ているし︒
昔︑消費税ができた時
なんかは﹁消費税分頂き

水道料金の値上げもあ

見えている︒また電気・
にも書いてもらっていま

署名を置いて︑お客さん

けれど︑デフレ下ではお

にはもちろん理由がある

いまいな加工品が安いの

客は 円でも安いほうへ

す︒みんなで増税を中止
させましょう！

り︑こんな苦しい時に増
税なんて絶対に反対！お
店にも消費税増税反対の

﹁いま増税﹂
は政治の手抜き
上京民商・仁和支部

行ってしまう︒今度の増
税の話に感じるのは︑手
抜き政治ということで
す︒税金があがればお客
はさらに安売りに走り︑

うちは八百屋です︒扱
発生しますが︑お客との

消費税率でも必ず端数が

天下り根絶や事業仕分け

いままになってしまう︒

デフレからも脱け出せな

店をやっていた︒しかし
う商品の金額上︑どんな

に増税で増えた税収を本

言われているけど︑実際

ので店の料金を値上げせ

の値段は必然的に上がる

までなると︑仕入れる物

います︒朝７時から夜

ぎ大型スーパーが建って

ん︒今︑地域にはつぎつ

関係で値上げはできませ

放置して︑税金だけを上

保障などするべきことを

はどうなったのか︒社会

い︒増税阻止の署名を国

亡き父から

事業を引き継

ぎ 年︑今年

歳です︒
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年ほどになり

と い う と ︑﹁ 青 い 袋 や

過去︑保津川を筏で嵐

と記入されていました︒

ヤードの影響もあったと

れます︒ＪＲ二条駅貨物

年︑輸送手段も変わって

倉林さんも当選しまし

では直接︑倉林さんに署

地域に固執しなくなった

思 い ま す︒ し か し︑ 近

名を手渡したい︒ますま

経費はどうなるか計算し

りません︒増税になれば

ている実感はまったくあ

いるが︑景気がよくなっ

祇園でスナックをして

えて︑みんな同じ業者な

ちだ︒いろんな垣根を越

の足元を崩すような仕打

りで踏ん張っている業者

ない状態になる︒ぎりぎ

け背伸びしても息も出来

の８％への増税はどれだ

った感じになった︒今度

た時︑鼻先まで水に浸か

後明るい展望をもって次

しゃると思いますが︑今

境の変化を感じていらっ

の業界でも同じような環

いるように思います︒ど

ない時代が近づいてきて

業︶で材木屋さんが必要

制御機械で棟上げ迄作

レカット︵コンピュータ

木造住宅はほとんどプ

た︒ 月

な﹂とお宅に伺いました︒ いかれた娘さんが戻って
けしました︒

てみました︒まけてはも

んだから﹁増税は絶対ア

代に事業を継承していき

た︒

らえません

カン︑やめてくれ﹂と大

たいものです︒

致命的な増税に

︵表参照︶︒

きく声をあげましょう︒

％に上がっ

中京民商 長野幸政

税率が５

３％の差が業者には

ようですが︑業界を取り

倒的な世論は、増税中止を求めています。

す頑張って署名を積み上

底、庶民の営業とくらしはつぶされてしまいます。圧

こ ら れ た の で︑﹁ 署 名 を

増税されれば、経済は奈落の

残念ながらお留守だった

が上がり、そのうえ消費税が
８月になり﹁そや︑取

日の国会請願

した︒署名も

山まで来て西高瀬川経由

ださい。今から心待ちにしています。

で嵯峨︑三条︑千本界隈

る理事にもなりました。みんなでつかんだ議席、生か

ね？﹂と︑なんとおうちに

アベノミクスなど経済やエネルギー政策を議論する経

入ってとってきてくれま

11人に増えた日本共産党の参議院国会議員団、すべ

が発展していったと思わ

ての常任委員会に委員を配置できることとなり、私は

筆きちん

です︒

１㎞︑業者数は４〜５軒

は三条〜四条通りまで約

られていましたが︑現在

製材所︑材木業者で占め

ますが︑過去この界隈は

