
心と体のセルフケアを提供し、同時に健康寿命を延ばすためのメソッドを
お伝えすることで心身ともに笑顔あふれる輪を広めることを目指しています。

ほっ！とスペース
 代表　千家　佑吏加 氏
　江坂駅前に店舗を構える「ほっ！とスペース」。２０００
年の開業以来「心と体のバランス」をテーマにお店の運営
を行っております。代表の千家佑吏加さんはアーユル
ヴェーダ、中医学、ヨガ等を用い、オーダーメイドのメ
ニューを提案、お客様に最適な心と体のケアを提供して
います。また予防セラピー（健康寿命を延ばす）にも注力
しており、セルフケアの大切さ、簡単に実行できるメ
ソッド開発にも取り組んでいます。今回は、千家（せん
け）代表に現在のサービス内容と今後の展開について伺
いました。

フードセラピー 脳セラピー

タイ古式マッサージ

運動セラピー

すいた商工会議所
ニュース
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― 現在の店舗について
独立前は、心と体のバランスを保つための学びに海

外留学も含めて１０数年費やし、その間、カイロプラク
ター、鍼灸師、エステシャン、ヨガインストラクター
等、２０を超える資格を取得しました。

海外も含めてこの過程での学び、実践してきたこと
を通じて「心と体は私達が思っている以上に一体化して
いる」ことを痛感しました。そして、それらの成果をお
客様に提供するために２０００年に江坂に店舗を構え、
現在に至っています。

― どの様な特徴を持つお店ですか
大きく分けて２つの柱で店舗を運営しています。
１つ目は、リラクゼーションサロンとしての定型的

なメニューをただ提供するのではなく、多くの資格を
持っていますので、お客様一人ひとりに合ったケアを
お客様と相談しながらご提供できるのが大きな特徴だ
と思っています。一例として、タイ古式マッサージは
自然治癒力を引き出すマッサージで、健康を取り戻す
安全な治療として世界中から注目されています。私も
スタッフもThaiワットポー寺院・タイマッサージス
クールでライセンスを取得しています。またストーン
セラピー施術は、インド医学のアーユルヴェーダに基
づいたカウンセリングで体質チェックを行い、その方
にあったアロマオイルと天然ストーンを用いてリンパ
の流れを整え全身の疲れを取り除きます。この様なメ
ニューが豊富にありますので、毎回コースをオーダー
していただき「お身体のケアだけでなく、心も癒すリラ
クゼーション」をご提供しています。

２つ目は健康寿命を延ばすための「４つのメソッドの
提供」です。心と体を「善い状態」にするための「セルフ
ケアの提供」と言えます。今回のコロナ禍では私共も
度々の休業を余儀なくされました。結果、定期的にケ
アを行っていた方々に対する充分なフォローを行うこ
とができなくなってしまいました。お客様も感染症対
策による活動制限、運動不足を原因とする、体力低下、
ストレスの増加を強く訴えておられました。フォロー
策としてSNSで簡単ストレッチと呼吸法を毎日お伝え
しました。本質的な解決策にはなりませんが「お家で実
行して頂いた方々は筋肉の衰えが少なかった、睡眠の
質が向上した」という喜びの声をいただきました。当た
り前の結果と言えばそれまでですが、「セルフケア」の

大切さを再認識しました。心と体を「善い状態」にする
ための「セルフケアの提供」は４つのメソッドから構成
されています。「運動」、「脳」、「セルフ」、「フード」の
４つのセラピーがそれであり、この４つのメソッドが健
康寿命を延ばすための大切な要因です。運動セラピー
の内容は某国立病院が行っているメソッドと同じ運動
なので安全で安心に行えますし、運動が苦手な方でも
大丈夫です（私を含めた運動療法指導資格者が支援）。
またセルフセラピーとして「季節の養生法」「月の満ち
欠けのリズムと心と体」「呼吸法（マインドフルネス、
カラーブリージング）」等によるセルフケアを指導させ
て頂きます。４つのメソッドを使い、心と体を「善い状
態」にする「セルフケア」の学び・実践のお手伝いをさせ
て頂きます。

― 今後の展開について
１つ目の柱に関しては、コロナ禍以前の状態まで早

く戻すため、これまでのお客様へのフォローを徹底し
ていきます。お客様は戻りつつありますが、まだまだ
定期的に通って頂くことが難しい状況です。年配のお
客様も多いのでコロナの不安感を少しでも取り除ける
よう気を配り続けております。好評を頂いていたセミ
ナーや交流会も早期に再開したいです。

２つ目の柱に関しては、「４つのメソッド」提供後のア
フターケアに留意していきます。具体的には「自由参加
が出来る合同レッスン」、「ビフォーアフターの評価」、

「受講された方達のコミュニティ作り（お互いの啓蒙
等）」を進めていきたいと思っています。また、本事業
は今年大阪府が実施している「新事業支援Vチャレン
ジ」に参加しており、支援を頂きながら進めておりま
す。

