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こんな時こそ！押さえておきたい“集客力&購買欲がアップする販促カラー活用術”を聴講して、
事業計画策定セミナー“アフターコロナに向けて”

消滅時効が変わった～「民法(債権法）改正」研修より～、労働保険口座振替のお知らせ、
２月受付！入札参加資格審査申請（指名願い）受付のお知らせ
令和３年１月行事予定、女性部事業報告“寄せ植え教室”、
女性部加茂支所「花いっぱい運動」活動報告、新会員様のご紹介
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【編集岸本】

≪商工会だより目次≫

謹 賀 新 年
木津川市商工会 会長 福井 康裕

～迎春～

新たなる年を迎え 、木津川市商工会会員の皆様方におかれま しては、お健やかに

お過ご しのこ と とお喜び申し上げます 。

昨年はおだやかに新春を迎え 、希望に満ちた気持ちで… 、 その後 、新型コ ロナウイ

ルスが蔓延の兆しを見せ 、瞬 く間に世界中に広がり 、人々の生命は基よ り経済循環

においても著しい打撃を与え 、今なお収束の結末が見えません 。

商工会会員の皆様方にも 、 このコ ロナ禍の影響をうけ経営に大きな痛手を受けてお

ら れ る と存 じます 。 この様な時に商工会役員、職員は創意工夫 、知恵を絞 り対処いた

し ま す 。 この様な危機を乗 り越える為に商工会には、融資 、補助金などのア ドバイス

が出来ます 。お気軽にご相談 くだ さい 。先人様も様々な苦難に見舞われ 、それを乗り

越えて今を造って来られました 。我々も この難局を見据え乗り越えまし ょ う 。 そして本

当のすばら しい春を迎えまし ょ う 。

会 員の皆様のご繁栄、ご健勝を心よ りお祈 り申し上げます 。
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持続化給付金・家賃支援給付金
申請期限が近づいています‼

令和３年１月１５日（金）締切



事業計画策定セミナー “アフターコロナに向けて”

皆様熱心に受講されていました

事業者をとりまく環境がめまぐるしく変わる現代に加え、コロナ禍の状

況もあり、事業を継続していく為には環境変化にいかに早く対応できる

かがカギとなります。より強固な経営基盤を築く為には適切な事業計画

の策定が不可欠であり、今回は事業計画における考え方について個人

ワークを交えて学んでいただきました。

事業計画の中で数値目標を予め立てますが、その際は年次→月次

→日次まで割り戻して作成する事で、計画と現実にギャップが生じた際

に即座に対応する事ができ傷口が広がる前に方向転換する事が可能

となります。

もし、まだ事業計画を立てていらっしゃらなければ、厳しい環境の今

だからこそ、今後を見据えた事業計画を立ててみてはいかがでしょうか。 【宮 原 】

女性部からの発案で、リフォーカス(株) 代表取締役社長 片桐かほり先生をお迎えして、コロナ禍の中で
も、資金を使わず販売促進に役立つカラー(色彩)について、ワークにも取り組みながら、お店の色づかいや
チラシの配色、看板の大切さ等を、例を挙げて教えて頂きました。
こんなお店にこんな色
飲食業 → 食べる空間 → 食欲がわく色 → あか ，オレンジなど(体感温度が上がる)
医療関係 → 心身を正常に → 安定感の色 → あお (体感温度が下がる)=血圧が下がる
学習塾 → 成績を上げる → 集中して冷静になる色 → あお (眠くならない)

※みどりは、何処にでも使える色ですが、すべてを緑にするのではなく、ポイント使いをすると良い
(観葉植物を置くのも良い)

看板は大事というお話
凄く良いお店なのに来店客数が少ないというお店は、お客様に知られていない。入りにくそう。と思われて
いる可能性がある。と仰ってました。先ずは、ここにお店がありますよ!!というアプローチが大事だそうです。
看板は、瞬間に目につく物を! のぼりも効果的です。

～私が、テレビで聞いたお話～
人間は、古来に植物の実を主食としていたので、緑の葉の中にある赤い実を見つける事が生きていく上で
一番大事な事であり、目もそのように進化してきた。なので、街中では、緑に赤とかオレンジの差し色の(又は
逆の配色)看板が多いし、目につく。との事。なるほど!ですね

＜コロナ禍の中の開催＞
充分なソーシャルディスタンスを保ち、検温、消毒などのご協力を頂き、無事開催出来ました。
アンケートでは、この机の配置により、安心してセミナーを受けられた。とのご感想を頂きました。
やっぱり、セミナーはリアルが良いですね! 何も気にせずに、セミナーが開催できるようになりますように。

こんな時こそ！押さえておきたい

“集客力&購買欲がアップする販促カラー活用術” を聴講して

片桐かほり先生のHPには、お金をかけずに、お店を改善する沢山の
ヒントが書かれています。
見てみて下さい↓
https://shuukyaku1.info/ リフォーカス(株)

