
京都市地域企業未来力会議メールマガジン（令和 2 年 12 月 07 日配信） 

 

京都市地域企業未来力会議参加者等  各位 

 

 いつもお世話になり，ありがとうございます。  

 メールマガジンを配信します。  

 

 会議の情報や京都市からのお知らせのほか，皆様からの掲載希望も受け付けて  

いますので，イベントやセミナーの御案内，新商品の御案内，自社での取組の周  

知など掲載内容を事務局までお知らせください！  

 

【目次】================================================================ 

☆ 事務局からのお知らせ  

(1) 第 1 回京都・地域企業勉強会の開催について  

 

☆ 京都市からのお知らせ  

(2)【まもなく〆切】京都市ベンチャービジネスクラブ１２月例会の開催について  

≪産業観光局≫ 

(3) 受付終了間近です !～みやこ杣木を使用した店舗等の新築・リフォーム等に対する  

最大 115 万円の補助事業～≪産業観光局≫ 

 

☆ 参加団体・企業等からのお知らせ 

(4) 2021 年新春特別オンラインセミナー≪一般社団法人 京都知恵産業創造の森≫ 

 

========================================================================= 

【本文】 
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☆ 事務局からのお知らせ 
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(1) 第 1 回京都・地域企業勉強会の開催について  

 

京都市では，地域企業の皆様に今後の事業や取組の参考としていただくため，地域企業

の持続的発展に向けた先進事例や，課題解決について学び合う  

「京都・地域企業勉強会」を以下のとおり開催します。  

 

日時：令和 2 年 12 月 18 日（金）午後 6 時～午後 8 時（午後 5 時半開場）  

会場：京都信用金庫 QUESTION（クエスチョン）７階  

   京都市中京区河原町通尾池下る下丸屋町３９０－２  

内容：京都市の産業政策の方向性について  

   社会課題の課題等に向けた市内地域企業の取組事例について  

    取組事例発表事業者（五十音順）  

    有限会社中村ローソク 田川広一氏  

    株式会社フラットエージェンシー  吉田創一氏  

    ワコールアイネクスト株式会社  鳥屋尾優子氏  

   意見交換等  

対象：京都市内に本店を有する事業者等  

定員：５０名（先着順）  

申込締切：１２月１６日（水）  但し，定員に達し次第受付終了  

 

ご参加を希望される方は，以下からお申込み下さい。  

https://sc.city.kyoto.lg.jp/multiform/multiform.php?form_id=4314  

 

詳細はこちらをご覧ください。  

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000278087.html 

 

https://sc.city.kyoto.lg.jp/multiform/multiform.php?form_id=4314
https://sc.city.kyoto.lg.jp/multiform/multiform.php?form_id=4314
https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000278087.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000278087.html


------------------------------------------------------------ 

 

▼事業者の皆様への支援情報 

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000268990.html 

▼京都・地域企業応援プロジェクト WEB サイトはこちら 

  https://community-based-companies.kyoto/ 

 ▼未来力会議 facebook はこちら 

  https://ja-jp.facebook.com/kyotoshichushokigyo/  

 ▼過去の会議資料等  

  https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000209507.html  

 ▼メールマガジンのバックナンバー 

  http://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000209798.html 
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☆ 京都市からのお知らせ  
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(2)【まもなく〆切】京都市ベンチャービジネスクラブ１２月例会の開催について  

≪産業観光局≫ 

高度な技術や，独創的な経営活動で成長を続けるベンチャー企業の交流組織である京都

市ベンチャービジネスクラブ（ＫＶＢＣ）では，この度，「コロナの時代を生きる～先人の

智慧に学ぶ～」と題した例会を開催します。  

この例会は，どなたでも御参加いただけますので，多くの皆様のお申込みをお待ちして

おります。  

※〆切（１２月９日）以降に参加申込を希望される場合，  

個別に事務局までご相談ください。  

 

■ 日  時  

令和２年１２月１６日（水）午後６時３０分～午後８時（午後６時受付開始）   

 

■ 場  所  

京都経済センター  ６階 ６－Ｂ会議室  

 

■ 概  要 

 【タイトル】 コロナの時代を生きる～先人の智慧に学ぶ～  

 【講  師】 臨済宗妙心寺 退蔵院 副住職 松山 大耕 氏 

 

■ 参 加 費  無料 

 

■ 定  員 ２０名（事前申込制，申込先着順  ※定員になり次第締切）  

   

■ 申込方法  

 ◇ 申込方法  

京都市ベンチャービジネスクラブホームページ申込フォームからのお申込み，  

又はホームページに掲出しているチラシ裏面の申込用紙にてＦＡＸしてください。  

ＵＲＬ：http://www.kvbc.jp/schedule/index.html 

 

◇ 申込期限  

   令和２年１２月９日（水）  

※ 新型コロナウイルス感染症拡大の状況により，中止又は延期する場合があります。

その際は，参加者の皆様に速やかに御連絡いたします。  

  