大袈裟かもしれませんが、「心と体を善い状態にする
努力」が健康寿命を延ばす副作用のない一番の薬だと
思っています。「セルフケア」の知識を得た後は継続的
に行うことで健康寿命を延ばすことができます。健康
寿命は、誰かが与えてくれるものではなく、ご自身で
正しい方法で行うことが必要です。そのお手伝いをさ
せていただければ幸いです。

ほっ！とスペース
〒56４-００63　
吹田市江坂町１-２3-3４
第二梓ビル7０２
TEL ０6-４86１-35１１
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～12月23日（金）ご返信締切！～
令和5年新年賀会へのご出席は事前登録制です

　令和5年の新年賀会は、新型コロナウイルス感染症の影響により飲食を伴わない式典形式で開催させていただき
ます。会員の皆様には既に往復はがきにてご案内申し上げておりますが、ご来場者を特定するため、事前の登録制
とさせていただきました。令和４年１２月２3日（金）までに返信用はがきにてご連絡いただきますようお願い申し上
げます。
　吹田産業界の繁栄を願い、吹田商工会議所の会員事業所等が集うほか、官公庁等の団体の代表者、議員各位をお
招きし、一斉に新年の顔合わせを行う場となります。ご来場の方々との新年のご挨拶は、式典開催前に大ホール「ホ
ワイエ」にてお願いいたします。
　また、式典におきましては、ジャズ演奏で新年の幕開けを飾らせていただきます。
　是非ともご臨席賜りますようご案内申し上げます。

◆日　時：令和5年１月6日（金）
　　　　　　午前１０時～  　大ホール ホワイエ開場
　　　　　　午前１１時～  　大ホールにて式典
　　　　　　　　　　    　ニューイヤージャズ（公演）
　　　　　　　　　　    　会頭挨拶　ご来賓祝辞
　　　　　　午前１２時００分　閉会

　　　　　※ご来場の方々との新年のご挨拶は、式典前にお願いいたします。
◆会　場：メイシアター ２階大ホール及びホワイエ
　　　　　　吹田市泉町２丁目２9番１号（阪急吹田駅西出口より徒歩１分）
◆主　催：吹田商工会議所
◆協　賛：吹田市商業団体連合会
◆その他：①当日、発熱等の風邪症状のある方はご遠慮ください。
　　　　　②当日はマスク着用の上お越しいただき、ご挨拶をお願いします。
　　　　　③飲食のご準備はございませんので、ご了承ください。
　　　　　④駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用ください。

マネーフォワードクラウド会計・確定申告が割安で利用できます【会員様限定】
　この度、日本商工会議所を通した（株）マネーフォワードとの連携により、吹田商工会議所の会員様であれば年間
約１6%減の割引価格でサービスを利用することが可能となりました。現在マネーフォワードクラウド会計・確定申
告をご利用の方、また、ご検討中の方は是非詳細をご覧ください。

対象プラン 基本料金（税込） 会員特典

個人向け

「パーソナルミニ」
※副業などで確定申告をする必要のある方

【年額プラン】１０,56０円/年
【月額プラン】 １,０78円/月

１年目「60日間無料キー」を
プレゼント
２年目以降毎年、「年額プラ
ン2か月分の割引（留保金）」
を付与

「パーソナル」
※自営業、個人事業主として確定申告をする必要のある方

【年額プラン】１２,936円/年
【月額プラン】 １,４０8円/月

「パーソナルプラス」
※確定申告の操作が不安で電話サポートを受けたい方

【年額プラン】39,336円

法人向け

「スモールビジネス」
※小規模の法人でお得に利用したい方

【年額プラン】39,336円/年
【月額プラン】 ４,378円/月

「ビジネス」
※複雑な会計業務や請求書発行の多い法人の方

【年額プラン】65,736円/年
【月額プラン】 6,578円/月

　プランの詳細についてはマネーフォワードHPをご覧ください。

お問合せ：吹田商工会議所　マネーフォワード担当　TEL０6-633０-8００１

～12月23日（金）ご返信締切！～
令和5年新年賀会へのご出席は事前登録制です令和5年新年賀会へのご出席は事前登録制です

～12月23日（金）ご返信締切！～

マネーフォワードクラウド会計・確定申告が割安で利用できます【会員様限定】確定申告が割安で利用できます【会員様限定】確定申告が割安で利用できます【会員様限定】マネーフォワードクラウド会計・マネーフォワードクラウド会計・

マネーフォワードHP 当所該当HP お申込みはコチラ
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第31回吹田商工会議所会員親睦ゴルフ大会を開催いたしました
１１月２日（水）、第3１回会員親睦ゴルフ大会がアートレイクゴルフ倶楽部において開催されました。

　今回は天気の心配をよそにゴルフ日和となり、２０組77名の方にご参加いただきダブルペリア方式で白熱したゴ
ルフが繰り広げられました。
　結果は、堀田 稔氏が優勝とベストグロス賞を受賞されました。上位入賞者や飛び賞、ニアピン賞、ドラコン賞の
方には賞品を贈呈させていただきました。賞品をご提供いただきました事業所様には御礼申し上げます。
上位入賞者【ダブルペリア方式】 （敬称略）

