京丹後市商工会だより No.95

受講生を募集します！
日程
11月6日 13日
20日 27日
〈全日程 13：30〜16：30〉

内

京丹後市商工会 ２階
講習会等研修室

容・売れるお店の条件
・接客､集客､追客で売れる仕組み
・アナログ＆デジタルを活用した見込み客の集客法・
接客・追客法
・アナログ販促＆デジタル販促

講

師

定

員

中野 雅公

ある

め

歩き愛です（ジオ健康ウォーキング）
●内容

（1）参加証の歩数計を持って、商工祭会場内の所定のコースを自由にウォーキング
します。

平成27年

10月25日（日）

（2）イベント会場内及びコース上に設置されたクイズポイントで京丹後市にまつわ
るクイズに挑戦していただきます。
（クイズに正解するとボーナス歩数を追加）
（3）ノルディックウォーキング講習会 10：00〜
（先着100名）
ジオ健康ウォーキング 10：30〜
（先着100名）

丹後王国「食のみやこ」
受付/8：00〜11：00
【問い合わせ先】
きょうたんご歩き愛です実行委員会事務局
京丹後市商工観光部商工振興課内
TEL.0772-69-0440、FAX.0772-72-2030

〈希望者のみ参加 ９:３０までに受付をお済ませください。〉
※ウォーキング終了後、歩数に応じて、景品や割引券を贈呈
※少雨決行
（雨天等で商工祭が延期となった場合は、本事業も延期とする。）
※健康楽歩里ポイント対象事業
●参加対象者 市内外どなたでも参加可能
（先着500名）
●参 加 費 １，
０００円（高性能歩数計を贈呈 ※参加特典あり）

まったなし！マイナンバー制度の準備はできていますか？

受講料

氏（中野IT活用診断士事務所）

20名（先着申込順）

〜お申込みは本所・支所窓口に備え付けの所定の申込書にてお申込みください〜
お問合せは、京丹後市商工会経営支援課まで（電話 0772-62-0342）

今年１０月から「マイナンバー」の通知がはじまり、来年１月から利用が開始されます。事業者と
しては個人情報であるマイナンバーの取得・保管から廃棄までを適切に行うことが求められ、
税や社会保障などの実務処理にマイナンバーの取扱いが必要となります。このセミナーではマ
イナンバー制度において中小企業がとるべき具体的対応策をわかりやすく解説いたします。

日時：平成27年11月9日（月）14：00〜16：00

場所：プラザホテル吉翠苑

（京丹後市峰山町杉谷943番地）

ソフト

弥生会計講習会のご案内
無料

受講料

日 時
会 場
定 員

平成27年

パソコンの普及に伴い、会計ソフトも数多く普及しています。手
書きの記帳に比べて、日々の記帳や決算が簡単にかつ確実に処 理
できるので、会計ソフトを導入される方が増えています。
そこで今回、使いやすさに定評がある「弥生会計」に関して、初期
設定から日々の入力などを実務 的に体 験 できるパソコン 講 習 会を
開 催 致します。また、消費税率の変更も設 定できます。会計ソフト
に興味ある方や会計ソフトの導入を検討されている方、また現在会
計ソフトを使われている方も、是非この機会に受講ください。

11月12日（木）〜13日（金）の2日間 午後1時半〜午後４時

京丹後市商工会 久美浜支所１階会議室（久美浜町847）
10名 先着順とさせていただきます
申込締切 平成27年10月30日
（金）

内 容 １日目：弥生会計基礎編・会計の導入、基礎操
作方法について
２日目：決算、申告書作成、資金繰り、仕分け
辞書等の活用について
受講資格 京丹後市商工会の会員で、文字入力とマウス操
作のできる方
（商工会員の家族または従業員の方も対象です）

京都府最大部員数

青年部通信
１００人の仲間ができた！
http://kyotango-implse.jp

環境学習

レレレ
大作戦！

（午後5時まで）

※詳しくは、10月16日（金）の新聞折込「弥生
会計講習会のご案内」をご覧下さい。
※お申込みは本所・支所窓口に備え付けの所
定の申込書にてお申込みください。

お問い合わせ及び申込み先

京丹後市商工会

丹後地域経営安定セミナー

〜中小企業で気をつけるべきポイントと対応策〜

無料

※締め切りは、平成27年10月30日(金)午後５時までです。
※詳しくは、10月15日（木）の新聞折込「IT活用講習会のご案内」をご覧ください。

会計

開催

講習会

インターネット技術が進 展して以 来、集
客や販路拡大のために中小企業でもホーム
ページ、ブログ、SNSなどを活用するのが、
売上アップのために必要不可欠となってい
ます。
しかし、ホームページ、ブログ、SNSをた
だ使っているだけでは売上アップに繋がり
ません。上手にインターネットを活用してい
る企業はアナログとデジタルを上手に組み
合わせて、情報発信を行っています。
本セミナーではアナログ面・デジタル両
面での販促方法を学び、それらを組み合わ
せた最適な販促術をワーク形式で一緒に作
っていきます。
ぜひ、この機会に受講ください。

健康楽歩里ポイント対象事業

きょうたんご

Webとアナログを
活用した
集客・販売促進！

IT

会場
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Tel.62-0342

青年部員募集中！
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！
お問い合わせは青年部事務局
TEL.62-0342まで

