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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

２０２２年のスタートです︒２０２１年は︑コロナで緊急事態宣言が長
引く中︑営業や外出も制限され︑中小業者の営業は困難に陥りました︒こ
の危機的状況の中で︑民商・京商連運動は要求運動でも組織拡大でも大き
な前進を勝ち取ることができました︒そこで京商連・共済会・婦人部・青
年部の会長・理事長・議長に集まっていただき︑昨年の運動や今年の抱負

た︒与謝民商は︑会員全
員が共済に加入してい
て︑すごく頑張っていま

その一方で︑なかなか

す︒

共済会員の加入が進んで

員の年度末増勢を実現す

い民商では︑営業が大変

共済加入が進んでいな

いない民商もあります︒

年対談﹂として
ることができたことが︑

京商連・池田靖事務局長︶

﹁民商・ 京商

ったです︒通り

気になってよか

やってる方も元

に宣伝できて︑

人でにぎやか

加してくれて︑

人の皆さんも参

けでなく︑新婦

取り組んできました︒

ント達成をめざそう﹂と

トを付けて﹁１００ポイ

部の活動すべてにポイン

１ポイント﹂など︑婦人

ン ト﹂﹁ ニ ュ ー ス 発 行 は

﹁部会を開いたら２ポイ

人集めたら２ポイント﹂

が話題になっています︒

今年はジェンダー平等

しました︒

ことも報告されて︑感激

羹を差し入れてもらった

き︑﹁ 頑 張 っ て ね ﹂ と 羊

から署名に賛同いただ

店街会長の和菓子屋さん

る こ と で︑﹁ 久 し ぶ り に

ニコニコ大作戦を進め

委員会を設置したり︑立

共産党がジェンダー平等

０円の負担﹂で訴える方

子副会長がインボイス宣

人決起集会では︑望月照

商婦人部が︑１００ポイ

的には南・山科・伏見民

活発になりました︒最終

かかったおばあ

ちゃんも﹁私も一緒に﹂

コロナによる営業危機

婦人部は︑イ

憲民主党の代表選でもジ

久保田

部 会 を 開 い た ﹂﹁ い ろ い

ェンダー平等を主張する

人部︑青年部の

な中で﹁共済会の１００

と宣伝に参加してくれ

ろな活動が評価してもら

がためらってしまう︒や

画期的でした︒

ンボイス中止の運動でも

て︑ビックリしました︒

に対して︑一時支援金・

っぱり﹁共済に入ってほ

と高齢化でなかなか動け

連︑共済会︑婦

頑張りましたね︒

運動がこんな風
月次支援金や休業協力金

しいと訴えきれていない

なかったんですけど︑

伝や京婦協のニコニコ大

ントを達成しました︒

条廃止の運

ね︒

十河

そうそう︒そう

いった方もおられました

ので︑私たちが長い間や

体に広く声をかけて︑商

長は︑地域の中小業者団

ボイス学習会でもＺｏｏ

スだと思います︒

条廃止の運動にもチャン

り続けてきた所得税法

す︒青年部員のインスタ

写真とかは︑役

月の新入

ってわいわい盛り上がっ

てましたね︒

部員も︑大半が

代の業

学習会への参加

者青年でした︒

斎藤

者も増えましたね︒新し

い人が入らないと青年部

も変わっていかないと思

代の若い人が増

員さんが自分でインスタ

それも

うので︒部員が増えて︑

いえいえ︑僕は

丹野さんにメールで送っ

ないので︑写真を撮って

の青年部員の奥さんがＳ

に話をしていたら︑宇治

インボイス学習会の後

えたと聞いて良かったで

てアップしてもらってい

ＮＳのインストラクター

ＳＮＳとかインスタとか

ます︒オンラインでも交

の資格を持っている人も

す︒

流することで︑青年部員

い る こ と が 分 か っ て︑

個人的には全然やってい

斎藤

に乗せてるんですか？

十河

人が集ま

ｍ も含めて︑

の写真を上げています︒

事のビフォー・アフター

僕も︑リフォームの仕