順 位 氏　名 事業所名
優 勝 堀田　　稔 （株）堀田工務店
準優勝 板谷　直樹 （株）オーエスアイツール
３ 位 尾 原年郎 太陽サービス（株）
４ 位 實原　義之 システック（株）
５ 位 松田　宜夫 ユキオ商事（株）

賞品提供いただいた事業所様： 大幸薬品(株)、グリーンホスピタルサプライ(株)、(株)マルマスサニーストンホテル、泉州電業(株)、(株)紙谷工務店、
日本推進建設(株)、ネッツトヨタニューリー北大阪(株)

第31回吹田商工会議所会員親睦ゴルフ大会を開催いたしました第31回吹田商工会議所会員親睦ゴルフ大会を開催いたしました第31回吹田商工会議所会員親睦ゴルフ大会を開催いたしました第31回吹田商工会議所会員親睦ゴルフ大会を開催いたしました第31回吹田商工会議所会員親睦ゴルフ大会を開催いたしました

優勝された堀田 稔 氏
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パソコン出張サポートのご案内
　デジタル化が進み新しいソフトの導入等にお困りではないでしょうか？パソコンの設定等のご依頼からの流れや料金体系
は下記の通りです。詳細はHPをご覧ください

サポートについて
◆内　　　容：ホームページのサポートメニュー表をご参考ください。
◆料　　　金：訪問１回（１時間6，6００円　※税込・出張費含む）
　　　　　　　１時間を超える場合は3０分ごとにプラス3，3００円
◆提携事業所：吹田商工会議所会員事業所（8社）

※吹田市外の場合は相談となります（別途出張費がかかる場合があります）

「障がい者就職応援フェアinすいた」の報告 「2023年版 商工手帳」の配布のお知らせ

　障がい者就職応援フェアinすいたは吹田市内事業者と障が
い者の雇用機会を増やすため吹田市・ハローワーク・商工
会議所が連携し開催いたしました。参加事業所9社様が個別
ブースにて面接を行いました。
◆日　　時：１１月１４日（月）
　　　　　　１２：3０～１5：3０　※事前予約制
◆会　　場：メイシアター（吹田市泉町２-２9-１）
　　　　　　3階 レセプションホール
◆参加企業：9社
　 （株）生活品質科学研究所・（福）秀明会・グリーンライフ（株）・
（医）医誠会・（株）ひごペットフレンドリー・（医）高寿会・
（株）なか卯・（株）エフアンドエム・（株）ダスキン

◆応募者数：４3名
◆主　　催： 吹田市・ハローワーク淀川・豊中商工会議所・

吹田商工会議所
◆協　　力： 北大阪地域労働ネットワーク、すいた障がい者

就業・生活支援センター、淀川雇用開発協会

　当所会員の皆様に「商工手帳（２０２3年版）」を配布します。
ご希望の方は、当所事務局までお越しください。
◆体　裁：
　＜サイズ＞タテ１４０ミリ×ヨコ85ミリ×厚さ約１０ミリ
　＜表　紙＞発泡ビニール、文字・会議所マーク金箔押
◆お渡し場所：吹田商工会議所１階事務局
　※１会員様１冊限り。先着１００名様まで。

パソコン出張サポートのご案内パソコン出張サポートのご案内パソコン出張サポートのご案内

パソコンサポートへの依頼の流れ

①修理・設定依頼 ②依頼内容の伝達

④承諾書提出・支払い

③依頼内容の確認・承諾書

⑤結果報告

事業所 吹田商工会議所 サポート提携事業所 事業所

サポート提携事業所 吹田商工会議所

「障がい者就職応援フェアinすいた」の報告「障がい者就職応援フェアinすいた」の報告「障がい者就職応援フェアinすいた」の報告 「2023年版 商工手帳」の配布のお知らせ「2023年版 商工手帳」の配布のお知らせ「2023年版 商工手帳」の配布のお知らせ
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創 業 の 経 緯

　私は１０歳のころ、糖尿病を患い合併症として２０代
で心臓や腎臓に疾患を抱えました。闘病中、母をはじ
めとする家族や周りの人たち、医療関係の方々からの
献身的な支えがあり、直接助けてもらった人に恩返し
ができないので社会に何か恩返しをしていきたいと思
うようになりました。現在は服薬、通院を通じて日常
生活を過ごしています。死を身近に経験したため、心
と体の健康の大切さを世にもっと広げたいという思い
で「cheery （ちありぃ）」を屋号として事業を始めまし
た。「健康でいられることは当たり前ではない」という
信念をもとに、これまでの経験を活かし、病気を抱え
つらい思いをしている人達に心から寄り添える支援を
したいと思います。
　曾祖父母の代から住まいは吹田市で、今私が住んで
いる自宅も吹田市にあります。小さいころから慣れ親
しんだ吹田を盛り上げたいという思いもあり吹田商工
会議所に入会いたしました。

