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創業塾

Kyotango City Society of Commerce & Industry
京丹後市商工会 〒627-0012 京都府京丹後市峰山町杉谷836‑1
●TEL.0772-62-0342 ●FAX.0772-62-3553
●URL：http://kyotango.kyoto-fsci.or.jp

開催日

テーマ

９月18日（木）、25日（木）、
10月2日（木）、9日（木）、16日（木）

程

9月17日
（水） 経 営 １

第2講座

9月24日
（水） 経 営 ２

・売れる商品/サービスの作り方
・マーケティングの基本
・価格設定の考え方

第3講座

10月1日
（水） 財 務 １

・収支計画と資金計画の作成
・創業時の資金調達方法
・事業資金と生活資金の知識

第4講座

10月8日
（水） 財 務 ２

・具体的な経理業務
・資金繰りとは
・決算書と税務申告の基礎

第5講座

10月15日
（水） 人材育成

・従業員を雇用するなら
・給与計算と労務管理
・人材育成の考え方

２階

第6講座

10月22日
（水） 販路開拓

・顧客育成の考え方
・販売促進の基礎
・店舗演出やネット活用の基礎

全日程 13：30〜16：00

会

場

京丹後市商工会

講習会等研修室

内

容

・マインドマップの作成（経営環境分析）
・ビジネスブログWordPressの設置及び活用

◆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。その他創業に関心のある方や経営に
ついて学びたい方など
◆定 員 20名程度
◆申込締切 9月9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）

・プラグインを利用する
・ソーシャルメディアとの連携
・サイトへの集客強化
講

一色 正典 氏（ソレイユアイティ経営オフィス）

師

※締め切りは、平成２6年９月12日(金）午後５時まで です
詳しくは、８月30日（土）の新聞折込「IT講習会のご案内」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 0772-62-0342）

生徒募集

京丹後市
職業訓練校

日程・時間

着 付 科

10月3日〜 毎週金曜日
19：30〜21：30 全12回

場所・受講料

受講メリット

1. 創業前の方が株式会社を設立する際の登録免許税が半額になります
2. 創業2ヶ月前から利用対象となる創業関連保証の特例が事業開始6ヶ月前から利用できます
3. 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1000万円から1500万円に拡大されます
（注）京丹後市在住の方、または、京丹後市内で創業される方が、全６講座のうち５講座以上、かつ、
「経営・
財務・人材育成・販路開拓」に関する各テーマについて１講座以上受講した場合が特定創業支援事業と
なります。メリット1は、創業前の方であることが要件となります。
メリット2及び3は、事業開始後6ヶ月前から創業後5年未満の方が対象となります。

定員・
申込締切

20名
峰山織物センター
9月25日（木）
3,000円

講座内容

●着付科（峰山織物センター）

物産展等出展者募集のお知らせ
長浜北商工会
アンテナショップ
醤油

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。
◆対象者（次の５点の内、いずれかを満たす方）
①中小企業事業主に雇用されている方
②学卒未就職者等、就職のため認定職業訓練校を受講希望する者（満年齢４０歳未満）
※在学中に就職活動をしたが、就職に至らなかった方、または
※フリーター等おおむね３年以上継続して正規雇用されたことがない方
③４５歳以上の中高年齢者で、再就職準備のため受講を希望される方
④出産・育児を終了した方で、元の職場等への復帰準備のため受講を希望される方
⑤定年退職者で、再就職準備のため受講を希望される方
※過去に受講されたコースを、再び受講する事はできません。

2014

■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。
■「京丹後市創業支援事
業計画」に基づく特定
創業支援事業の対象講
座です（※）