〜海の京都事業〜

■講

代 表

参加無料

定員：100名（定員になり次第、募集を締め切らせていただきます）
主
催：京都府商工会連合会・京丹後市商工会
協
力：丹後地域ビジネスサポートセンター
問合せ先：京丹後市商工会 経営支援課
(安田、岡田) 0772-62-0342
京都府商工会連合会 経営支援部経営支援課
(小林、井上) 075-314-7151
※11月２日（月）までに本会ホームページまたは本所・支所
窓口に備え付けの所定の申込書にてお申込みください。

師：藤村マネージメントサポート

■プロフィール：
企業において、制度会計、税務、損益管理、原
価 計 算 、財 務 管 理 、経 理システム構 築 、M＆
A、子会社監査役など経理・財務全般を中心に
担当。
コンサルタントとして独立開業、経理・財務、
人材マネジメントの指導・支 援を専門分野と
して活躍、マイナンバー制度については支援団
体の情報誌に寄稿、京都・大阪でマイナンバー
のセミナーを開催されている。

マイナンバー制度導入に向けた準備について
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（マイナンバー法）」が平成
28年1月1日に施行されることにより、住民票を有する全員に固有の番号（マイナンバー）が付番されます。マ
イナンバーは、税・社会保障・災害対策の行政手続で利用されることとなっています。
具体的には、税務関係、社会保障関係の書類において、マイナンバーの記入が求められ、全ての事業者（全
法人、全個人事業主）において、従業員のマイナンバーの収集・把握や書類への記載などが義務化されます。

１．
マイナンバー制度への事業者の対応に関する情報につ
いて
中小企業施策を紹介するウェブサイト
「ミラサポ」
にマイナンバー特
設ページを設置いたしました。
マイナンバー制度に関する事業者の対
応に詳しい弁護士などへの有識者インタビューを行い、制度のポイン
トを解説していますので、
ぜひご活用ください。
ミラサポURL https://www.mirasapo.jp/
（特設ページ https://www.mirasapo.jp/mynumber/index.html）

２．
「通知カード」の受取に係る周知徹底について
10月以降、
マイナンバーが記載された
「通知カード」の住民への郵
送が始まります。従業員のマイナンバーの収集に際し、従業員が自身
のマイナンバーを把握していることが重要となりますので、会員企業
のみなさまにおかれましては、通知カードの受取について、従業員へ
の周知徹底をお願いします。

《マイナンバー制度全般のご相談はこちら》
○マイナンバー専用コールセンター 0570-20-0178
平日 9:3022:00
土日祝日
（年末年始を除く）9:30-17:30

※ＩＰ電話等でつながらない場合は 050-3816-9405に
おかけください。

《通知カードや個人番号カードのご相談はこちら》
○個人番号カードコールセンター 0570-783-578
平日 8:3022:00
土日祝日
（年末年始を除く）9:30-17:30

※ＩＰ電話等でつながらない場合は 050-3818-1250に
おかけください。

女性部員募集中
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

を実施しました
9/27（日）市内の小学生50人を対
みんなで楽しく清掃活動
象に丹後町平海水浴場の海岸清掃を ローガンに、
することで、
子供達にとっても貴重な
行いました。保護者、青年部員を合わ
せると参加者総勢100人をこえる大規 学習の機会になるようにしたいと思い
模な事業になりました。清掃後は全員 企画しました。
子供達からは「地引網が楽しかっ
で地引網(たくさん魚が入っていて大
「また来年もやってほしい」などの
成功!!)。その後「琴引浜ネイチャーク た」
ラブハウス」安松貞生先生による環境 嬉しい言葉をはじめ「こんなに多くい
学習、
さらに清掃して美しくなった砂浜 ろんなゴミがあるのは知らなかった」
でレクレーション「素足でサンダーツ」 「ゴミを出さないようにする」などさま
ざまな感想があり子供達だけでなく参
を行いました。
加者全員が一生記憶に残る素晴らし
本事業は、
「楽しみながら学ぶ」をス
い事業になりました。
〈地域貢献委員長 山本真也〉

藤村正弘氏

（中小企業診断士、社会保険労務士)

事業報告

第17回

商工会女性部全国大会in東京
１０月７日（水）、「確かな真心、未来へ続
け、がんばる力！〜女性の輝きで街ににぎわい
を〜」をスローガンに、商工会女性部の全国大
会が、東京都内のＮＨＫホールで全国から
3,000人が参加して開催されました。大会では
主張発表も行われ、全国から予選を勝ち抜いた
代表６名の方が実体験を基に、時にはユーモア
たっぷりに発表されました。最優秀賞には中国、
四国ブロックの代表者（香川県）の方が選ばれ
ました。
また、基調講演では銀座「クラブ稲葉」オー
ナーママ 白坂亜紀氏による「銀座ママに学ぶ
人間力！女子力！ビジネス力！」をテーマにお
客様との「粋」なエピソードや、よりスマート
なおもてなし方法など、普段あまり知る事のな
い銀座クラブのお話でした。
翌日８日（木）も晴天に恵まれ、富士山を拝

みながらバス移動し、
都内女性部会員の案
内のもと三鷹市の日
本有数の国立天文台
を研修し、その後調
布市のそばで有名な
深大寺の住職の講和
を頂戴いたしました。