事 業 の 特 徴

　自宅を拠点として、日本中や世界中の人と繋がれる
ように主にオンラインでお客様のお話をうかがってお
ります。ダイエットで課題を抱えるお客様や、糖尿病

や生活習慣病をお持
ちの方のお悩みをう
かがい、管理栄養士
としての知識を活か
しながら、運動習
慣、食習慣など、幅
広くアドバイスをさ
せていただいており
ます。その際に、お
客さま自身に「無理
をしないこと」をお
願いしております。

「～すべき」と思う事
はお客様自身の負担になってしまうので、無理のない
範囲で継続していくことが最も重要だと考えています。

今 後 の 展 望
　今後の活動としては管
理栄養士を目指している
学生や小学生～高齢者に
向けての講演会を企画し
ています。自分の病歴を
語 る こ と か ら 始 ま り 、
日々の健康の大切さや、体調不良だなと感じたときに
してほしいことを話していきます。他にも、バランス
のいい食事をするための簡単な方法について、講演す
ることによって若い時から「習慣づける」ことはとても
大切だと考えています。
　今後は病気を予防するということをテーマに幅広く

活躍していきたいと思っています。最近
体がなんとなくすぐれないな、食習慣を
見直そうかな、などお悩みがございまし
たら、是非ご用命ください。

新入会員インタビュー cheery （ちありぃ）

事業所名：cheery （ちありぃ）
事業内容：ダイエットサポート、病気になりにくい体作り、
　　　　　食事管理のサポート
代 表 者：三桝　智恵里（みます ちえり） 氏
　　　　　管理栄養士免許取得
所 在 地：大阪府吹田市片山町
Ｔ Ｅ Ｌ：０7０-8967-695２
Ｕ Ｒ Ｌ：https://instagram.com/cheery.wellnesscoach

〈新たにご入会いただいた事業所〉 （２０２２.１０.１～１０.3１　部会別事業所名5０音順）
部　会 事　業　所　名 所　在　地 事　　業　　内　　容

商　　　業

（株）エステック 吹田市垂水町 情報処理システムの販売
すいからいおん 吹田市江坂町 リサイクル商品の販売、新品家電の販売
ハハサス（株） 吹田市垂水町 ネットショップ運営
ひるねこ 吹田市南金田 Amazon等による通信販売

建　　　設 （株）健工務店 吹田市江の木町 新築・リフォーム
専門サービス NAF門会計事務所 吹田市南金田 税務・会計

サービス業

i be ～アイビー 吹田市清水 エステサロン
家工房 岸部店 吹田市山手町 便利屋、水道業

小顔・肌悩み専門店Beaute de  Riche 吹田市江坂町 手技または化粧品、機器等を用いて人の皮膚を美
化し体型を整える

cheery 吹田市片山町 ダイエットサポート、病気になりにくい体作り、
食事管理のサポート

（特）建　設 米田優也 豊中市北条町 防水工事
※ご入会時に名簿への掲載に同意いただきました事業所様のみ掲載させていただきます。
≪事務局からお知らせ≫事業所名・所在地・代表者などの変更がございましたら 当商工会議所 総務部 までお知らせください。

只今、吹田商工会議所　新規会員募集中　新規会員をご紹介ください。　連絡先：6330-8001 総務部迄



土木建築綜合請負土木建築綜合請負

株式会社株式会社 堀田工務店 堀田工務店
■ 本社　〒 564-0073 吹田市山手町 4丁目 4番 5号　TEL.06-6388-0235　■ 池田支店　■ 滋賀営業所■ 本社　〒 564-0073 吹田市山手町 4丁目 4番 5号　TEL.06-6388-0235　■ 池田支店　■ 滋賀営業所

誠意ある優良な施工

株式会社リバフォール
吹田市江の木町 24-27 TEL.06-6384-3630 FAX.06-6385-8749

http://riverfall.net/

吹田市南金田・南吹田・穂波町エリアで
賃貸から売買までトータルに扱う『唯一』の不動産会社です！
　このエリアでの不動産はぜひ！ 当社にお任せください。

不動産売買・賃貸全般・建築・リフォーム

オンリー
　　 ワン

〒564-0044 大阪府吹田市南金田1-14-15
URL  http://www.kensei.net

株式会社

フリーダイヤル0120-054-203

迅速な処理迅速な処理迅速な処理迅速な処理迅速な処理迅速な処理迅速な処理迅速な処理
空調、衛生設備工事のことならご相談下さい

大阪府知事許可　(特-9)第96963号　管工事業

株式会社 江坂設備工業
〒564-0051 吹田市豊津町23-1

TEL 06-6385-1821
FAX 06-6338-8454

おかげさまで100年

〒564‐0031 吹田市元町28番7号
TEL 06-6381-3395　FAX 06-6318-2000
E-mail:oeda@oeda.com　URL http://www.oeda.com