転して約

は中京区︑千本通りへ移

は皆無の状況です︒当方

増えています︒新規開業

家具店等廃業される方が

工務店︑建具屋さん︑洋

所︑木材店︑

近年︑製材
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10

オガワ青果 小川真澄 ささんん

消費税増税の目的は︑
来年８％で︑さらに ％

当に社会保障に使うとは
ざるをえなくなる︒そう

時まで開店しており︑し

会へ届けなくては︒

止止 められる

は上がらないまま、物価だけ

署名

場です。年金は下がり、給料

巻く環境も一変しまし

やろう！ １ 会員
きらめたらあかん！そう
いうても消費税は絶対止

済産業常任委員会に所属します。委員会運営にも関わ

11

ません﹂ということでお

﹁社会保障の財源だ﹂と

思えない︒震災の復興支
なれば今でも厳しいのに

め、国会請願行動にたくさんの署名を託しましょう。

げるなんてとんでもな

援税なんかでも︑実際は

かも安い︒材料表示があ

進めています。地域で商売を続ける業者の切実な声を集

すのは国民の声。生の声と署名をドカ〜ンと届けてく

10

お客さんが減るのが目に

消費税大増税はなんとしても阻止を」と地域との対話を

税増税中止のたたかいが正念

げなければいけません︒

東山民商・祇園北支部

10

12

別のところに使ったりし

り、くらしと営業を破壊する

秋の臨時国会に向けて消費

など

10

を
上げれば

は「１会員 10 署名をやり切

倉林明子

もらいに来たのですが﹂

スナック七尾の経費の値上がり試算

のですが︑そこへお嫁に

計算してみよう自分の商売

声声

長として参加します。京商連

参議院議員

10

りに行くって約束してた

増税されたら…？

めなあきません﹂と対話
に な り︑﹁ ほ ん な ら い つ
取りにきはんのや﹂と言
わ れ た の で ︑﹁ そ や ね ︑
７月が終わったら取りに
きますわ﹂とお返事し︑
婦人部で配っている﹁お

いきれいなビニールの袋

ふくろちゃん﹂という青
選挙前︑家から自転車

費税もどうせ通る﹂と署

いっつも勝ってない︑消

した︒が最初は﹁選挙も

署名をお願いに訪問しま

さんのうちだと知って︑

に署名用紙を入れてお預

伏見民商・藤森支部婦人部
あめや藤本 藤本千賀子さん
ですぐそこのお宅が会員

婦人部の青い袋の効果てきめん。
あきらめず、粘り強く行動を

名 を 断 ら れ ま し た︒﹁ あ

松原 二郎さん
スナック七尾

京都府商工団体連合会

〒615-0042 京都市右京区西院東中水町17
京都府中小企業会館５階
電 話 075（314）7101
ＦＡＸ 075（321）4416

ご存じですか？

ます。久保田京商連会長も団

10
在→８％になれば…
現
＜１か月＞

篠田眞翠美さん
髪結かのん

消
トップ‼国民集会」が開かれ

「たくさんの署名、
待ってま〜す!!」

家
賃 28万円 → 28万8000円
コンパニオン 70万円 → 72万0000円
酒
屋 15万円 → 15万4300円
カラオケリース 5万円 → 5万1430円
おしぼり、氷代 5万円 → 5万1430円

山科民商・勧修支部

税
増
税
費
外音楽堂で「消費税大増税ス

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

民商の豊富な実績！

行
発

◆自主計算で税務調査も是認かちとる
（中京・やましろ・山科・下京・亀岡
など）
◆国保料滞納でも高額医療認定証を交付
させる（中京）
◆制度融資の趣旨を逸脱した対応を改め
させる（右京）

絶対反対！
増税中止を
９月27日、東京・日比谷野
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本川

