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メールマガジンをご愛読いただきありがとうございます。
今回の配信記事は、以下となっております。
１．個人事業者として知っておきたい“決算・申告の基礎”セミナー
２．
『
「あなたの会社は大丈夫？これだけは押さえておきたい雇用のポイント」
公開セミナー＆雇用労働相談会』
３．堺工業技術研究会 平成３０年新年講演会
☆---------------------------------------------------------------------------------------------------------------１．個人事業者として知っておきたい“決算・申告の基礎”セミナー
【開催日：平成 30 年 2 月 5 日(月)】
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------☆
創業間もない事業者（概ね５年以内）を対象に、確定申告の流れやポイントを
少人数のゼミ形式により、わかりやすくお伝えします。
「確定申告ってどうすればいい？」「正しく申告できる？」「数字は苦手だから…」といっ
た
不安や疑問を感じておられる方は多いと思います。
初めて確定申告をされる個人事業主の方はもちろん、ちょっと復習してみたいという方も
ぜひ参加ください。この機会に確定申告への不安をなくしましょう！！
【日

時】 平成 30 年 2 月 5 日（月）14：00～17：00

【場

所】 堺商工会議所 2 階 小会議室（堺市北区長曽根町 130 番地 23）
最寄駅：地下鉄御堂筋線 なかもず駅 徒歩 5 分

【講

師】 おかだ税理士事務所 所長 税理士

岡田 良次 氏

【受 講 料】 会員：2,160 円 非会員：8,640 円（税込）
員】 10 名

【定

【申込方法】 下記 URL にて詳細を確認のうえ、お電話、FAX もしくは申込フォームにて
お申込みください。
http://www.sakaicci.or.jp/seminar/20180205.pdf
【問 合 せ】 堺商工会議所 経営支援課
〒591-8502

堺市北区長曽根町 130 番地 23

TEL:072-258-5503 FAX:072-258-5580
※年末年始の休業期間：平成 29 年 12 月 29 日(金)～平成 30 年 1 月 4 日（木）

■詳しくは、下記の URL をご覧ください。
http://www.sakaicci.or.jp/seminar/20180205.pdf
☆------------------------------------------------------------------------------------------------------------------２．
『
「あなたの会社は大丈夫？これだけは押さえておきたい雇用のポイント」
公開セミナー＆雇用労働相談会』開催のご案内
【開催日：平成 30 年 1 月 18 日(木)】
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------☆
起業家にとって売上を伸ばすこと、資金を準備することも大事ですが、後回しに
なりがちな労務管理体制を整備することは、人材確保や安定した事業運営を行う
上でも重要です。押さえるべきポイントを知り、労務トラブルを未然に防ぐよう
にしましょう。
セミナー後に個別相談会も実施しますので、是非、この機会にご参加ください。
【日

時】 平成 30 年 1 月 18 日(木)18：30～20：30
18：30～19：50 セミナー
講演：
「あなたの会社は大丈夫？これだけは押さえておきたい雇用のポイ

ント」
～労務トラブルを未然に防ぐために～
講師：雇用労働相談センター相談員 特定社会保険労務士
氏
19：50～20：00 質疑応答

田中 宏一郎

20：00～20：30 個別相談会
※無料託児サービスあり(３ヵ月～未就学児対象)事前相談要。
【会

場】 さかい新事業創造センター[S-Cube] １階 多目的会議室

【参 加 費】 無料
【定

員】 30 名（先着申込順）

【申込方法】 下記のいずれかの方法でお申込みください
①申込書に必要事項を記入してＦＡＸで申込
②申込フォームの利用
http://kokucheese.com/event/index/496804/
【申込締切】 平成 30 年 1 月 17 日（水）
【詳

細】 以下 URL のチラシ（申込用紙）をご参照下さい。
http://www.s-cube.biz/content/pdf/koyou0118.pdf

【主

催】 株式会社さかい新事業創造センター

【共

催】 関西圏国家戦略特区 雇用労働相談センター

【問合せ先】 さかい新事業創造センター(事業担当:中村・山埜)
TEL: 072-240-3775

FAX: 072-240-3662

E-mail: jigyou@s-cube.biz
☆-------------------------------------------------------------------------------------------------------------３．堺工業技術研究会 平成３０年新年講演会のご案内
「激変する世界と日本経済の未来」
講師：東洋大学教授・慶応大学名誉教授 竹中

平蔵 氏

【開催日：平成 30 年 1 月 30 日(火)】
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------☆
堺工業技術研究会は昭和３１年に堺市内の中小企業が集まり設立
された異業種交流団体です。このたび、平成 30 年新年講演会とし
て、総務大臣などを歴任された東洋大学教授・慶応大学名誉教授で

ある竹中 平蔵氏をお招きし、平成 30 年新年講演会を開催するこ
ととなりました。
皆さま、ぜひともふるってご参加ください。
【日

時】 平成 30 年 1 月 30 日（火）16:00～17:20

【会

場】 ホテル・アゴーラリージェンシー堺 ３階 利休
（堺市堺区戎島町 4－45－1）

【講

師】 東洋大学教授・慶応大学名誉教授 竹中 平蔵 氏

【申込方法】 E-mail かＦＡＸで以下必要事項記載の上、下記事務局までお申込みくださ
い。
【企業・団体名、役職、氏名、住所、電話番号、ＦＡＸ番号、メールアド
レス】
※企業名および氏名にはそれぞれふりがなをご記入ください。
※ＦＡＸの場合は下記 URL から参加申込書をダウンロードしてください
http://www.city.sakai.lg.jp/sangyo/shienyuushi/chusho/kougiken_sinnen.html
【参 加 費】 2,000 円（堺工業技術研究会会員は無料）
※事前振込制。1/19 までに下記指定の口座までお振込ください。
※恐れ入りますが、振込手数料については申込者にてご負担ください。
※事前振込ができない場合は当日受付にて 2,500 円を頂戴いたします。
※当日ご欠席の場合はいかなる理由があっても返金いたしません。
※振込が確認できましたら参加用ハガキを送付しますので当日ご持参くだ
さい。
【振 込 先】 大阪信用金庫堺東支店 普通 0060577
名義：堺工業技術研究会

新年講演会事業

事務局長 村井宏司(むらいこ

うじ)
【問合せ先】 堺工業技術研究会事務局 （堺市ものづくり支援課内）
担当：布施・中村
TEL

072－228－7534

FAX 072－228－8816

■会員登録時から下記について変更がある場合は、
当メールに返信をお願いします。
（例）●「メールアドレス」や「所在地（住所）
」
●「これから起業予定」の方が、起業した年月日など
アドレス：sakaichallengeport@sakaicci.or.jp
■本メールマガジンのバックナンバーはこちら
http://www.sakaicci.or.jp/sougyou/challengeport-backmg.htm
■本メールマガジンの配信停止はこちら
http://www.sakaicci.or.jp/entry997.html

■メールマガジンに関するお問い合せ-------------------------------------------------------堺商工会議所 経営支援課
〒591-8502 堺市北区長曽根町 130 番地 23
TEL:072-258-5503 FAX:072-258-5580
URL:http://www.sakaicci.or.jp/
E-mail：keiei-shien@sakaicci.or.jp
堺商工会議所 ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ：https://www.facebook.com/sakaicci.or.jp
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------■