吹田元町で─これからも

since1915
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　今回は加藤清正を取り上げる。前回、名古屋城の普
請を命じられて不平を唱える福島正則を、清正は「文句
があるなら謀反の支度をしろ。その覚悟がないなら
めったなことを言うな」とたしなめていた。これが史実
なら、清正はなかなか穏当で理性的な人柄であるよう
に見えるが、確実な資料ではどうだろうか。古文書か
ら見てみよう。
　清正の最初の妻は、２万石ほどの大名、山崎片家とい
う人の娘であった。彼女は清正が文禄の役で朝鮮に出
陣している頃に病気で亡くなったと推測される。秀吉
の没後、徳川家康は自身のいとこ（家康生母の弟・水野
忠重の娘）である女性を養女とし、清正に娶（めとら）せ
た。彼女は１万石の化粧料を携えて加藤家に嫁入りし、
後々まで徳川と加藤の関係維持に努めた。のちに清浄
院と名乗ったので、便宜的に彼女のことはこの名で呼
ぶ。
　清正には何人か側室がいて、そのうちの一人が浄光
院である。彼女は清正とともに朝鮮に渡っていて、同
地で娘、あま姫を産んだ。姫は成長すると、徳川家の
重臣である榊原康政（館林１０万石）の嫡男、康勝と結婚
した。康勝は妻の母だというので、浄光院に贈り物を
した。すると、清正から叱責の手紙が来た。
　今回あなたはあま姫の母だという理由で、浄光院に
進物をしました。その行為は誤りです。わたし（清正）
の正妻は清浄院です。ですから、あま姫の母も、清浄
院なのです。わたしはまだ、あなたに清浄院を紹介し
ていません。ちゃんと清浄院を紹介したら、彼女に贈
り物をしてください。清浄院にあいさつした後なら、
浄光院とどう関わろうが構いませんが、まずは清浄院

へのあいさつが先です。そうしたことを弁（わきま）え
ないと、笑われますよ。
　大名たるもの、多くの家臣を路頭に迷わせることの
ないよう、しっかりと家を次代につないでいかねばな
らない。そのためには子どもをたくさんつくる必要が
あるので、一夫多妻は当たり前。そこでは正妻と側室
のけじめが必要となる。また徳川家の威光は絶大であ
る。清浄院は実際には養女だが、カタチの上では家康
の娘である。だから大切にしなくてはならない。この
二点を踏まえて、清正の論理に向き合ってみると、彼
の言い分は確かに正論といえば正論なのだろうか。し
かし、生真面目というか、面白みがないというか。
　１99０年代に米国でスリーストライクス・アンド・
ユー・アー・アウト法というものが制定された。重罪
の前科が２回以上ある者が3度目の有罪判決を受けた場
合、仮にそれが軽微な犯罪であっても、罪の種類にか
かわらず終身刑となるというものであった。野球の
バッターの三振になぞらえて、俗に三振法という。は
るか昔に清正は、家中の武士に対し、軽微な罪でも三
回を数えると切腹が申し渡される、という慣習法を取
り入れたという。今の世にも「それは筋が違う話だ」と
か「筋」をやたらと強調する人がいるが、清正はそうい
う四角四面な人だったのかもしれない。

関ヶ原の戦いで徳川家康と 
 関わった武将④　加藤清正戦国武将のリアル

本郷　和人 / ほんごう・かずと
１983年東京大学文学部卒業、88年同大学大学院単位取得退
学。石井進氏と五味文彦氏に師事し、日本中世政治史を専門と
する。師の五味文彦氏と同様に書評も多く、中世や近世を扱っ
たさまざまなドラマ、アニメ、漫画の時代考証にも携わる。
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会員交流事業
「佐賀会長・・・もっと仲間が欲しいです」