いですね︒

は︑自分の仕事紹介が多

動でも︑藤本千賀子副会

所得税法

作戦について発言して︑

その内容がすごく良かっ

たですね︒

婦人部では昨年︑ニコ

ニコ大作戦で﹁署名を

県青協として拡

婦人部

大表彰を受けま

した︒

斎藤

だけでなく︑青

年部も高齢化し

さ
ん

ている部員もいます︒

ています︒
︵笑︶ 趣味の釣りの写真を載せ

今年は京青協

でインスタを立

ち 上 げ て︑﹁ こ ん な こ と

やっている﹂と青年部役

員と担当事務局で毎週担

当を決めて発信していま

裕志

京商連青年部協議会
議長

斎藤

︱西村ちなみさんです

方がおられました︒

に前進したよ﹂

など︑８０００件を超え

んだな﹂と思います︒す

月にインボイス中止のリ

私の知り合いの居酒屋

15

える﹂と︑婦人部活動が

ということを大

る申請サポートを行うな

べての会員に共済会の魅

レー宣伝をやって︑宣伝

弥さんから引き継ぎまし

さんに︑民商に一年前に

13

月５日の全国業者婦

いに語り合いた

ど︑中小業者に寄り添っ

力を伝えて︑加入運動を

いだんです︒亀岡駅のス

婦人部はコロナ

いと思います︒

て﹁営業をつぶさない﹂

特に民商に入会すると

タンディング宣伝では︑

十河

京商連として

のバトンを婦人部でつな

久保田

すすめたいです︒

きに︑共済会も入っても

亀岡・船井北桑田民商だ

た︒これまで共済会の役

入会してもらったんです

12

など︑縦横に語っていただきました︒︵司会

あけましておめ

と頑張ってきたことが︑

らう同時加入を徹底して

員をやったことがなかっ

が︑最近店が閉まってい

月

人の部員を増やし

︱青年部は︑今年
には

て︑前年度の全国総会現
勢を超えて︑全国で唯一

京商連婦人部協議会
会長
ん

さ

どうしのつながりができ

﹁この人を講師に青年部

︵２面へつづく︶

56

全員
は何といっても︑昨年３

昨年６月に京商

と思います︒
松家

たので︑前理事長の西村

る︒近所の人の話では入

すすめたいです︒

さんからも︑いろいろ教

院していると聞きまし

連共済会理事長を西村英

わりながらやっ ていま

た︒
共済会に入ってもらっ

す︒共済会では勉強する
ことが本当に多いと思い

ていれば︑こうした病気
入院の時も助け合うこと
ができます︒

さ

十河恵美子

13

11

30

10

インスタ立上げ
情報発信
仲間が増えて
良かった！
11

ます︒

周年式典めざす活

みんなで助け合う運動
を広げたいです︒

幸治

京商連共済会理事長

松家

ん

27

昨年は︑与謝民商が全
商連

動で会員も共済会員も増

さ

やして︑表彰も受けまし

京商連会長

久保田憲一

ん

30

70

電 話 075（353）3551 FAX 075（353）3552
（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

ジェンダーが
世論の今、
婦人部の出番！

仲間増やしにつながった

新共済パンフを手にガッツポーズ！

年ぶりに民商会

月末に
27

でとうございます︒
︱ 今 日 は ︑﹁ 新 年 ト ラ

座談会

56

月の青年部のイン

てきました︒

︱

12

27年ぶりの
会員増勢実現！
共済会の魅力
広げたい
THE

第１８１号

京 商 連 ニ ュ ー ス
２０２２年１月７日（毎月７日発行）
（１）

新年
トラ年

対談

伏見民商

太田 建志 さ︵
ん

﹃業者二世として
したたかに生きる﹄

年︒３年前に代表取

折本加工業を自分で道を切り開いてきたお
父さんの仕事を継いで
締役に︒
お父さんのアドバイスは﹁自分のやりたい
ようにやれ﹂︒ 口うるさく言われるよりは楽
なように見えますが︑これでいいのかと不安
に思うときには︑具体的な助言で道を照らし

