
京丹後市商工会だより №130

私達と共に、女性部の活動に
参加しませんか？
商工会女性部事務局

TEL：62-0342 FAX：62-3553

女性部員募集中
女性部

お問い合わせは青年部事務局
TEL.0772-62-0342 まで

青年部には様々な業種の若手経営者・
後継者が在籍しています。
ネットワークを築き事業発展に

つなげよう！

青年部員募集中 !!

【日　　程】平成30年11月16日（金）
【行　　先】☆近江神宮　－映画「ちはやふる」ロケ地－（観光）　　　　　　
　　　　　   ☆びわ湖バレイロープウェイ（観光）
　　　　　   ☆びわ湖テラス「レイクビュー」（昼食：バイキング）
　　　　　   ☆鮎家の郷（買い物）
【参 加 費】お1人様／3,000円
【募集定員】80名（申込み先着順）
【応募要件】☆商工貯蓄共済・福祉共済・自動車共済いずれかの契約者
　　　　　　•旅行当日までに上記共済に加入の方
　　　　　　•同一事業所・名義人で2名まで•18才以上の方
【申込方法】10月1日（月）AM 8:30より電話にてお申込み下さい。
　　　　　　お申込み ☎62-0342
　　　　　　•電話で、住所・氏名・年齢・性別・連絡先をお伝え下さい。
　　　　　　•申込み日以前の、事前予約は承れません。
【申込期限】10月19日（金）※但し定員になり次第終了

◉市内事業所（約100社程度）を、ヒアリングした景気動向結果を指標化し、「D.I」値としています。

地域経済動向調査『D.I.』報告
平成30年度 伴走型小規模事業者支援推進事業
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工業（食品製造業）

経営発達支援計画

～青年部主張発表京都大会～

　今年も11月3日（土）に男女30名ずつの大型カップリングパーティーをセントラー
レホテル京丹後にて実施します！ 
　食事をしながらステキな出会いを見つけませんか？
★申込・詳細は「京丹後市商工会青年部」の公式HPをご覧ください。
★募集期間は10月15日迄となっております。

　8月7日（火）メルパルク京都で主張発表京都大会があ
り、北部ブロック代表として畑中裕子さんが出場されまし
た。惜しくも表彰は逃しましたが、応援に駆け付けた部員
共々、今後の青年部活動への大きな自信となりました。

　8月5日（日）フェスタ飛天に出店しました。青年
部はビール、ソフトドリンク、光り物等を販売しま
した。連日の猛暑で気温が朝から高く、テントの中
でも汗が止まりませんでした。今年の飛天はパ
フォーマンス集団CHIMERAが来ており、ステー
ジはダブルダッチ、跳び箱、けん玉などのパフォー
マンス、特別ステージではFMXによるバイクショーもあり会場は大盛り上がりでした。

有機溶剤作業主任技能講習
丹後企業採用力アップセミナー

人材確保大作戦

商工貯蓄共済等加入者限定

日帰りバス旅行新名所びわ湖テラスと近江神宮を巡る旅
新名所びわ湖テラスと
近江神宮を巡る旅

第2ステップ「人材確保の具体的な手法を学ぶ」

　8月18日（土）網野町の夏の恒例「ゆかた祭り」が、網
野体育センター横で開催され、網野支部が千本つりゲー
ムで出店しました。多くの来場者で賑わい大盛況でした。

－平成30年度 近畿ブロック女性部大会－
　9月19日・20日の2日間にわたり、福井県あわら市のグランディア芳泉において「近畿ブロック商工会女性部大会」
が359名の参加（内京都府43名）により開催されました。当女性部からは森部長、和田副部長、山内副部長の3名が
参加しました。本大会は女性部活動を通じて得た体験や成果等を部員が発表し、相互に研鑽することを目的に毎年開
催されているものです。1日目の主張発表大会では、近畿7府県の代表が発表し、最優秀賞は奈良県の奈良東商工会
の部員が選ばれ、全国大会の出場権を獲得されました。2日目は、若狭塗箸の研ぎ出し体験で、楽しく交流しました。

今後の事業予定
●10月13・14日…第20回Tango Good Goods見本市出店
●10月16日…京女連ウォークラリー（南部編）
●10月27日…京丹後商工祭「第17回夢よさこい」～だんす ダンス dance～

