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Kyotango City Society of Commerce & Industry

協働・共感で響きあう　
　まちづくりをLEADする

京丹後市商工会
8

丹後１３００年記念事業を応援しています

物産展等出展者募集のお知らせ物産展等出展者募集のお知らせ
●期間：11月2日（土）～11月4日（月） ３日間
●場所：エミフルMASAKI（愛媛県伊予郡）
●内容：自社商品または自社所在地の商品で、テーマにふさわしいと思われ
　　　　る食品の展示販売
●締切：8月28日（水）11

地域の力 ニッポン市
in エミフル MASAKI 
ご当地おやつ
フェスティバル

●期間：食品の部12月18日（水）～25日（水） ８日間
　　　　非食品の部12月18日（水）～22日（日）５日間
●場所：博多阪急 本館８階大催事場
●内容：年末需要に向け、工芸品はクリスマスプレゼント・干支などにも考慮
　　　　した商品
　　　　食品はご当地感、お値打ち感のある惣菜、スイーツ等の食品販売
●締切：8月30日（金）

地域の力 ニッポン市
in 博多阪急 
全国いいもの歳末祭
　　　　　　　（仮称）

※内容はいずれも抜粋のみを記載しています。詳しい内容につきましてはお尋ねください。
※今後、物産展等の情報提供をご希望の場合、お申し出ください。随時FAXかメールにてご案内いたします。

　インターネット活用により常に最新情報を発信し、地域の企業から全国
を対象にした企業へ展開するための支援としてＩＴ活用の講演と講習会を
開催します。当商工会も「100万会員ネットワーク京丹後市版サイト」（
http://www.shokokai.or.jp/kyotango/）を運用し随時会員の方々に
登録頂き情報発信を行っております。
　今回は、「売り込まずに売れる仕組みづくり」の講演と、「フェイスブッ
ク」と「100万会員ネットワーク」の設置と活用についての講習を開催し
ます。

日　程 9月12日（木）、13日（金）14：00～16：00
会　場 京丹後市商工会　２階 講習会等研修室
内　容 ◇「売り込まずに売れる仕組みづくり」
 ・売り込まずに売れる仕組みづくり全体像
 ・フェイスブック戦略
講　師 高橋 真樹 氏（株式会社 ラブアンドフリー）

活用研修会ＩＴ 受講生を
募集します

●期間：平成26年1月8日（水）～1月14日（火）７日間
●場所：大丸京都店７階催会場
●内容：京都府内全域より集まった地場産品の実演と販売等
●締切：8月30日（金）

第16回
～丹後･丹波･山城～
京の味めぐり
技くらべ展

　創業に必要な経営ノウハウ（マーケティング、資金繰りや労務と税務の仕組
み）、経営者としての心構えを学び、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。本創業塾では、一般的なビジネスでの起業を目指す
人と、ソーシャルビジネスでの起業を目指す人を対象としています。創業を目指
す方、もっと自分の能力を発揮したい方など、この機会にぜひご参加ください。

・戦略と戦術
・リピーター作り

・戦略と戦術
・リピーター作り
・売上と費用
・事業資金と生活資金
・収支計画の作成
・税務申告と決算書
・経理や労務の仕事
・資金繰りの大切さ
・事業計画の作成
・行動計画と進捗管理

・経営者になるということ
・自分のたな卸し
・経営者になるということ
・自分のたな卸し

第1講座

第2講座

第3講座

第4講座

第5講座

第6講座

第7講座

第8講座

創業するということ（一般）

創業するということ
（ソーシャルビジネス）

どうやって売るか
（ソーシャルビジネス）

どうやって売るか（一般）

お金の管理をする①

お金の管理をする②

お金の管理をする③

事業計画を作成する

9月25日（水）
１９：３０～２１：３０
10月2日（水）
１９：３０～２１：３０
10月9日（水）
１９：３０～２１：３０

10月16日（水）
１９：３０～２１：３０

10月30日（水）
１９：３０～２１：３０
11月6日（水）
１９：３０～２１：３０
11月13日（水）
１９：３０～２１：３０
11月20日（水）
１９：３０～２１：３0