︶

者が逆にその後の機械

施されたら大変でしょ

さんは︑インボイスが実

でＳＮＳの学習会しよ

︵１面の続き︶
まないとアドバイスさ

外注は会社関係もあり

す︒絶対︑インボイスは

とても危険だと思いま

者なので︑インボイスは

と考えています︒

テージを変えていきたい

員さんとも交流して︑ス

ずいです︒

ますが︑ほとんど一人親

潰さないとダメですね︒

月には山科民商でや

方の職人ですので免税業

アの開発だと

とか︑北山エリ

で︑本当に大問題です︒ト

どうなるかわからないの

地下トンネルで水脈が

政について考えていきま

て︑民商の班・支部で府

こうした問題も含め

するか決まってません︒

ご飯も食べてからと︒

はハードルが高い︒まず

﹁学習会に来て﹂だけで

た︒青年部員にいきなり︑

もを連れて参加しまし

ムチャクチャま

う？
斎藤

う﹂と話しています︒
建設業の斎藤

か︑大型公共事

ンネル工事で出る大量の

しょう︒

っているＢＢＱに︑子ど

業推進に熱心で

残土についてもどう処理

企画をいろいろ考えた

けど︑コロナで全然でき

なかったので︑今年はや

バス旅

行はとてもいい

日に

りたいです︒１月

１月か

は︑新入部員さんの歓迎

ぜひ︑新しい部員さん

会を兼ねた青年部新年会

り組みます︒多

もどんどん参加してほし

らは︑今年も大

くの方に受診を

いです︒

をやります︒

お願いします︒

腸がん健診に取

松家

ですね︒

十河

す︒
コロナ支援で
は国の政策実行
が大半で︑独自

か︒それも力のある企業

久保田

れますが︑従業員さん
もあかつき紙工自体も
生活が懸かっ ていま
す︒失敗しましたでは
済まされません︒
初代の教えである
﹁自分のやりたいよう
に や れ ﹂ は︑﹁ お 前 に
すべてを任せる︒会社
を良くするのも悪くす
るのも社長の考えで決

