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内

日時

平成25年1月26日
（土）

会場

京都産業会館

13：00〜16：00（開場12：00） 募集

企業数

参加企業募集中！
40社（申込先着順）

（市営地下鉄烏丸線「四条駅」下車徒歩2分））

容

京都府北部に事業所をもつ企業がUIターン希望者に対して会社説明会を
行います。（大ホールに1企業1ブースです）
無

告知方法

チラシ、DM、新聞広告、学校・公共機関でのポスター掲示、ホームペ
ージ、理工系学生の就職イベントなど。

対

象

料

京都北部で就職・転職を希望する方
（平成25年3月もしくは平成26年3月卒業予定の大学等卒業予定者及び一般求職者）

過去の実績

申込方法

2008年

2009年

2010年

2011年

参加企業数

34社

32社

34社

47社

2012年
42社

来場者数

184名

174名

283名

339名

276名

平成24年11月15日（木）までに、下記商工会・商工会議所にお申し
込み下さい。

連絡先

が中心で︑食べることで︑
自然の恵みを感じることが
できます︒消費することで︑
棚田の保護につながる︒よ
し野の里が目指している︑
地域を軸にした取組みの形
を表現した﹁棚田米ラン
チ﹂︒温泉にゆっくり浸か
り︑ご自分のスタイルでお
過ごしください︒
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宇川温泉よし野の里 TEL76-1000

青年部員募集中！

京都府最大部員数

青年部通信

女性部員募集中

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！

１００人の仲間ができた！

お問い合わせは青年部事務局
TEL.62-0342まで

http://kyotango-implse.jp

阪神淡路大震災の被災経営者に学ぶ
中小企業の危機管理と
事業承継経営者として生き抜く力
経営革新を使った
事業承継・事業再生

私達と共に、
女性部の
活動に参加しませんか？

事業報告

水をつなぐクリーン大作戦

清掃活動
︵９/ ︶

経営セミナーを開催しました！

9月15日（土）市内全域で環境保全にむ
けたプロジェクトとして、「第１回水をつ
なぐクリーン大作戦」が行われ、女性部も
参加いたしました。女性部は開会式の行わ
れた弥栄町和田野の水辺公園周辺で清掃活
動を行いました
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商工会女性部全国大会in京都

我々青年部員にとって、事業承継・事
業再生は非常に身近なテーマであり、
受講した部員は、熱心に先生の言葉に
耳を傾けていました。
内容は、阪神淡路大震災で被災した

10月16日（火）商工会女性部全国大会in京都が国
立京都国際会館を式典会場、グランドプリンスホテル
京都を交流会場として開催され、基調講演、主張発表
大会が行われました。
その際、京都府北部の女性部を中心に、着物姿で他
府県の部員をお出迎えし、翌日17日（水）は、移動研修
会が行われ、北部ブロックとして、与謝野町商工会女
性部と共同で、与謝野
町・阿蘇シーサイドバ
ークにて、移動研修会
会 場 を 運 営 し 、物 産
展、ばら寿司の振る舞
いをさせていただきま
した。
京都大会 お出迎え(10/16)
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移動研修会
︵ / ︶

を多くの経営者に伝えておられます。

商工会全国大会
︵ / ︶
松井 京女連会長

9月24日、立石裕明先生を講師に招
き、青年部第1回経営セミナーを開催し
ました。立石先生は、兵庫県商工会青
年部連合会長も歴任され、現在は株式
会社アテーナソリューション代表取締
役として、実体験に則した、都会ではな
い商工会地域での事業再生・事業承継
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日︵土︶