～交流を制する者はYEGを制す～
　令和４年１０月２２日（土）秋晴れのまさに運動会日和の中、会員交流事業「佐賀会長・・・もっと仲間が欲しいです」

～交流を制する者はYEGを制す～を万博記念公園下の広場で開催いたしました。

　この事業は２年ぶりの対面での会員交流事業であり、これまでのコロナ禍で溜まったモヤモヤした気持ちを振り

払い、鬱憤を晴らすために、吹田市のランドマークスポットである「万博記念公園」の下の広場を貸し切り、メン

バーが笑顔で楽しんで交流できる謎解きYEG・おもしろ障害物競走・キンボールの3つの競技を行いました。

　メンバー全員が宣誓の通り、今年度の吹田YEGスローガンである「I am SUITA YEG.」の誇りを胸にそれぞれの

競技において、全力でプレーし、盛り上がりました。また、大きな怪我などもなく無事に終えることができました。

　参加者は休日にも関わらず、総勢で6０名となり、この事業を通してメンバー同士の交流はもとより、既存メン

バー・新入会員が話すきっかけとなって、今後の吹田YEGの発展ならびにYEGメンバーの自事業、地域活性化の発

展にも繋げられたらと思います。

会員交流事業
「佐賀会長・・・もっと仲間が欲しいです」

～交流を制する者はYEGを制す～
「佐賀会長・・・もっと仲間が欲しいです」

～交流を制する者はYEGを制す～

青年部コーナー



□遺言の書き方がわからない
□書いた遺言は法的に大丈夫なのか
□子ども達が財産で争わないようにしたい

初回相談無料！
遺言で不安はありませんか？

一つでも□があればすぐに、ご相談ください✓

〒564-0063 吹田市江坂町 1丁目23番101号 大同生命江坂ビル12階
TEL 06-6337-9339 FAX 06-6337-9355

https://kansaigodo-capls.or.jp/

□就業規則を整備したい
□賃金規定を整備したい
□補助金の相談をしたい

初回相談無料！
人事・労務でお悩みの方へ！

一つでも□があるなら、すぐにご相談ください✓

〒564-0063 吹田市江坂町 1丁目23番101号 大同生命江坂ビル12階
TEL 06-6337-9340 FAX 06-6337-9355

https://kansaigodo-lssa.or.jp/

「経営革新等支援機関」認定取得　近財金1第403号

経営相談 経営改善計画

経営のお悩み・現状の不安はありませんか？
初回相談無料でお話をおうかがいいたします。

〒564-0063 吹田市江坂町 1 丁目23番101号 大同生命江坂ビル12階
TEL 06-6337-9339 FAX 06-6337-9355

https://kansaigodo.co.jp/
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消費税のインボイス制度～登録申請における検討・準備のポイント
　令和5年１０月１日から「適格請求書等保存方式（インボイス制度）」が導入されます。導入時点からインボイス発行
事業者となるためには、原則半年前の3月3１日までに登録申請書を国税庁まで郵送又はインターネット（e-Tax）で
提出する必要があります。
　既に消費税課税事業者となっている方とこれまで免税事業者であった方では、検討すべき事項・準備内容が異な
ります。

【消費税のしくみ】
課税売上に係る消費税額 － 課税仕入れ等に係る消費税額 ＝ 消費税の納付税額
（Ⓐ預かった消費税） マイナス （Ⓑ支払った消費税） イコール （一般課税）

（従　　来）課税事業者は、帳簿上ⒶとⒷの金額を計算し、原則その差額を消費税額として納付します。
　　↓

（これから） 課税事業者は、インボイス（適格請求書等）にもとづきⒶとⒷの金額を計算するため、インボイスを発
行したり、仕入れ等に伴い受け取ったりすることが求められます。

＜課税事業者の場合＞
　① 売上先が課税事業者（簡易課税制度適用者除く）の場合、定められた事項（登録番号、適用利率、消費税額等）が

記載されたインボイスの発行が求められます。その場合登録申請を行うとともに、それに対応できる請求書等
への様式見直し、写しの保存方法の検討を進めてください。

　② 仕入税額控除を行うためには、原則インボイスの保存・管理が必要となります。継続的な仕入先については、
受け取る請求書等が記載要件を満たすのか確認し、必要に応じて仕入先とも相談してください。但し、簡易課
税制度適用者の方は、「みなし仕入率」によって仕入税額控除（Ⓑの計算）を行うため、特に対応は不要です。

　③ 制度開始後も帳簿の記載事項は変わりませんが、インボイス保存が不要な特例や経過措置の適用を受ける場合、
その旨の記載が求められます。帳簿への記載方法や消費税の計算方法について検討しておいてください。

＜免税事業者（基準期間における課税売上高が1,000万円以下）の場合＞
　① 売上先によってはインボイスにもとづき仕入税額控除を行うため、インボイス発行事業者とならないと取引の

見直しや消費税分の減額を求められる可能性があります。一般消費者や免税事業者、簡易課税適用者だけで売
上先が構成されていれば別ですが、インボイス発行事業者の登録を行い課税事業者を選択することも考えなけ
ればなりません。

　② インボイス発行事業者となると、売上、利益にかかわらず消費税の申告・納税義務が発生します。経営への影
響が少なく免税事業者のままでいるとの決断をした場合以外は、課税事業者と同様の準備が必要となります。

　　　　　　　　　　　　　 詳しくは…国税庁・インボイス制度公表サイト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽減・インボイスコールセンター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 フリーダイヤル：０１２０-２０5-553

消費税のインボイス制度～登録申請における検討・準備のポイント消費税のインボイス制度～登録申請における検討・準備のポイント消費税のインボイス制度～登録申請における検討・準備のポイント消費税のインボイス制度～登録申請における検討・準備のポイント消費税のインボイス制度～登録申請における検討・準備のポイント

　　　 詳しくは…国税庁・インボイス制度公表サイト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽減・インボイスコールセンター

年末年始休業のお知らせ
吹田商工会議所では年末年始を下記のとおり休業とさせていただきます。

年 末 最 終 業 務 日：12月28日（水）
年末年始休業期間：12月29日（木）～1月3日（火）まで

年明け１月４日（水）から平常通り業務を行います。
休業期間中は何かとご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上
げます。
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おかげさまで40周年！

