
１００人の仲間ができた！１００人の仲間ができた！

青年部通信青年部通信
青年部員募集中！

お問い合わせは青年部事務局
 TEL.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！

私達と共に、女性部の活動に
参加しませんか？

アミティ丹後 視聴覚研修室（京丹後市網野町）
無料　　　　　100名（当日先着順）
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　新年あけましておめでとう御座います。
日頃から青年部活動に対する深いご理解とご支援、ご協力を賜り厚く
御礼申し上げます。皆様におかれましてはご健勝に新年をお迎えの事
と心からお慶び申し上げます。
　昨年を振り返りますと9月に丹後町立岩にて開催致しました『レレレ
大作戦』地域貢献事業には市内から多くの小学生に参加を頂き、海
岸清掃と自分たちで清掃を行った砂浜でのゲームと講師をお招き致し
まして地元の環境問題についての講義をして頂きました。今後も京丹
後市住人が京丹後市を知るきっかけとして京丹後の魅力を再発見し
て頂ける事業の企画は有意義であり継続的に取り組んでいかねばな
らない事業ではないかと思っております。
　11月には商工会青年部としては初となるカップリング企画「恋っち
ゃTANGO」をあじわいの郷で開催し、男性23名女性23名計46名
もの参加を頂き、7組のカップリングが成立致しました。少子化、人口
減少の著しい地域に有って甚だ、小さな成果では有りますが地域の
活性化に微力ながら寄与出来たものと思っております。
　年末には継続事業であります「サンタの宅配便」地域貢献事業に
おいて過去最多の180件の応募を頂き部員総出でサンタクロースに
扮して子どもたちへプレゼントを配達させて頂きました。学校の統廃合
に象徴されます様に京丹後市の児童数が減少する中で前年比を上

　新年あけましておめでとうございます。
昨年一年間、無事に女性部活動を進めること
ができましたのも、部員の皆様をはじめ、副部長
並びに各支部長のお力添えがあってのことと深
く感謝申し上げます。
　平成２６年は、私たち女性部は、部員以外の
京丹後市民の方をお誘いする機会がありまし
た。京丹後市制１０周年の節目であり、９月にそ
の記念イベントとして参加者を募り、久美浜町
の名所をクイズに答えながら散策して頂く「ウォ
ーククイズラリー」を開催しました。東稲葉邸、て
んころ舟の舟屋、稲葉邸、本願寺を廻り、私た
ち女性部も同行し見学させて頂きました。地元
ガイドの方の案内は詳しく、興味深いもので、地
元を深く勉強し他の方に伝えようとするその熱
心さに敬服いたしました。まだまだ、私たちの知ら
ない由緒ある素晴らしい場所やモノがたくさん

あります。女性部活動
を通して、京丹後を応
援できるようもっと学ん
で事業に取り組み、そ
して伝えていきたいと思います。
　１１月の商工祭では「第13回夢よさこい ～
だんす ダンス DANCE～」のステージを運営
しました。京丹後市内のよさこい踊り以外の踊り
のチームにも多数ご出演頂き、盛り上げて頂き
ました。ゲストに、高知市役所踊り子隊や京都
の学生チーム・京炎そでふれ！などをお招きし、
雨にもかかわらずパワフルなステージを展開し
て頂きました。次回も、出演しても、見ていても、
楽しくて元気の出るステージを目指します。どう
ぞ、皆さまの一層のご協力をお願い致します。
　最後になりましたが、皆さまの益々のご健勝
をお祈り申し上げます。

　12月19日（金）に大宮織物ホールで、
関西電力株式会社様を講師にお迎えし
て、電気並びに原子力の現状と今後に
ついて研修し、引き続き寄せ植え講習
会を実施しました。