年︑地元で愛される手づ

上京民商
ん

︶

童

大好きな音楽も

夢

う母・房子さん 歳へ
の思いがいっぱいの作
品です︒曲も絵本も忙
しい日々の合間を縫っ
て手がけましたが︑ケ
ーキ同様︑﹁妥協を許さ
ない職人の仕事﹂と自
負する本格派です︒Ｃ
Ｄと絵本を発表したこ
とが縁で︑今年８月に
は︑出身地である生駒
市の生涯学習講演会で

歳を超えた

大 人 の 音 楽 が な い ﹄と

の演奏と講演を頼まれ

した︒﹁﹃

歳

た時期もあり︑その時

た︒お客さんの反応が

ーナーを作ってきまし

売と店舗内での喫茶コ

開業当初から店頭販

る︑地域に根付くケー

所の高齢者も聴きに来

自分流がここでも力を

開こう﹂︱本川さんの

ちの店でコンサートを

く時間がなければ︑う

ろ う ﹂﹁ 商 売 で 外 に 行

がなければ︑自分で作

﹁自分が好きな音楽

ことにしました﹂と本

かったので自分で作る

いう人たちの音楽がな

思うんですけど︑そう

くなるんじゃないかと

くなり︑感性もするど

もわかり︑人にも優し

を過ぎて︑世間のこと

さやかな抵抗を込めて

ね﹂消費税増税へのさ

金ばかりとられても

んどいほど仕事して税

休 み に︒ そ れ は︑﹁ し

の定休に加えて日曜も

童夢は今年から月曜

たりと忙しい毎日です︒

感じていました︒

のケーキのレシピが５

発揮し︑夢を実現して

川さん︒

﹁なければつくろう﹂

００種類もある﹂そう
見たい︑食べている人

いきました︒

コンサートを開き︑近

提供︒お店で月１回の

ます︒お昼はランチも

場でケーキも食べられ

恵子 さ︵

商売も音楽も
オリジナル

出町柳界隈で︑
くりケーキのお店です︒開業は１９８１年︑
本川さんが 歳のときです︒本川さんは︑お

です︒その土台の上に
の顔がみたいという本

歳まで大阪の調理

キ作りにこだわる

オリジナルなケー
年間やってい

本川さんは４歳でピ

ず ら う 母 親 と 同 居︑

３年前から痴呆をわ

女の夢の形が表れてい

かな幸せを求める︑彼

ーキを

て き た ﹂﹁ 日 替 わ り ケ

わる自分流を貫いています︒

師学校で講師をしてケ

種類のケーキ
川さん︒﹁﹃おいしいで

アノを始め︑学生時代

キ屋さんです︒

ーキ作りなどを教えて
現在の
を販売しています︒ケ
すか﹄とは聞かないん

ます︒

ケーキの本家とも言う
ーキは﹁値段のわりに

﹁かわいいんですね︑

べきフランス人にもで

にはアルバイトでフレ

手の込んだもの﹂との

ですが︑陰でそっと様

きない︑オリジナルな

﹁京都でも︑楽曲の

子を見ているんです

この母が﹂と笑います︒

意見もネットに出て評

生活をした出町への思

と意欲的な本川さん︒

んどん出ていきたい﹂

ＣＤと絵本は︑

ンチレストランでオリ

ケーキ作りを考えてき

ジナル曲の生演奏もし

発表の場があれば︑ど

よ﹂といいます︒

年

判です︒店の表でケー

ました︒

です︒ここにもささや

いましたが︑もともと

菓子作りも︑好きな音楽もオリジナルにこだ

50

いと︑認知症をわずら

プレ企画を開催します

商売加速連続セミナー

705会議室

※第２弾、第３弾

からの参加もＯ

Ｋです

を争うこのたたかいに多

うとしているのか︒一刻

芝居を身近なものに感じ

つけていただいたり︑お

さんに︑ちょっと稽古を

は舞台の上以外での役者

も開催いたします︒昨年

︵ふれあう夕べ︶を今秋

者さんとふれあう夕べ﹂

京商連は﹁前進座の役

今年もやります

や若者が泳いでいた︒基

地ができればこの距離で

てもらいました︒役者さ

んのサインの当たる抽選

会は京商連ならではの企