本 社／大阪府吹田市中の島町2-26

℡ (06)6381-2626㈹
https://www.malony.co.jp/

お鍋はもちろん、サラダや炒め物、煮物など

あらゆる料理にお使いいただけます。

世界で1日3000万本飲まれています

〒564-0052 吹田市広芝町3番2号
TEL　06-6386-8960

URL  http://www.osakahokubu-yakult.co.jp
E-mail  info@osakahokubu-yakult.co.jp

FAX　06-6337-2471

大阪北部ヤクルト販売株式会社

人々に、あかるい暮らしを

〒564-0024 吹田市高城町5-15
TEL

各種建物新築・改修工事
電気設備・消防設備

空調設備・防犯設備

FAX
06-6381-6623
06-6382-7466

https://www.sakae-denki.co.jp
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中小企業大学校受講補助金
≪中小企業大学校の研修受講に係る費用の一部を補助≫

　市内の中小企業者又はその従業員が、経営に必要な知識を学ぶため、中小企業大学校の研修を受講した場合に、
以下の内容で受講に要した費用の一部を補助します。

補助対象者 本市に事業所を持ち、市民税の滞納をしていない中小企業者
対象経費 中小企業大学校の研修受講料
補助率 対象経費の２分の１以内
上限額 5万円

交付申請期間 中小企業大学校の研修を修了した日の翌日から１年間
【問合せ先】 吹田市都市魅力部地域経済振興室　企業振興・融資担当
　　　　　 TEL：０6-6１7０-7２１7　MAIL：sanro_s@city.suita.osaka.jp

吹田商工会議所のSNS開設及びホームページリニューアルについて
　情報提供のツールとしてツイッター及び公式LINEアカウントを開設いたしました。いち早く情報を提供できるよ
う皆様にはツイッターフォローやLINEの友達登録をお願いいたします。
　下記をご覧のうえ、ご登録よろしくお願いいたします。
　また、１１月１日よりホームページのリニューアルに伴いHPアドレスとメールアドレスが変わっています。
　　Twitter  https://twitter.com/suitaccisuita
　　LINE  https://lin.ee/OoBuIId
　　新HPアドレス　　　　https://suitacci.or.jp/
　　代表メールアドレス　　info@suitacci.or.jp
　今後ともよろしくお願いいたします。

中小企業大学校受講補助金
≪中小企業大学校の研修受講に係る費用の一部を補助≫≪中小企業大学校の研修受講に係る費用の一部を補助≫

中小企業大学校受講補助金

吹田商工会議所のSNS開設及びホームページリニューアルについてホームページリニューアルについてホームページリニューアルについて吹田商工会議所のSNS開設及び吹田商工会議所のSNS開設及び

Twitter LINE公式アカウント



お問合わせ先 制度運営 日本商工会議所

制度引受保険会社

事業活動のトラブルで高額な賠償金支払いとなる事案が多様化。さらに頻発する自然災害により事業継続が困難となるケースも多発。
超ビジネスプロテクト(事業活動包括保険)は、賠償責任リスク、事業休業リスク、工事リスク（建設事業者様向け）を総合的に対応でき、しかも低廉な保険料で加入できる保険です。

超ビジネス
プロテクト
（事業活動包括保険）の

特徴
4 休業補償により災害に遭った際の事業継続資金を補償（感染症補償特約を自動セット）

6 早期災害復旧支援により、災害時の事業継続を後押し
5 工事現場における様々な財物に対する損害を補償（建設業向け）

7 「地震」による休業損失も補償
本広告は、日本商工会議所を契約者とする商工会議所会員向け事業活動包括保険団体契約の概要についてご紹介したものです。保険の内容は「ビジネス総合保険制度パンフレット」をご確認ください。ご加入にあたっては、必ず「ビジネ
ス総合保険制度重要事項説明書」をよくお読みください。詳細は契約者である団体のホームページ掲載の約款によりますが、ご不明の点がありましたら代理店または保険会社にお問い合わせください。

「超ビジネスプロテクト」は、東京海上日動を制度引受保険会社とする全国商工会議所「ビジネス総合保険制度」における「事業活動包括保険」のペットネームです。

お見積り、ご加入手続きは引受保険会社にお問い合わせください。

全国商工会議所
事業活動を取り巻く様々なリスクから
会員の皆様をお守りする

2021年4月作成 21-TC00594

1 全国商工会議所の団体割引が適用されるため、保険料が割安です。
一般加入と比べ最大約33％割引の保険料水準（団体割引25％、条項セット割引5％、Tプロ割引3％、自動車優良割引3％を適用した場合）
※33％割引は「賠償責任に関する補償」「休業に関する補償」に適用されます。 
保険期間：2021年7月1日午後4時から2022年7月1日午後4時
              加入は毎月受付（お申込月の翌月１日の午後４時の補償開始、保険期間1年間でご加入いただけます）