（※）特定支援事業を受けていただいた場合のメリット

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。
講座名

容

第1講座

マインドマップ作成とビジネスブログ活用術
日

内

・ビジネスモデルの構築
・ターゲット市場と目標の設定
・経営戦略の策定

塾生 を募集 します

自社サイトはあるが、運用が思うようにできず、なかなか成果が出てこない
企業へ朗報です。自社にとって、今何をすることが必要で何からすればよいの
か？を可視化し、みなさま自身がわかりやすい方法で、計画を立て実行してい
ただける方法を学んで頂けます。
また、ビジネスブログとして Wo r d P r e s sの 設 定 活 用、f ac e b o o kや
TwitterなどのSNSの活用と、集客力アップのためのアクセス解析・SEO対
策についても同様に学んで頂けます。 ぜひ、この機会に受講ください。

カリキュラム：各水曜日の19時30分〜21時30分

創業を目指す方や経営について学びたい方などを対
象に︑次のとおり講座を開催します︒創業に必要な経
営ノウハウ︵経営︑財務︑人材育成︑販路開拓︶につ
いて︑基本的知識から一歩踏み込んだ創業に必要な知
識の習得を通じて創業する力を養成します︒

ＩＴ活用研修会 募集します
受講生を

第17回
〜丹後･丹波･山城〜
京の味めぐり
技くらべ展

●店 舗 名：きのもと Ikaʼs（イカス）
●所 在 地：長浜市木之本町木之本

●開設期間：平成26年8月〜27年3月31日まで
●販売形態：常設販売、一部催事販売
●取引条件：消化仕入による委託販売（販売手数料：加工食品、土産品10％
工芸品15％）
●商品選定：運営委員会に置いて審査の上、出品の可否を決定
●締
切：随時
●期間：平成27年1月7日
（水）〜1月12日
（月）６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
（金）
●締切：9月5日

※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。
お問合せ 京丹後市商工会 経営支援課
※物産展等の情報提供を随時行っております。ご希望の方はお申し出ください。
（TEL．62-0342）

【申込先等】

京丹後市職業訓練校（京丹後市商工会内

念

チケット

好評
発売中

大宮社会体育館
（大宮町口大野208-1）

●チケット販売所 商工会各本支所窓口

主催：日本商工会議所・全国観光土産品連盟

日時

10月31日（金）

▼ ▼ ▼

審 査 日

審査部門 菓子の部
推

奨

推奨期間

食品の部

民芸の部

工芸の部

合格商品は「全国推奨観光土産品」として
広く消費者にアピールできます。
平成27年4月1日〜平成29年3月31日
（２年間）

申込期限 9月19日（金）

平成26年

10月19日
（日）

午前８時開場／午後３時打出し

《チケット料金表》

（消費税込）

たまりＳ席 １人席 14,000円

完売

場所

各地の観光土産品の中から優れた観光土産品を
「全国推奨観光土産品」として推薦するコンテ
ストです。

TEL62‑0342）

大相撲
京丹後場所
市制

10周年記

全国推奨観光土産品
審査会の出品募集

▼

【お問い合わせ、申込先】

第55回

▼

電話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。

たまりＡ席 １人席 13,000円
ペ ア 席 ２人席 22,000円
イ ス 席 １人席 10,000円

■主催：大相撲京丹後場所実行委員会
■お問い合わせ：商工会本所事務局（☎62-0342）
市役所スポーツ観光・交流課（☎69-0470）

車イス用席 １人席 10,000円
ステージ席 １人席 12,000円

完売

（平日の午前8時30分〜午後5時）

第13回

夢よさこい
出演者大募集
『第13回夢よさこい』は、
『京丹後
商工祭』初日ステージイベントです。
出演者を、次のとおり大募集します。

こい」
「 第13回 夢よさ
DANCE〜
〜だんす ダンス

開催日
会

場

11/2 日

丹後あじわいの郷
芝生広場特設会場

●募集内容：よさこい、民踊、ヒップポップなどなど、踊りなら何でもOK！
（自由に踊って頂きます。コンテストの実施はありません。）
●募集チーム数：２０チーム（京丹後市内のチームに限る）
●参 加 賞：各チームに、参加者一人につき500円の金券を差し上げます。
●申込方法：京丹後市商工会女性部へお申し込み下さい。参加申込み書を
お送りします。
●参 加 費：無料です ●申込期限：平成２６年９月２２日（月）