今後の事業予定今後の事業予定

年頭あいさつ

年頭あいさつ

電気と原子力及び
寄せ植え講習会を開催
電気と原子力及び
寄せ植え講習会を開催

京都府最大部員数京都府最大部員数

講演会開催講演会開催

●日時：平成27年2月3日（火）
　　　　　　（午後1時30分）
●場所：プラザホテル吉翠苑
●内容：「異業種へのチャレンジ」

http://kyotango-implse.jp

事業報告事業報告
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回る申し込みを頂く事ができ、地域の皆様のご協力に感謝申し上げま
すと共に、この事業を継続されてこられました歴代先輩部員の皆様が
取り組んでこられた結果もたらされた成果であると思っております。
　昨年は京丹後市10周年に加え『海の京都』『大相撲京丹後場
所』等多くのイベントが開催された年でもあり青年部として多くの活躍
の場を頂き、充実した1年でありました。
　商工会青年部はそれぞれが商売を営む起業者や事業所の後継
者であり我々がしっかりとした経営ができる事業者として成長すること
が「まちづくり」に資する事につながります。部員それぞれが切磋琢磨
しながら自己研鑚を重ねていきたいと思っております。本年におきまして
も青年部一同、地域振興の先駆者として志を持って精力的に活動で
きるよう務めて参ります。末筆ではありますが、新年にあたり皆様のご
多幸を祈念申し上げ私の年頭のご挨拶とさせて頂きます。

　１１月３０日、丹後あじわいの郷にて、「恋っちゃTANGO 
BBQカップリングパーティー」を開催いたしました。
　我々、京丹後市商工会青年部では初の婚活事業ということ
もあり、中身を詰めていく為に数十回と会議を重ね議論し合っ
てきました。
　参加者の方がいかに楽しめるか、いかに喜んでもらえるか、
そしてどうしたら素敵な出会いをサポートできるか。参加者の
目線で考えていくことは大変ではありましたが、たくさんの方
に、応援頂き開催する事ができました。
　女性参加者の中には京丹後市外からも参加いただき、男性
２３名、女性２３名、合計４６名での開催となりました。ソーセー
ジ作りを体験して頂き、丹後の食材探しゲーム、そして、見つけ
た食材で楽しむBBQと盛りだくさんの内容となりました。
　その結果、７組ものカップルが誕生しました。「楽しかったで

す」「来てよかったです」「とても豪華でした」などと嬉しい参加
者の方からの声も聞け、本当に開催して良かったと思いました。
　初めての婚活事業で、課題も残りましたが、次回へ繋がる課
題だと思っています。その課題を今後の事業へ発展させるため
我々、京丹後市商工会青年部は「まちづくり」「地域活性」に努
めてまいります。
　　　　　　　　　　　まちづくり委員長代理　谷 口　輝

女性部長　大 橋 明 子

青年部長　中 野 勝 友
女性部員募集中女性部員募集中

平成27年度役員一同

「恋っちゃTANGO BBQカップリングパーティー」を開催しました「恋っちゃTANGO BBQカップリングパーティー」を開催しました

　業務用エアコンや冷蔵・冷凍機器に充塡されているフロン類の適正管理を進めるための「フ
ロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」が平成27年4月から施行されること
となっております。
　対象機器をお持ちの事業者の皆様には新たに定期点検などの義務が発生します。
　詳しくは、京都府ホームページをご覧ください。分かりやすいパンフレットなどを掲載してい
ます。（京都府ホームページ）http://www.pref.kyoto.jp/taiki/ozon05.html
　京都府環境管理課（電話：075－414－4709）

　製造業の現場では、生産管理・コスト削減・品質向上・人材育成など課題は山積しており、こう
した課題を実際の現場作業に従事する従業員の方々を中心とし、細部な作業等を例題に改善策

を学び、利益に繋がる経営品質向上の実現を目的とした
『現場改善セミナー』を開催いたしました。
　当日は、実践マネジメント研究所 工場経営コンサルタ
ント 植條英典氏をお招きし、５Ｓ改善事例を基に、５Ｓの
基本・５Ｓによるコストダウン方法・５Ｓ改善を上手く進
める方法等、これまで２９年間約３００社のコンサルティ
ング経験を活かし、熱い熱いご講義をいただきました。

　京都府商工会地域のものづくりなどの企業75社が出展。関西学術文化研究都
市（けいはんな）のけいはんなプラザでビジネス商談会を開催します。
　イノベーションにつながる研究開発や生産・加工技術において、新たな出会いが
期待されます。是非、ご来場ください。