画です︒今年も多数のご

参加をお待ちします︒

◆

来春の観劇会は︑２０

１４年１月 日︵金︶に

決定しています︒

くの皆さんの力をお願い

します︒

９月27日㈮ 消費税増税ストップ 国民集会

ました︒
パティシエへの道を

京商連第３回常任理事会

はきっと閉鎖に！ 現在

９月24日㈫

彼女のマル

共済会常任理事会

始めたころは一人で

進み︑お店の開店で一

９月18日㈬

の自衛隊基地も由緒ある

第４回事務局長会議

チな活動は

お寺さんを囲むようにで

「わっとShow魂実行委員会」では、青年業者が自分
の商売を見つめなおし、自分の商売の売りを自信を持っ
てアピールできる、そんな『学び』の場を提供しようと
「商売加速連続セミナー」を企画しました。ぜひご参加
ください!!

10

９月17日㈫

キ販売︑店内には喫茶

中２時や３時は当たり

時音楽を中断したもの

まだまだ広

きている︒原発や基地の

京商連第３回平和部会

﹁素材が主張するよ

前の生活︒昼は販売と

の︑借金完済を期に曲

がりそうで

町と同様︑過疎の村の地

９月13日㈮

第２弾

権者を上手に納得させよ

消費税増税中止全府宣伝デー

ケーキを夜つくり︑夜

喫茶の仕事で手いっぱ

作りを再開しました︒

す︒

婦人部の視察に同行

し︑女性の平和を守る絶

大なパワーを実感でき感
謝しています︒

予定地のすぐそばには

第10回

９月10日㈫

参加費：無料
参加対象：青年部員および青年部対象の業者

日時：10月５日（土）18：30〜
場所：京都府中小企業会館
２階ホール

生きる
コーナーがあり︑その

いでした︒そのころか

５年前からは音楽仲間

ニコンサートを年４回

に依頼し︑お店でのミ

時半から夜

ら店は朝

時まで︵現在は夜
時 ま で ︶︑ そ れ で 夜 に

行い︑今では毎月開催
しています︒
昨年秋にはその音楽
仲間といっしょに︑音
楽ＣＤと歌詞絵本﹃空
の彼方に﹄を発表しま

京商連拡大週間

９月17日㈫〜21日㈯

買いに来るお客さんも
つきました︒毎日午後
時まで店を明けてい
るのは﹁毎日午前様だ
った当時の名残﹂と笑
います︒

海水浴場があり家族連れ

全国中小商工業研究交流集会

（紋章加工・下京民商会長）

ふれあう夕べ

“わっとShow 魂 ”

９月16日（祝・月） 京婦協理事会・婦人決起集会

（プレゼンをしてみよう）

９月７日㈯〜８日㈰

前進座観劇プレ企画

蕪城 國夫

第３弾

行事あんない

紙くずをお札に変える方法

Ｘバンドレーダー設置
予定地を視察して

（広告をつくろう）

※場所はいずれも

９月17日
（火）19：00〜
商売を見つめなおす

※参加については参加費が必要で
す。参加についてのお問い合わ
せは、民商または京商連まで。

予定地の向こうは海水浴場

33

第１弾

83

開業以来続けている店
の表でのケーキ販売。
お客さんの反応が商売
の励みになります

10

―無駄な広告が客を呼ぶ広告に変身！―
日時：９月４日
（水）19：00〜21：00
会場：中小企業会館７階 705会議室
講師：伊藤 泰浩さん

平和部長

10

20

９月25日
（水）19：00〜
商売を語る

第２回文化厚生部会

９月４日㈬

11

10

京都に米軍基地が㾗

58

10

E
N

うなケーキ作りを考え

仲間と作ったCDと絵本を手にする本川さん

昨年のふれあう夕べにて

25

〒602‑0824
京都市上京区今出川通寺町東入ル一真町92
☎075‑256‑3557
50

33

S
W

域で
地域
25

（２）
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