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着 付 科

日程・時間

場所・受講料

定員・
申込締切

10月2日〜 毎週火曜日 峰山織物センター 20名
9月26日
3,000円
19：30〜21：30 全12回

講座内容

日時

●着付科（峰山織物センター）
一人で着物が着ることができるように学びます。
初心者の方も大歓迎です。長じゅばんの着方とたたみ方、
着物の着方、たたみ方、帯結び等を学びます。
【申込先等】
電話またはFAXで下記へお申し込み下さい。様式は問いません。
（住所・氏名・生年月日・電話番号・勤務先・雇用保険加入の有無を
お知らせ下さい。）
※申込み多数の場合は、抽選とします。また、お申し込みが5名に満
たない場合は、講座の開講は取りやめます。

織機用ダイレクトジャカードコントローラー装置等の

導入を支援します！

織物事業者の経営の合理化及び安定化を目的として、織機用
ダイレクトジャカードコントローラー装置等を導入する事業者に
対し、その経費の一部を補助します。

補助対象経費の1/3以内の額
（補助限度額：1台につき10万円）
※1事業者あたりの補助金の台数制限はありません。

市内で織物製造等の事業活動を行い、かつ市内に住所を有す
補助対象者 る法人及び個人事業者。
必ず事業の着手前に、申請書（京丹後市役所商工振興課にあ
ります）に必要 事項を記入の上、関係書類を添えてお申し
込みください。

問合せ・書類提出先／京丹後市役所 商工振興課（網野庁舎内：℡69-0440）

ご利用ください

織物技術指導助成金

塾生 を募集 します

補助金額

場
所：京丹後市商工会（本所）2階
申込方法：TEL（62-0342）または、FAX
（62-3553）にてお申込みください。
担
当／京丹後市商工会経営支援課 田中

技術の向上・経営の安定に向け有効にご活用いた
だきますようお知らせします。

平成２4年度 助成金一覧
支払額

助成額

9,000円以上

6,000円

8,000円

5,300円

7,000円

4,500円

6,000円

3,800円

5,000円

3,000円

4,000円

2,500円

3,000円

2,000円

2,000円

1,500円

備

創業塾

補 助 対 象 織機用ダイレクトジャカードコントローラー装置等の購入、設
経
費 置経費及び旧装置の撤去処分経費
※電子ジャカード用のコントローラー装置も対象になりま
す。
※コントローラー装置以外に、USBメモリに対応したFDド
ライブに換 わる読 込 装置、FDデータからUSB（ 又は
FD）データへの変換機も対象になります。
※紋紙データ管理ソフトは対象になりません。

づくり」
「売れる商品
!!
必ずあります

▲
網野自動車教習所
堀様

創業に必要な経営ノウハウ（マーケティング・財務会計・資金繰り）の考え
方や基本と経営者としての心構えを学んでいただき、ビジネスプラン（事業
計画書）の作成を通じて創業する力を養成します。
講座 名

※申請書は、商工会各支所に備え付けてあります。

用

日

時

第1講座

創業するということ

第2講座

どうやって売るか①

・戦略と戦術
・お客さんと競争相手

午後7時30分〜

第3講座

どうやって売るか②

・経営資源を組み合わせる
・お客さんの心理を考える

午後7時30分〜

第4講座

どうやって売るか③
お金の管理をする①

・売上の基本法則
・売上と費用

午後7時30分〜

第5講座

お金の管理をする②

・事業資金と生活資金
・資金繰りの大切さ

午後7時30分〜

第6講座

お金の管理をする③

・経理や労務の仕事
・税務申告と決算書

午後7時30分〜

第7講座

事業計画を作成する①

・事業計画とは
・収支計画の作成

午後7時30分〜

第8講座

事業計画を作成する②

・行動計画の作成
・進捗管理の方法

午後7時30分〜

◆講 師 中小企業診断士 伊東 伸 氏
◆会 場 京丹後市商工活性センター
(京丹後市商工会) 2階研修室
◆対象者 創業を目指す全ての方、創業後間もない
方事業承継予定者、事業承継後間もない
方等
◆定 員 20名程度
◆費