内　　容テーマ日　時

◆開催コース　一般コース、ソーシャルビジネスコースの２コース
◆受講講座　
　　　・一般コース…第1、3、5、6、7、8講座の６回受講
　　　・ソーシャルビジネスコース…第2、４、5、6、7、8講座の6回受講
◆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
◆講　師　エスビーサポート合同会社　伊東伸氏（中小企業診断士）
◆費　用　3,000円（テキスト代）
◆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。ビジネスの手法を用いて地域資源の活用、
　　　　　地域課題の解決など、ソーシャルビジネスを志向されている方。
◆定　員　20名程度
◆申込締切　9月17日（火） 
◆お申込み・お問合せ　京丹後市商工会 経営支援課（電話62-0342）

■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。

創
業
塾

塾
生
を
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し
ま
す

受講メリット

生徒募集京丹後市
職業訓練校

着 付 科 10月4日～ 毎週金曜日
19：30～21：30　全12回

峰山織物センター
3,000円

20名
9月26日（木）

●着付科（峰山織物センター）
　一人で着物を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。）
　　※申し込み多数の場合は、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。
【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）

【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。）
　　※申し込み多数の場合は、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。
【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）

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。

講座内容

日程・時間講座名 場所・受講料
定員・
申込締切

京丹後商工祭京丹後商工祭
10/26  27開催日 開催場所

2013 土 日
26日＝11：00～17：00まで
27日＝10：00～16：00まで

丹後あじわいの郷
当日は

入園料無料

出店者募集
のご案内
出店者募集
のご案内

（募　　集）飲食ブース10店舗　物販・展示ブース30店舗 程度
（応募資格）原則として本商工会会員事業所・関係団体の方
（応募方法）９月の会員訪問事業の時に、申込書を配付しますので、
　　　　　　所要事項をご記入の上申込みください。
（問合せ先）京丹後市商工会　本所まで

自社のＰＲおよびおすすめ商品・製品の展示や販売の場として活用ください。

「売り込まずに売れる仕組みづくり」の講演会

日　程 ９月20日（金）、27日（金）、10月４日（金）、11日（金）
　　　　　　　　全日程　１３：３０～１６：００
会　場 京丹後市商工会　２階　講習会等研修室
内　容 ◇「フェイスブック、100万会員ネットワークを活用した集客」
 ・Facebookの設置及び活用
 ・SHIFT「100万会員ネットワーク」の設置及び活用
講　師 一色 正典 氏（オオクワ京都昆虫館）

「フェイスブック」と「100万会員ネットワーク」の設置・活用の講習会

詳しくは、８月２４日（土）の新聞折込「WEBビジネスの仕組みづくり！」をご覧下さい。
お問合せは、京丹後市商工会経営支援課まで　　（電話 62-0342）

※締め切りは、平成２５年 ９月 ９日(月)午後５時まで です

22

33
お問合せ　京丹後市商工会　
担当：芝野　TEL．62-0342

第5回丹後建国
1300年記念

※丹後王国食の探訪記念物産展と大試食会も同時開催

受講
無料

受講
無料

（愛媛県）

丹後建国1300年記念事業

丹後王国食の探訪・記念物産展 出品商品を募集します

いにしえより続くものづくりを、今日の京丹後の物づくりへ。
丹後建国1300年記念にちなんだ物産展に出品するコンテスト
商品を募集！

部門別に審査し、表彰します。部門ごとの優秀作品から最優秀賞を選
出し表彰します。受賞商品には賞金を予定していますので、ふるってご
応募ください。

①食品部門 ②工芸品部門（非食品）③その他部門
平成25年9月30日（月）まで

募集部門

商品募集期間

●物産展：開催日
　　平成25年10月26日（土）・27日（日）　
　　　　　　（丹後あじわいの郷にて）
　　２６日：一般投票と審査発表（事前審査あり）
　　２７日：応募商品、入賞商品　特設テント販売
●京丹後市商工祭と併設開催、食の探訪大試食会
　も同時開催
●くわしくは、当会HPに応募申込み用紙、要項を掲
　載しております。
　　　　（お問い合わせ　京丹後市商工会）


