
京丹後市商工会だより №132

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 !!

◉お問い合わせは……
　京丹後市商工会（☎62-0342）へ

10月27日、28日、2日間にわたり丹後王国
「食のみやこ」にて京丹後商工祭が開催され
ました。
青年部として射的、千本釣りと子供向けの

露店を出店しました。
射的は子供たちに大人気で、何回も賞品まとに当たるまで挑戦していた子もみられま

した。千本釣りでは、お気に入りの賞品が当たった子供は、万点の笑顔をみせてくれた
のが印象的でした。最終的には賞品もすべて無くなり、子供たちに満足してもらえたこ
とと思います。また、10月28日㊐に商工祭と同時開催で「あきんど戦隊コシラエ
ター」と題し、小学3年生以上を対象に、ハーバリウム作成と販売体験を行いました。
予想以上に多くの参加希望があり、参加できなかった方には大変申し訳なく思っていま
す。当日は天候も良く、講師の片西部員からハーバリウムの上手な作り方を聞き、参加
者の多くが女の子という事もあり、丁寧かつ自分なりのこだわりを持ちつつ上手に作っ
ていました。販売体験では、緊張気味にスタートした子供たちも時間が経つにつれ、
「ハーバリウムいかがですかー！」と元気いっぱい大きな声で販売し、期待以上の数を
販売してくれました。お客様が買ってくれた嬉しい気持ち、なかなか思うように販売で

きない寂しい気持ち、体験一つ一つが子供を成長させ
てくれると思います。
この先も、商工会青年部では子供たちの成長に少し
でも力になれるような企画を行っていこうと思いま
す。参加してくれた子供たち、保護者の方々、至らな
い点も多くあったと思いますが、ありがとうございま
した。

10月20日、21日に青年部視察研修に福井の大飯原
発と金沢の21世紀美術館と兼六園に行って来まし
た。
大飯原発は関西電力で唯一の100万kw級の原子力

発電所で、3号機と4号機ともに118万kwの発電量があり、ベースロード電源〈安定的に低
コストで供給できる電源〉として関西全域に送電しております。また、他にも火力発電、太
陽光、風力、水力、バイオマス、地熱発電等の再生可能エネルギーも行い、関西に安定し
た電力を届けています。　
地震対策では東日本大震災の教訓から、耐震補強や津波対策は最大規模の津波を想

定し防波堤をかさ上げ、他にも原子炉等を安定的に冷却し、重大事故を防ぐ対策など、大
飯原発の安全対策の説明を受けました。
金沢では21世紀美術館に行き、現代アートに触れてきました。中でもレアンドロのスイ

ミングプールは、上から覗けば普通のプールにみえるが、その下は人が入れる水色の空間、
まるで水の中にいる感覚が味わえました。日本三大名園の兼六園では、ガイドさんに案内
して頂き、有名な霞が池ことじ灯籠や唐崎松など、加賀百万石の美意識を感じました。

　10月18日（木）久美浜支所にて、明日から使える
外国人観光客対策として、「外国人観光客に伝わる！
シンプルな日本語による接客接遇セミナー」を開催
しました。
　講師に日本語講師 高嶋幸太氏をお招きし、外国人
とのコミュニケーション方法の判断や口述によらな
い非口頭コミュニケーション方法、日本語で対応す
る際の文型を学んだあと、ロールプレイとして、旅館
のチェックイン、お食事処、道案内、おみやげ屋などにおける商品の説明を行いました。
　参加者には、まず外国人に対してどのように接したらよいのか、また外国語がしゃべ
れなくても、どのような日本語を使えば理解してもらえるのかなど、わかりやすく伝える
工夫の大切さが重要であることを学んでいただけたと思います。

◉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

講習会
報告 接客接遇セミナーを開催しました

参加料
無料

10月20日・21日

第10回京丹後商工祭京丹後商工祭

労務管理セミナー開催のご案内
働き方改革関連法が大幅に改正されましたので、労務管理の適正化の促進等
を目的として開催されます。

■開催日時：平成30年12月11日㊋  午後1時30分～午後4時
■開催場所：セントラーレ・ホテル京丹後（京丹後市大宮町三坂105-15）
■定　　員：100名（定員になり次第締め切ります）
■内　　容：第１部  働き方改革関連法（労働基準法関連）
　　　　　　　　　　  丹後労働基準監督署 林日出男監督・安衛課長
　　　　　　第２部  働き方改革関連法（同一労働同一賃金等）
　　　　　　　　　　  京都働き方改革推進支援センター派遣講師
■申込方法：電話・ファックスにて、商工会までお申し込みください。
　　　　　 （TEL：62-0342・FAX：62-3553）
■そ の 他：セミナー当日、働き方改革関連法に係る参考書籍の販売を予
　　　　　　定していますので、ご希望の方はご購入下さい。

「きぬの果」の取組みが、まち（地域）づくり顕彰を受賞しました！

第17回 夢よさこい
　10月27日（土）丹後王国「食のみやこ」で、商
工祭ステージイベントを運営しました。峰山中学
校吹奏楽部の演奏に始まり、京丹後市内から13

チームが出演し、
よさこい踊りやダ
ンスを披露してい
ただきました。ゲストチームとして、大阪から「よさこ
い連わ」をお招きし、ステージをさらに盛り上げてい
ただきました。女性部出店ブースでは、さざえ飯、焼き
そば、きぬの果を販売し大盛況でした。

第20回 Tango Good Goods 見本市
　10月13、14（土、日）にTangoGoodGoods見本市が宮津市民体育館で開催されま
した。TangoGoodGoodsの認定商品の「きぬの果」とさざえ飯を販売しました。

支部活動報告支部活動報告

　11月4日（日）おおみや生き活きフェスタ2018が京丹後市大宮庁舎前で開催さ
れ、大宮支部がばら寿司、さざえ飯、きぬの果、ぜんざい等を販売しました。

　10月21日（日）第28回久美浜まるかじりまつりが浜公園で開催され久美浜支部
がさざえ飯、まるかじり焼、きぬの果等を販売しました。また、同時開催の浜イモグ
ランプリにもいもフライで参加しました。

大 宮 支 部

久美浜支部

視察研修事業

　11月6日（火）に第20回商工会女性部全国大
会in兵庫が神戸ポートピアホテルで開催され、当
女性部から22名が参加しました。大会のなかで、
「きぬの果」の取組みが豊かなまちづくりのため積
極的に事業を推進し地域の活性化に貢献したとし
て、まち（地域）づくり顕彰を受賞しました。翌日は
エーデルささゆり、ヤマサ蒲鉾で研修をしました。