︱２０２２年の私たち

しか利用できないもので

の支援はわず

分自身の経験でわかっ

の運動について話をお願

まる﹂ということを自

ているからその言葉に

いします︒

する府政に︑本当に変え

私たち中小業者を応援

す︒

なったのではないかと

久保田

知事選挙があります︵３
日告示︑４月

ないとダメだと思いま

月

日開

今年は京都府

今は思っているそうで
す︒
一度は親元を離れて

久保田

京都府知事選

共済会員を増やすため

挙に︑確定申告︑コロナ

婦人部では︑コ

に︑新しくカラーリーフ

支援の運動︑インボイス

十河

ロナで部員どうし会うこ

レットも作成します︒こ

中止の運動も全力で取り

す︒
︱北陸新幹線延伸計画

とや集まることも制限さ

のリーフを届けて︑共済

組みましょう︒合わせて︑

る折り機はすべて︑メ

票︶︒

で は︑ 国 交 省 内 か ら も

れて大変でした︒

会の魅力を伝えて︑ぜひ

楽しい活動もどんどんす

作業をこれまで家族４

暮らしたいと思うのは

共産党・原田完府会議員

﹁京都駅や市内を通過す

コロナ感染が収束した

加入者を増やしたいで

すめましょう︒今年も民

月の理事会で︑日本
とですが︑建志さんは

団長に府政学習会の講師

る地下工事は技術的に本

ら︑ぜひ楽しいことをい

す︒

自立する過程であるこ

大学を熊本に選び︑そ

をしてもらいましたが︑

当に難しい工事計画倒れ

ろいろやりたいです︒Ｂ

の仕様を変えるほどで

ず︑使い勝手の良さを

の後就職は折り機メー

西脇知事はコロナで苦し

に終わる可能性もある﹂

﹁自分の頃はこうだ

変わる業界

カーに就職して︑今の

む中小業者の支援より

ーカーが製造したもの

最近は︑粗雑でも早
追求して︑加工や新た

ペーパーレスの時代

仕事の基礎を学びまし

人で

人と従業員さん

く仕上げてほしいなど
な造作が加えられてい

と言われ︑

対量は減っ

っ た ﹂ と か︑﹁ 何 度 も

松家

新幹
線は︑ほとん

共済会では︑１

日に新年理事会を開

松家

すね︒

月

守る学習交流会企画とし

増えたので新しい風を入

れたいですね︒新しい部

していきましょう︒

商が大いに前進する年に

ＢＱやバス旅行︒温泉で

ている中

同じ話をして﹂など︑

ど地下です

久保田

て︑好評の共済会バス旅

きます︒いのちと健康を

割が地下でト

行も計画中です︒京都府

青年部の人数も
と指摘する声もあると聞

で︑今の仕

育ててもらっていた当

か？

ンネルです︒

知事選挙もあるので︑４

斎藤

も︑北陸新幹線の延伸だ

事をどう維

時はいやだなあと思っ

京都の街の地

月末か５月になるか︑ぜ

８

の学習会なんかもいいで

た︒

す︒

の注文もあるそうです
ます︒メーカーの担当

やってきました︒

が︑良い製品を作るプ
ライドは︑お父さんの
代から受け継がれてい

持していく

ていました︒ですが︑

きました︒

紙媒体の絶

をそのまま使っておら

てほしいと思った時もありました︒

一冊の本ができる
までにはたくさん
の工程がある
太田さんの仕事
は︑印刷された大判の
印刷物をページごとに
裁断して折り製本屋さ
んに出すまでの工程で

19

１月21日（金） 京婦協常任理事会・学習会
１月24日（月） 第６回常任理事会

ます︒

のか︑異業

自分も同じことをして

下には︑琵琶

ひ相談して実行したいで

１月18日（火） 第８回事務局長会議
１月19日（水） 京青協理事会＆新年会

す︒大判の紙は非常に

12

京商連拡大統一行動日

良いものをいかに合

種とのコラ

いることに気づき︑親

湖と匹敵する

すね︒

１月16日（日） 共済会理事会

重く︑何台もの折り機

ボレーショ

の気持ちも少しわかっ

くらいの水が

１月５日（水） 仕事始め 事務局員総会
１月10日（月） 京商連前進座新春観劇会
１月11日（火） 京商連税金学習会

理的に作るかは折り機

ンも模索し

てきたと建志さんは話

﹁温故知新﹂で新た

泉に行ったのは良かった

以前︑烟河温
で伏見の酒な

ですね︒好評で︑とても

久保田

どに利用され

楽しかったです︒

あり︑井戸水

ています︒

行事あんない

に据え付ける作業は︑
一つひとつに貫かれて

楽しい活動を
ぜひやりたい!!

地域
域
腕や腰に負担がかかる
います︒現在使ってい

ています︒

﹁こうす

な道を切り開こうと決

します︒

る﹂と決め

意しています︒

社 長 が

ないことに

16
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44

所〉京都市伏見区久我本町
11の262
〈電話番号〉075-933-5379

E
N

重労働です︒これらの

2022年の
府政転換を
めざして
10

〈住

は物事が進

青年部インボイス学習会

1

24

生きる
太田建志代表取締役︑二代目です

大型折り機をバックに

12

（有）京都あかつき紙工

S
W

（２）
２０２２年１月７日（毎月７日発行）
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