主な内容
・経営者になるということ
・成功している人の考え方

考

＊機料品は対象外
＊支払額の千円未満は切捨てにて助成額を算出
＊助成限度額
1時間未満…3,000円 2時間未満…4,500円
＊助成額は指定口座へ振り込みますが、京都銀
行・京都北都信用金庫・但馬信金以外の口座
に振り込みを指定された場合、振込手数料を
差引します。
＊京丹後市商工会の会員でない方は、一申請ご
とに800円をご負担いただきます。

サービス業部会 事業報告

織物合理化設備導入支援事業補助金

ます！
ーション実施し
商談プレゼンテ
のヒントが

異業種交流会 を開催 しました

【お問い合わせ、申込先】
京丹後市職業訓練校
（京丹後市商工会内 TEL62-0342／FAX62-3553）

９月１８日（火）13：30〜
９月１９日（水）10：00〜
１０月 １日（月）10：00〜
１０月 ２日（火）10：00〜
１０月１５日（月）10：00〜
１０月１６日（火）10：00〜

実践商談会型

講座名

観光コーディネーター養成セミナー開催

商工会会員及びその家族や従業員の方、
又は雇用保険にご加入の
方を対象に下記講座の生徒を募集します。

受講者を募集します！

生徒募集

サービス業部会では第五
回目となります﹁異業種交
当会では﹁むらおこし総 力を身につけることを目的に︑
流会﹂を去る七月十八日
合活性化事業﹂を四年に渡 次の通りセミナーを開催致し
︵水︶久美浜商工会館にて開
り取組んで参りました︒そ ます︒
催いたしました︒
の成果として現在当地域に
当部会は飲食業や理美容
おいて約一三〇種もの体験
業︑運送業など多種多様な
プログラムメニューを抽出
業種により構成されており︑
することが出来ました︒
部会員同士が情報交換する
昨年度の成果物としては︑
ことにより︑企業経営に新
既存の体験プログラムに特
たな打開策を図ることを目
化した情報発信検索サイト
を作成し︑今年度新たに改
的に毎年開催しています︒
良も加え充実を図る予定で
今年度は部会員を代表し
あります︒
網野自動車教習所 堀様よ
しかし︑最大の課題とし
り交通事故防止をキッカケ
て総合的なコーディネータ
とした﹁自立した人材の育
ー機関︵窓口組織︶が十分
成﹂〜事故処理型から事前
に機能しているとは言えず︑
予防型へ〜と題して取組み としてＣＳＲやコンプライ
早急な対応を求められてい
内容をご講演頂きました︒ アンスといった安全対策は︑
る段階と言えます︒また当
当教習所では府内で二社 企業にとって不可欠であり︑
地域に着地型観光︵体験型
のみが導入している﹁運転 社員一人ひとりが安全運転
観光︶を根付かせる為には
技 能 自 動 評 価 シ ス テ ム の意識を高めることが重要
必要不可欠であると考えま
﹂ に よ る 講 習 を 企 業 であり︑安全教育を行うこ
objet
す︒
向けに行っています︒企業 とで︑経費削減に繋がる事
そこで︑着地型商品を造
が取組む交通事故防止対策 例を紹介いただきました︒
成する力︑コーディネート

京丹後市
職業訓練校

※8月28日（火）の新聞折込チラシをご覧ください。

5,000円（テキスト代）

時間

9月25日
（火）

２

10月2日
（火）

２

10月9日
（火）

２

10月23日
（火）

２

10月30日
（火）

２

11月6日
（火）

２

11月20日
（火）

２

11月27日
（火）

２

午後7時30分〜

受講メリット
■ 創業に必要な知識とビジネスプランの
作成方法が学べます。
■ １講座２時間の短時間集中講座なので
理解度がアップします。
■ 創業塾修了後の事後相談は経営支援員
が全面的にバックアップします。
■ 個別相談も随時可能です。