◇ 申込・問合せ先    

京都市ベンチャービジネスクラブ事務局  

（京都市産業観光局産業イノベーション推進室内）  

担当：松山，神尾  TEL：075-222-3324，FAX：075-222-3331 

 

(3) 受付終了間近です !～みやこ杣木を使用した店舗等の新築・リフォーム等に対する 
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最大 115 万円の補助事業～≪産業観光局≫ 

 

 京都市では，京都で育った市内産木材「みやこ杣木（そまぎ）」の需要拡大を図るため，

みやこ杣木を構造材や内装材に使用して店舗等の新築や増改築を行う方へ向けた補助制度

を実施しています。  

 募集の締切が間近に迫っていますので，是非お早めに御検討・御活用ください。  

 

【募集概要】  

■補助内容  

 みやこ杣木（北山丸太を含む）を使用した店舗等非住宅施設の新築又は増改築等に対し，

以下のとおり補助します。  

 ・ みやこ杣木の購入費の 1/2（補助上限額 100 万円） 

 ・ みやこ杣木の購入費が 200 万円を超え，かつ北山丸太を購入する場合は，超えた北

山丸太の購入費の 1/2 を加算（加算の上限額 15 万円）します。【最大 115 万円／件】 

■補助対象者  

 市内の店舗等非住宅施設の所有者又は使用者  

■受付期間  

 令和 3 年 1 月 15 日（金）まで（予算がなくなり次第終了）  

■応募方法・申込先  

 以下の HP で応募要領等の詳細を御確認のうえ，京都市域産材供給協会へお申込みくださ

い。御不明な点がありましたら，同協会にお気軽にお問合せください。  

 京都市域産材供給協会 HP http://miyakosomagi-e.net/ 

            TEL 075-406-2671 

            〒601-0125 京都市北区中川川登 74 
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☆ 参加企業等からのお知らせ 
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(4) 2021 年新春特別オンラインセミナー≪一般社団法人 京都知恵産業創造の森≫ 

 

新春のスタートにあたり(一社)京都知恵産業創造の森では、新春特別オンラインセミナ

ーを開催いたします。  

コロナにより今までの日常が一変し、ビジネスにおいてもそして教育の世界においても

人と人とのコミュニケーションはオンラインに一気に切り替わるなど、大きな変化の中で

新しい年を迎えます。  

今後の社会のあり方や価値観の変化が続くと思われる中、私たちは何を考えなければな

らないのでしょうか。  

ライフネット生命保険を開業され、現在は立命館アジア太平洋大学 (APU)出口治明学長よ

りこれからの社会・経済・教育についてさまざまな視点から情報を発信いただき、新たな

年へのヒントとなるセミナーを企画・開催いたしますので皆様のご参加お待ちしておりま

す。 

 

◇ 日 時  令和３年 1 月 16 日(土) 10:00～11:30 

◇ 場 所  Web 会議ツール Zoom を利用したオンライン講座  

※開催前日又は当日にメールにて視聴用 URL をお送りします。   

◇ 内 容 

【演 題】「これからどうなる社会・経済・教育」  

【講 師】立命館アジア太平洋大学（ＡＰＵ）学長  

学校法人立命館副総長・理事 出口 治明  氏 

◇ 対象   経済団体関係者、中小企業経営者、大学関係者、大学リエゾン、  

産業支援機関関係者、金融機関関係者  他  

◇ 主催   (一社)京都知恵産業創造の森  

◇ 受講料  無料（要事前申し込み）  

◇ 定員   ３００名（先着順）  

◇ お申込み方法  

ホームページよりお申込みください。  

http://miyakosomagi-e.net/
http://miyakosomagi-e.net/


（https://chiemori.jp/sangaku/event/20210116/）参照  

◇ 問合先・申込先  

      (一社)京都知恵産業創造の森 産学公連携推進部  

担当：絹川  TEL：075-353-2302    

E-Mail：renkei@chiemori.jp 

 

************************************************************************ 

※ このメールマガジンは，京都市地域企業未来力会議に御参加いただいた方や 

 事務局が個別に名刺交換させていただいた方にお届けしています。 

  配信の停止を希望される方やメールアドレスの変更は，お手数ですが事務局  

 までメールにて御連絡くださいますようお願いします。 

************************************************************************ 

※ メールマガジンは月３回程度の配信を予定しています。 

  皆様からの掲載内容も随時受け付けています。  

  御希望の場合は事務局まで御連絡ください。 

************************************************************************ 

 発行：京都市地域企業未来力会議 事務局 

   （京都市産業観光局 地域企業イノベーション推進室） 

    〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町 488 番地 

     TEL 075-222-3329  FAX 075-222-3331 

     URL https://www.facebook.com/kyotoshichushokigyo/  

     MAIL chiikikigyo@city.kyoto.lg.jp  

************************************************************************ 
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