石井瓦工社）
が山下昌行氏の後任
として一般幹事から第1
分科副会長へ、小倉工務

乙訓２市１町商工会合併促進
連絡協議会総会決議について
平成２２年４月２０日（火）
に開田自治会館において乙訓２市

店 の 代 表 者 変 更に伴 い

１町商工会合併促進連絡協議会総会が開催されました。

小倉忠男氏から小倉一明

平成２１年３月に設立された協議会は、その調査・研究組織と

氏へと役員の変更があり

しての組織、財政、事業部会において合併に係る諸問題の協

ました。

議・検討を重ねてきました。
今般、
３部会の報告が取りまとめられ、いずれの部会におき

▲無鄰菴での研修会

ましても２市１町の商工会が合併するにあたり、現状において
は、
それぞれ多くの課題があるとの結論に達しました。
協議会としては、
これまでに各部会においてなされた協議・
検討が、今後の乙訓２市１町における行政の動きに対応して、
速やかに商工会としての判断をするための基礎的な資料とな
ることを確認した上で、協議会の運営を当面休止する決議がな

▲建設業部会通常総会の様子

されました。

青色申告会定時総会について

青年部通常総会について
平成２２年４月２３日（金）午後5時より長岡京市立産業文化
総会では、以下の議案が審議のうえ、可決承認されました。
第1号議案

平成２１年度事業報告に関する件

第2号議案

平成２１年度決算報告に関する件

第3号議案

任期満了に伴う役員選任に関する件

第4号議案

平成２２年度事業計画（案）
に関する件

第5号議案

平成２２年度収支予算（案）
に関する件

酒店）
が就任し、現副部会長の永原剛氏（㈲永原造園）
とともに
部会三役としてご尽力いただくこととなりました。また、大橋誠
氏
（大橋清建設工業㈱）
が新たに常任委員に就任されました。
総会後、小田長岡京市長や坪内・中小路両府会議員、山下総
務委員長（総会当時）
との意見交換会が行われました。
平成２２年度の青年部役員体制は以下の通りです。

顧問
〃
〃

名
智史
有美
剛
望
哲
崇史
隆充
勇介
寛之
誠
一明
茂行

中小路 貴司
大橋 安浩
辻
正志

事業所名
シャレード74
多 貝 酒 店
㈲永原造園
㈲ 丁 花 園
奥田登記測量事務所
カルフール
橋井電気商会
㈱伸輝開発
㈱今
長
大橋清建設工業㈱
小倉工務店
㈱フジタカ

平成２１年度事業報告ならびに収支決算報告
の承認について

第３号議案 任期満了に伴う役員選任に関する件では、
新部

氏
小田
多貝
永原
高橋
奥田
小林
山本
酒井
斉藤
大橋
小倉
高井

総会では、以下の議案が審議のうえ、可決承認されました。
第1号議案

長に小田智史氏（シャレード７４）、新副部長に多貝有美氏（多貝

役 職
部
長
副 部 長
〃
常任委員
〃
〃
〃
〃
〃
〃
監査委員
〃

平成２２年６月２９日
（火）
午後4時より長岡京市立産業文化会
館にて青色申告会定時総会が開催されました。

会館会議室にて青年部通常総会が開催されました。

備考
新任
新任

第2号議案

平成２２年度事業計画(案)ならびに収支予算
(案)の承認について

第3号議案

任期満了に伴う役員改選の件

役員体制は以下の通りです。
役 職
氏 名
山本
正
会
長
副 会 長
平田 修太郎
〃
瀬尾 昭二
会計担当理事
増山 エリ子
理
事
西山 喜久治
〃
小倉
昇
〃
徳田 健治
下田 泰博（商工会専務理事）
監
事

事業所名
テーラー平田
瀬尾時計店
エ リ 商 会
喜
久
春
佐 藤 商 店
京菓子 とく多
長岡京市商工会

青色申告会入会のおすすめ
青色申告制度は、税金面で数多くの特典が認められており、
節税効果もある大変有利な制度です。この制度を活用するた
め、会員のみなさまが各自で帳簿を記入され、確定申告書を独
自で作成、提出されています。
新任

㈱文京堂書店
㈲サンハウジング
㈱辻工務店

青色申告会では、簿記の勉強会や毎年2月上旬から3月上
旬にかけて確定決算書や申告書の内容を税理士の先生に確認
して頂きながら提出できる個別指導を実施しているため、一人
で悩まずに確定申告ができます。ご関心のある方は、長岡京市
商工会内

青色申告会事務局までお問い合わせください。
（会

費は月額200円です。）

七夕すとりーとが開催されました
平成２２年６月２８日（月）から７月７日（水）
までの期間、市内４
商店街（会）
（神足商店会、セブン商店会、長岡駅前相互会、長岡
中央商店街）、市役所玄関前及びバンビオ会場に、市内小学生並
びに園児の願いが込められた笹飾りが飾られました。
７月３日（土）
には、午後３時から長岡中央商店街ではお楽しみ
抽選会が、午後５時からは産業文化会館では商工会青年部主催
のスーパーボールすくい等の模擬店とアコースティックライブが
それぞれ行われました。