福知山商工会議所 担当：加畑 TEL(0773)22 2108 FAX(0773)23 6530
舞 鶴 商 工 会 議 所 担当：石原 TEL(0773)62 4600 FAX(0773)62 4933
宮 津 商 工 会 議 所 担当：廣野 TEL(0772)22 5131 FAX(0772)25 1690
綾 部 商 工 会 議 所 担当：福山
あやべワーキングパートナー推進室（職業紹介許可番号 26−ユ−3000076）
TEL(0773)43 3900 FAX(0773)42 1680
伊 根 町 商 工 会 TEL(0772)32 0302 FAX(0772)32 1065
与謝野町商工会 TEL(0772)43 1020 FAX(0772)42 0703
京丹後市商工会 TEL(0772)62 0342 FAX(0772)62 3553
福知山市商工会 TEL(0773)56 0077 FAX(0773)56 1797

月

問合せ先・
申し込み先

収穫祭を開催します！
棚田のお米で︑
もちつき︑
バラ寿司を作りましょう！

京都府福祉人材・研修センター TEL（075）252−6297

収穫祭 のお知らせ

※なお、福祉関係の事業所様につきましては、下記の研修センターへお電話にてお申
込下さいますよう、よろしくお願い申しあげます。

印

田の風景や伝統文化を後世
に伝えることを目的に﹁棚
田再生プロジェクト﹂を︑
地域住民・行政・学生・ボ
ランティアで運営されてお
り︑そのプロジェクトによ
し野の里も参加し︑活動を
支援しています︒学生やボ
ランティアによる保全活動
はもちろん︑収穫した﹁棚
田米﹂の消費拡大が︑最も
大きな使命︑最大の支援策
だと考え︑レストランでの
提供や産直販売コーナーに
て販売を行っています︒
■ここでしか味わえない
﹁棚田米ランチ﹂
棚田米は低農薬栽培で︑
田植え︑草取り︑稲木干し
を人力で行い︑今年も待望
の新米を収穫することがで
きました︒九月二十三日〜
十一月十八日までの限定メ
ニューとして︑レストラン
で﹁棚田米ランチ﹂として
提供され︑メインメニュー
は︑地元で獲れた魚や野菜

参加費用

▼

京都 KYOTO

地域の景観︑文化 を守る！

「就職フェア
From 京都北部」
のご案内 あなたの会社の人材採用を応援します！

今月の

﹁棚田米﹂の消費拡大をとおして

2013

宇川温泉よし野の里にお 行っている㈱福山が経営委
伺いし︑㈱福山 企画開発 託を受け︑管理・運営を行
室室長の猪隼一雄さんにお うことになり現在にいたり
ます︒
話を伺いました︒
よし野の里は︑六年前に︑ 昨年は︑きょうと元気な
京丹後市指定管理者制度に 地域づくり応援ファンド支
より︑丹後町で旅館経営を 援助成金を活用し︑産直販
売コーナーをリニュー
アルするなど︑地域を
軸とした取り組みを展
開されています︒
■地域との連携
﹁袖志の棚田再生プロ
ジェクト﹂
日本の棚田１００選
にも選定されている袖
志の棚田︒そこは︑急
峻な山々と日本海に挟
まれて棚田が広がり︑
海と里山と棚田集落が
調和した美しい景観を
なしています︒その棚

京丹後市商工会だより No.59
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ことによる事業再生の経験をはじめ、
これまでの先生の実体験に即した話で、
非常に苦労を重ねておられるにもかか
わらず、そんなことは微塵も感じさせな
い、力強いものでした。時には厳しい
言葉もありましたが、受講部員一同、自
らの事業を発展させる決意を新たにし
たセミナーとなりました。
［研修委員長

今後の活動予定
10月

11月
10日（土）
・11日（日）第４回京丹後商工祭
※10日は、
「第11回ちりめん丹後夢よさこい」

28日（日）大宮生き活きフェスタ2012
を開催。
バザー出店（大宮支部）
バラ寿司・さざえ飯・フランクフルト・
18日（日）丹後町気張る！ふるさと祭2012
お好み焼き販売
バザー出店（丹後支部）さざえ飯販売等

野村義則］
商工会女性部事務局

TEL：62-0342

FAX：62-3553