～網野支部～支部事業報告

◉京丹後の果物とシルクパウダーが入ったゼリー
《3個入》☆価格800円（税込） 《2個入》☆価格550円（税込）募集中
※アミティ丹後、久美浜駅、てんきてんき丹後、丹後王国、くみはまサンカイカン、
　戸田風月堂様（峰山）で購入いただけます。

　労務対策事業の一環として表彰事業を実施します。
□対　　象／勤続10年（商工会長表彰）・勤続20年（京丹後市長表彰）
　　   　　・勤続30年（丹後労働基準監督署長表彰）・勤続40年（特別功労者表彰）
※申請期日／平成30年10月1日（月）まで
　　　　　　申請がまだの対象者がおられましたら、期日までに申請をお願いします。
◉日　　時／平成30年11月18日（日）午前11時より
◉会　　場／プラザホテル吉翠苑（峰山町杉谷943）

京丹後市商工会優良従業員表彰について

恋っちゃTANGOカップリングパーティー第5回

フェスタ飛天に出店！

◉開催日時：10月22日㊊・23日㊋
◉開催場所：アグリセンター大宮（京丹後市大宮町口大野228-1）
◉受 講 料：10,584円（テキスト代込）
◉講習時間：22日＝9時～16時20分（受付：8時30分より）
　　　　　　23日＝8時50分～17時15分（受付：8時30分より）
　　　　　　※遅刻・欠席・一部欠講の場合は、修了試験の受講ができません。
◉定　　員：60名（定員になり次第締め切ります。）
受講資格について

受講受付について

申込みについて

お申込み
お問い合わせ

修了証発送について

・年齢18歳以上
・実務経験の有無については、問いません。
・定員に達した時点もしくは、講習日の15日前。なお、締切以降のキ
　ャンセルは、受講料の返金ができません。（受講者の変更は可能）
・「有機溶剤作業主任者技能講習申込書」に記入し、写真（縦3.0㎝×横
　2.4㎝）と受講料・テキスト代を添えて、京建労の各支部または本部事
　務所で申し込みください。本人確認証明（技能講習修了証・運転免許証
　・健康保険証・パスポートなど）は申込書と添えて提出してください。
・公益社団法人京都労働基準協会から修了証を発送しますので、受講当
　日に392円切手を貼った返信用の封筒を用意してください。

※第2回、第3回は「午前」と「午後」同じ内容で受講を選べます。
主催/京都府、京丹後市地域雇用促進協議会
後援/宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町、宮津商工会議所、京丹後市商工会、
　　  伊根町商工会、与謝野町商工会、丹後機械工業協同組合
協力/北京都ジョブパーク、ハローワーク峰山･宮津

京都府丹後広域振興局 商工労働観光室　
　〒627-8570 京丹後市峰山町丹波855
　　［電話］0772-62－4304 ［FAX］0772-62-4333
　　［電子メール］tanshin-no-shoko@pref.kyoto.lg.jp
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アグリセンター大宮
１階 視聴覚室1･2

京丹後市大宮庁舎
４階 第2、3会議室

『会社の魅力を効果的に
　　　　　　 伝えるスキル』
『面接スキル』
【講師】株式会社HNC 取締役
　　  竹上 晋太郎 氏

『自社の採用広報を考え、
 WEBを活用した効果的な
　　　　　アプローチ施策』
【講師】浜桜合資会社 代表
　　　濱野 雅也 氏

講演実践型

講演実践型

50名
（午前 ・
 午後
どちらも）

50名
（午前 ・
 午後
どちらも）

日　時 会　場 形 式定員
平成30年10月15日
【午前の部】
9:00～12:00
【午後の部】
13:30～16:30

平成30年10月22日
【午前の部】
9:00～12:00
【午後の部】
13:30～16:30

第
2
回

第
3
回

テーマ・内容

FAX：0772-62-4333　E-mail：tanshin-no-shoko@pref.kyoto.lg.jp
〈お申し込み先〉 京都府丹後広域振興局 商工労働観光室

参加料
無料

『きぬの果』◇京丹後市商工会女性部オリジナル商品