「ビジネス総合保険制度」 最大

約33%
割引

2 賠償責任に関するリスク(生産物・完成作業、施設・事業遂行、リコール、情報漏えい等)を総合的に補償
その他、様 な々業種に対応できる補償のラインナップを用意しています。

3 サイバーアタックなど情報セキュリティ被害も補償
マイナンバーの漏えいも補償対象となります。

東京海上日動の
新型コロナ

ウイルス感染症も

補償

お問合わせ先 制度運営 日本商工会議所

制度引受保険会社

事業活動のトラブルで高額な賠償金支払いとなる事案が多様化。さらに頻発する自然災害により事業継続が困難となるケースも多発。
超ビジネスプロテクト(事業活動包括保険)は、賠償責任リスク、事業休業リスク、工事リスク（建設事業者様向け）を総合的に対応でき、しかも低廉な保険料で加入できる保険です。

超ビジネス
プロテクト
（事業活動包括保険）の

特徴
4 休業補償により災害に遭った際の事業継続資金を補償（感染症補償特約を自動セット）

6 早期災害復旧支援により、災害時の事業継続を後押し
5 工事現場における様々な財物に対する損害を補償（建設業向け）

7 「地震」による休業損失も補償
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［担当課支社］
大阪北支店　直轄課
住　所：〒5４１-8555 大阪市中央区高麗橋3-5-１２ 淀屋橋東京海上日動ビルディング7階
ＴＥＬ：０6-6２０3-０63２
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エコアクション21認証取得事業補助金
≪エコアクション21認証取得に係る費用の一部を補助≫

　市内の中小企業者が事業活動を行う上で環境への目標を持ち、行動することができる体制を整備するためにエコ
アクション２１の認証を取得した場合に、以下の内容で認証取得に要した費用の一部を補助します。

補助対象者 本市に事業所を持ち、１年以上引き続き同一の事業を営み、市民税の
滞納をしていない中小企業者

対象経費 ・審査人に支払う登録審査費用（審査人の交通費、宿泊費等を含む。）
・中央事務局に支払う認証・登録料

補助率 対象経費の２分の１以内
上限額 １０万円

交付申請期間 エコアクション２１の認証を取得した日の翌日から１年間

【問合せ先】 吹田市都市魅力部地域経済振興室　企業振興・融資担当
　　　　　 TEL：０6-6１7０-7２１7　MAIL：sanro_s@city.suita.osaka.jp

～吹田市役所の地下で、お店をはじめてみませんか～
「チャレンジショップゆめちか」出店者募集中！

　吹田市役所本庁舎内地下の未利用スペースを起業家のチャレンジショップとして活用しています。
出店者が本格的に街で飲食業を開業する前段階として、約１年間試験的に飲食業を運営していただくことができます。

◆募集期間：令和４年１２月１日（木）～令和5年１月１6日（月）
◆出店期間：令和5年４月3日（月）～令和6年２月中旬（予定）
◆使 用 料：月額１２,０5０円（使用中に使用料を改定する場合があります）
◆光熱水費： 出店者負担（電気代はメーター使用量に基づく面積按分による負担とし、ガス代・水道代は各メーター

使用量に基づく負担とする。）
◆ごみ処理費用：出店者負担
◆営業時間： 開庁日（月曜日から金曜日まで。祝日及び１月２日、3日、１２月２9日から3１日は除く）は原則無休と

し、午前8時3０分から午後6時3０分までの時間内（ただし、午前１１時3０分から午後２時までは必須）
☆現地説明会： 令和４年１２月１４日（水）、１9日（月）、２7日（火）、令和5年１月１０日（火）の午後２時から午後3時まで

（※申請予定の方はご予約の上、いずれかの日程で必ず出席してください。）
☆ご予約・お問い合わせは、吹田市役所地域経済振興室まで　TEL：０6-6１7０-２37０

エコアクション21認証取得事業補助金
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～吹田市役所の地下で、お店をはじめてみませんか～



飲みやすい白い錠剤

〒 564-0052　大阪府吹田市広芝町 10-3　地下鉄御堂筋線江坂駅（南出口正面）
TEL 06-6386-0001　FAX 06-6386-1631　http://www.sunnystonehotel.co.jp

今日から明日へくつろぎのひとときを
京阪神へのビジネス・観光の拠点としてご利用下さい

大阪本店／大阪府吹田市南金田１－４－８

支店・営業所／札幌・仙台・東京・埼玉・東京西・北関東特販・名古屋

豊橋・高岡・京滋・大阪南・広島・高松・福岡・沖縄

海外／タイ・中国・フィリピン・台湾・ベトナム・アメリカ

TEL（06）6384－1102 FAX（06）6384－7816

発行所　吹田商工会議所 　吹田市泉町２丁目１7番４号　TEL ０6（633０）8００１　FAX ０6（633０）335０　　　編集・発行人　山口 淳　　　定価 ２5０円（本誌購読料は会費に含まれています。）

「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。