▲アコースティックラ

イブ

当日の天候は雨。両会場とも予定の催し物を変更しての開催
となりましたが、無事終え
ることができました。雨に
もかかわらずご来場頂きま
した方々ありがとうござい
ました。
商店街関係者のみなさ
ま、商工会青年部のみなさ
まもお疲れさまでした。

▲上手にできるかな…？

模様

▲七夕かざりの

会員増強キャンペーン中！
お知り合いをご紹介
ください。

平成22年3月以降に加入された皆様です。どうぞよろしくお願いいたします。

法人会員

事 業 所 名
株式会社 フジケン・フジタ
株式会社 サンク
株式会社 京滋ステップ
有限会社 テクノワークス
有限会社 エッチ・アール・ビー
有限会社 オルディー建設
有限会社 高栄建設
有限会社 洛西クレーン
有限会社 ＧＡＴＥ
隠れ家カフェ ゆらりか

アティック
メンズヘアーカワモト
クライミングジム ルカ・ラ・ガーム
個人会員
石嶺電工
本家かまどや 長岡開田店
アルファー・ＷＩＮ・アプレイザーズ

代表者名
柿原 彩杞
藤本 智己
梶岡 邦夫
田附
昇
弘部 則昌
中島 裕司
高橋 栄二
萬木 功一
清水 雅之
森川 ゆり

事 業 内 容
中古車の販売と買取とレンタル、ＰＣシステム＆ソフト販売
建設業
建設用仮設足場工事
住宅設備機器の販売・施工
英国車販売・修理
建築工事の設計・施工・請負業
一般土木工事、下水道工事等の土木建設工事全般
クレーンリース業
舞台サービス業（音響・照明・舞台）
雑貨とカフェのお店

住
所
長岡京市開田４-２３-３-１０３
長岡京市西の京１-７
長岡京市神足七ノ坪３９
京都市南区久世中久世１-７６
長岡京市勝竜寺西川原田１６-１-２
長岡京市井ノ内上印田１０-６
長岡京市開田１-２０-１１
長岡京市井ノ内下印田１５-７
長岡京市開田1-4-19 ツインボックス101
長岡京市長岡2丁目2-10

辻井
川本
黒住
石嶺
篠宮
高橋

注文住宅設計・施工
理容院
ロッククライミングジム経営
電気工事（屋内配線）
弁当販売
不動産鑑定士

長岡京市高台１-４-１
長岡京市長岡２丁目１４-１０
長岡京市友岡西畑１６-１
長岡京市神足雲宮５-８２
長岡京市開田４丁目２-８
長岡京市奥海印寺山田２１-９

淳也
賢二
樹人
雅彦
俊二
靖展

KICS オトクに!! Cocomo
加盟店を募集しています！

毎月第２・４水曜日には
税務相談を開催しています
毎月第２
・
４水曜日の午後１時から４時、
産業文化会館２階（商
工会事務所）
にて税務相談が実施されています。
原則無料での相談となり、随時受付しております。
第２水曜日は相談員として高橋京子先生が、第４水曜日は湯
川雅史先生がご担当されています。
仕訳や科目など簿記会
計や、税務など様々なご相

（順不同・敬称略）

商工会ではクレジットカードの取扱いが便利に、
また宅配便
のご利用料金が低減される
「KICSオトクに!! Cocomo」加盟
店を募集しています。
クレジットカードでは、
カード会社と直接契約の場合、お店へ
の支払いは通常の２回払いではなく、月４回の支払いを提供し
ます。また、加盟店手数料も個別契約よりも低く抑えられます。
宅配便では、共同契約（ヤマト運輸、佐川急便）
を行っている
為、一般契約よりも大幅に安く、全国配送ができます。

談に応じています。
もちろん相談内容が外
部に漏れることはありませ
ん。ぜひ、
ご利用ください。

クレジットカード又は宅配便のどちらか一方だけのご参加も
可能です。
お店や会社の経費削減のためにご検討されてはいかがでし
ょうか。ご関心のある方は、事務局までお問合わせください。

ごあいさつ

適切なアドバイスを行います！
創業、経営革新、経営改善など「経
専務理事：

事務局長：

下田 泰博

武田 昭夫

趣味／読書

趣味／ウォーキング、
スポーツ観戦

自然と歴史と文化に恵まれた長岡京市で、
商業・工業・サービス業の発展のため、一生懸
命頑張りますので、商工会の会員の皆様のご
支援とご協力をよろしくお願いいたします。

ご利用ください！

これまで勤めていた長岡京市での行政経験
を基に、行政と商工会の違いはありますが、商
工業の振興を目指し、会員の皆様のお役に立
てるよう職員一同が一丸となって頑張ってい
きますのでよろしくお願いいたします。

長岡京地域の知りたいコト、
知らせたいコトをつなぎます

営に関するお悩み事に、
ご心配事」
なんなりとご相談ください。
商工会へのご意見・ご質問はメール
でも受付ております。
web@nagaokakyo-shokokai.jp
までお寄せください。
！
い！
活用くださ
商工会をご

http://www.yorozuyanet.jp/