HPの右下のブログを開けたら、店舗改善の知恵がいっぱい書かれて
います。

【井 ノ倉 】

１２/１０（木）セミナー

のぼり数本を店前に揚げて実験してみませんか？

１２/１６(水）

https://shuukyaku1.info/


消滅時効が変わった！ ～「民法（債権法）改正」研修より～

１．消滅時効とは、権利を行使しないまま一定期間が経過すると権利を消滅させる制度

２．改正ポイント 2020年4月1日以降のものから適用

①短期消滅時効の規定は廃止

②消滅時効の期間が統一 （下記2基準のうち、どちらか早い時期）

【主観基準】債権者が権利を行使することができることを知った日から５年間

【客観基準】権利を行使することができる時から１０年間

＊ 債権者（さいけんしゃ）とは・・・平たく言えば・・・

商品を販売した時には代金を請求する。その請求できる権利が債権。

請求できる人、お店側が債権者。

支払わなければならない人、お客側が債務者（さいむしゃ）。

時が過ぎ、支払ってもらえる権利が無くなってしまうことを消滅時効。

（例）

《改正前》 《改正後》

飲食店の飲食代金１年間

小売店の商品代金２年間 通常は、商品提供した日や請負物を完成して

デザイン制作代金２年間 引き渡した日から、５年間。

請負工事代金３年間

③用語の見直し

［時効の中断］ → 【時効の更新】 時効の進行を振出しに戻す効果

［時効の停止］ → 【時効の完成猶予】 時効の完成を一定期間遅らせる効果

2月受付！木津川市入札参加資格審査申請（指名願い）受付のお知らせ

分野 審査区分 有効期間 受付期間

◎物品・役務の供給等
定期審査 令和３・４年度の２年間 令和３年２月１日

～
令和３年３月１日

◎測量・建設コンサルタント等業務

◎建設工事 追加審査 令和３年度の１年間

※ 受付期間を過ぎての申請はできませんので、注意ください。受付期間内に必要書類の
受付を完了できない場合は、一般競争及び指名競争入札参加資格の認定はされません。

詳しくは、木津川市ホームページの「入札・契約情報」の「令和３年度入札参加資格審査」にあ
りますのでご覧ください。また、申請の手引きや申請書様式などはダウンロードしていただけま
す。ダウンロードできない場合は、指導検査課で有償配付されます。

申請案内

問合せ・申込み 木津川市指導検査課 ☎ ７５-１２２４

労働保険口座振替のお知らせ

令和２年度第３期の労働保険料を、お届けの口座か
ら引き落としさせていただきます。

お手数ですが、預金残高のご確認をお願いします。

口座引落日 商工会窓口での支払

１月１５日（金） １月１５日（金）まで

【森 山 】



今年は、コロナ禍の中で、女性部としての活動を自粛せざるを
得ませんでしたが、１１月２６日に、山城支所の駐車場で、(株)ア
グロス・カワモトの河本英樹社長に講師をお願いして、寄せ植え
教室を開催いたしました。

木津川市商工会
木津川市木津南垣外83-3 
ＴＥＬ：72-3801 ＦＡＸ：72-6564

山城支所
木津川市山城町上狛北的場15
TEL：86-3157 FAX：86-4064

加茂支所
木津川市加茂町里南古田24
TEL：76-2970 FAX：76-7211

開催日時 内 容 開催場所

１月１６日（土）～１月１７日（日）
９：００～１６：００

第８回木津川市ものづくりフェア
イオンモール高の原

平安コート

１月１７日（日） ９：００～１２：００※ 相楽BSC 創業塾 第４回（財務実践編） 木津川市商工会館

１月２４日（日） ９：００～１２：００※ 相楽BSC 創業塾 第５回（補助金・全体まとめ） 木津川市商工会館

１月２６日（火） １９：００～２１：００
ＩＴ活用セミナー テーマ：ＩＴ投資の基本的な考え方

講師 ：古川システム 古川 佳靖 氏
木津川市商工会館

２月１７日（水） ９：００～１６：００ 令和２年度 確定申告 無料相談 （野村先生） 木津川市商工会館

２月１８日（木） ９：００～１６：００ 令和２年度 確定申告 無料相談 （近藤先生） 木津川市商工会 山城支所

２月１９日（金） １３：３０～１６：３０ 令和２年度 確定申告 無料相談 （藤原先生） 木津川市商工会 加茂支所

２月２５日（木） １３：３０～１６：３０ 令和２年度 確定申告 無料相談 （藤原先生） 木津川市商工会 加茂支所

２月２６日（金） ９：００～１６：００ 令和２年度 確定申告 無料相談 （近藤先生） 木津川市商工会 山城支所

新会員様のご紹介
事 業所 名 望助産院
代 表者 名 眞島 由紀
業 種 助産・看護業
所 在 地 木津川市相楽台9-15-18
電 話番 号 0774-72-9717

お母 さんが楽し く育児が続けられるよ うに 、 また 、一人でも多 くの
赤 ち ゃんが母乳で育つよ うに と願い 、母乳育児に特化した助産院
（ 分 娩の取 り扱いな し ） を ２ ０ １ ２年から木津川市相楽台で開いてい
ま す 。育児の楽し さが膨らむよ うにお手伝いしたい と思います 。

女性部加茂支所 「花いっぱい運動」 活動報告
令和２年１１月３０日（月）、JR加茂駅西口の花壇で今年度で８年目となる「花いっ

ぱい運動」を実施しました。

花と緑が溢れ、住みよい街づくりを目指して加茂地区の環境美化や地域住民の

方との交流活性化を図ることを目的としています。加茂駅を利用される地域住民の

方に観賞していただけるよう、景観に配慮しながら、定期的に手入れをして整備し

ています。今回はチューリップや水仙など４種類の球根を植えました。部員同士の

親睦を図りながら、楽しく活動をしています。

コロナウイルス感染症により暗いニュースが多いですが、今日植えた球根が咲く

ころには明るいニュースが増えていることを願います。

各セミナーは新型コロナウイルス感染症の防止の為、ソーシャルディスタンスを保ち、三密を避けて実施いたします。
※１３：００～１５：００ 自由参加フォローアップワーク（創業計画作成）有り。

女性部事業報告 “寄せ植え教室”

【井 ノ倉 】

【近 藤 】

久しぶりに部員の皆様が集い、晴天の中、寄せ植えをしながら、
楽しい時間を過ごすことができました。
女性部員一同、新型コロナの終息を願い、会員の皆様の日常が
一日でも早く戻りますようにお祈りしております。