　15歳で靴下製造の世界に丁稚奉公と
して入り、突然の解雇、独立、倒産の危
機を乗り越え、全国各地に展開する業界
トップの企業に育て上げた越智会長。
「お客様の足にやさしい靴下」を追求し

つづけ世界に認められる企業となったタビオ株式会社の越
智会長にお越しいただき、これまでの軌跡と経営哲学につい
てご講演いただきます。

・株式会社 大宮日進
・株式会社 タンゴ技研
・株式会社 白石バイオマス 
・株式会社 徳本

・ヒロセ工業株式会社
・丹後機械工業協同組合
・京丹後市
   （順不同）全７企業／団体

機械金属業部会・工業部会主催

人材育成『現場改善セミナー』を

学研都市ビジネスマッチング2015のご案内
京都府内のものづくり企業が『けいはんな』に集結します

京丹後市からの出展リスト

10時～17時（5日は16時まで）
京都 けいはんなプラザ イベントホール

JR祝園駅、近鉄新祝園駅、
近鉄学研都市線登美が丘駅から

アクセス➡

京都府商工会連合会
京都市右京区西院東中水町17番地 TEL  075-314-7151

問合せ 無料シャトルバス運行
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場
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経済講演会開催のお知らせ

靴下屋を成功に導いた経営哲学靴下屋を成功に導いた経営哲学
～21世紀に伝えるものづくりの魂～～21世紀に伝えるものづくりの魂～

主催：京丹後市商工会 ℡0772-62-0342

東京新聞・中日新聞論説副主幹　
　　ジャーナリスト  長谷川 幸洋 氏

動画を使ったプロモーション戦略
IT講習会 平成27年1月28日（14：00～）29日（9：30～）

ビデオ（一眼レフ）カメラを使った動画の撮影方法の説明、Windowsムービーメーカーを使用した
動画編集を学びます。
Facebook、Webと連携したプロモーション方法として、Youtubeへアップロードした動画を各メデ
ィア（FacebookやWeb、ブログ）の特性を理解した上で、効果的な情報発信方法を学びます。

●申込方法：電話にて久美浜支所（82-0155）までご連絡ください。
　先着15名で1月14日（水）より受付をします。
●持ち物：ノートパソコン、デジカメ、 他ＰＲしたい商品、編集予定の動画など。
　※事前にWindowsムービーメーカーをインストールください。
　※Windowsムービーメーカーは「ムービーメーカーを入手する」より
　　入手可能です。
●お問合せ・申し込み：京丹後市商工会久美浜支所 82-0155まで

第１部

テ
ー
マ

講　師

日　時

聴講料 定　員
会　場

第２部

(有)アイ・リンク・コンサルタント　
　代表取締役  加 藤忠宏 氏

●日時：
（各２時間程度の２部構成）

●講師：

●会場：京丹後市商工会久美浜支所（久美浜町847）

平成27年2月2日
2月4日（水）5日（木）

月 14：30～16：00

激動する政治・経済の行方　
　～これからの日本を展望する～

新春

日時

日時

場所

会場

講師

1月23日（金）午後２時開会（開場１時）

セントラーレ・ホテル京丹後
２階「羽衣の間」（京丹後市大宮町）

越智 直正 氏
（タビオ株式会社 代表取締役会長）

平成27年

５Ｓ改善で
儲かる職場づくりを
実現しよう！

開催いたしました
12月9日（火） プラザホテル吉翠苑
実践マネジメント研究所 
　工場経営コンサルタント 植條英典氏

商工会では、物産展、商談会等の販路開拓に係る情報提供をしております
情報提供ご希望の場合はお申し出ください。随時FAXかメールにてご案内いたします。
お問合せは、経営支援課　担当：芝野まで（TEL.62－0342）

商工会女性部事務局
 TEL：62-0342 FAX：62-3553

●経営支援課長　荒 田 義 之（振興課長）
●振興課長　　 　山 下 弘 貴（経営支援課長）

平成27年１月５日より（前任）

人事異動


