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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 !!
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

▲スイス村スーキー場

▲安全祈願祭の様子

スイス村スキー場安全祈願祭

　１１月２５日から１泊２日の日程で名古屋市へ役員等視察
研修事業を実施しました。
　昨年度、意欲ある部会事業推進助成金を活用し特殊生コ
ン製造・施工技術研究会が発足し、一部の市道でコンクリー
ト舗装が施工されました。また、国土交通省が「コンクリート
舗装の積極的活用」を推進しておりコンクリート舗装の普及
が予測される。
　以上の事柄から、当部会としては、先進地である名古屋

市のデンカ株式会社を視
察し、普及率が高い背景
や業界の取組み、施工管
理技術を習得することを
目的に視察研修を実施し
ました。また、京丹後市名
古屋事務所の視察も併せ
て行いました。

　11月26、27日に広島県内にて視察研
修事業を行いました。津島織物製造株式会
社を訪問し3、4人の班に分かれ社長、専
務、従業員の方より工場内でお話を伺いま
した。この会社は紙の糸を使って住宅に使
われる壁紙を製織している会社で、湿気が
少なく温暖な気候が製織に適しており、昔
は近隣に200ほどの織物工場があったが、
今では静岡にあるだけで全国に2か所。丹
後の織物業界と同じで、織機の部品調達
が困難で社長自らが修理を行い凌いでいるとのこと。意見交換の場で
は、工場を高気密にして湿気を防ぐように修繕し、作業効率を高めたらど
うかとか、細かい柄が織れるように織機を工夫したらどうかなど、熱心に
意見交換が行われました。
　また、熊野町筆の里工房にて180年の歴史を有する熊野筆にふれ伝統
工芸品を学び、モノづくりに対する意識改革が図れた事業となりました。

　１１月８日（火）・９日（水）福島県郡山市の「ビックパレットふ
くしま」において全国大会が開催されました。前日より福島入り
した当女性部の１７名は、晴天に恵まれ丹後より一足早い紅葉
に包まれながらバス路で「大内宿」へ到着。昔の宿場宿の雰囲
気をたっぷりと味わいました。
　今回の全国大会は青年部女性部全国組織化５０周年記念
式典で、両部合同での開催となり、全国コンクール金賞を受賞
した地元高校生のコーラスでスタート。情緒たっぷりの歌声で、場内大会参加者の約５０００人
の心は釘付けにされたのでした。飲食ブースも出店者と利用者で大いに賑わい、東北各県で
「芋煮の味くらべ」などの面白い企画もあり、活気を感じました。
　主張発表は女性部青年部合同で行い、東北・北海道、関東、中部、近畿、中国・四国、九州ブロッ

クの男女１２名の代表がそれぞれの思いを力強
く発表しました。審査発表は両部ということで当
日は時間なく、今回は翌日の発表となり、九州ブ
ロック代表の沖縄県渡嘉敷村商工会女性部の
国吉佳奈子部員が最優秀を受賞されました。
　翌日は府内商工会のみなさんと鶴ヶ城と飯盛
山を視察。白虎隊の悲劇にちょっぴり淋しい気
分になり、みちのくの寒さがますますこたえまし
た。会津磐梯山を仰ぎながら、バスは進み、帰路
へと向かった。

　11月8日・9日に福島県で開催された商工会青年
部・女性部全国組織化50周年記念式に行って来ま
した。大会スローガンは想・創・奏です。『ふるさと
を想い、人を創り、未来を奏でる。友よ、ほんとうの
空へ』東日本大地震を経験したからこその想いが詰
まった言葉に胸が熱くなりました。

　年々主張発表のレベルは向上しており、時代にあった若者らしい
発想、起動力のある活動、リーダー性が求められているように思い
ます。50周年の節目に、大会参加者一同が果たすべき役割の重要性
を改めて認識、共有する事によって今後の地域振興に繋がる事と信
じています。　　　　　　　　　　副部長　高田 友宏

　弥栄支所からは、京都府下最大のスキー場であるス
イス村をご紹介いたします。
　スキー場のゲレンデは、初・中級者向きのコースがメ
インですが、35度の急斜面もあり上級者にも満足頂け
るゲレンデです。コースは7本あり、のびのびとスキー
やボードを楽しむことができます。

　京丹後のウインタースポーツの到来に向
けて、去る12月10日（土）スイス村ビレッジ
ハウス前にて、「期間中の安全と賑わいを
願う」安全祈願祭が執り行われました。当
日は神主さんのお祓いを受けた後、京都府
丹後広域振興局 沼田農林商工部長、京丹
後市商工観光 新井部長など各団体の代表
者が玉串奉奠を行いスキー期間中の安全と
千客万来を祈願しました。
●営業時間等に関するお問い合わせは
 森林公園スイス村総合案内所 ☎66-0036

　弥栄支所は、火・金曜日の午前9時から午後4時までの開館でありますが、税務申告期
【29年1月23日㈪～3月15日㈬】の期間に限り、事前に連絡を頂くことにより、火・金曜日
以外の日の午後も税務相談の対応を致します。火・金曜日以外の午後に税務相談をご希望
の方は、必ず事前に連絡を頂きますようお願いします。（☎65-3137）【弥栄支所/安達】

　このコーナーでは各支所から旬な話題や魅力について
情報発信していきます。 今回は弥栄支所です。

～商工会青年部・女性部全国組織化５０周年記念式典～
 第18回商工会青年部・女性部全国大会

～安全と賑わいを願って！～

京丹後市ウインターシーズン到来!!

主張発表全国大会主張発表全国大会

　11月25日に商工会青年部の研修
第1回消費税転嫁対策セミナーが開催されました。
　第1回目は決算書の見方とポイントについて、エ
スビーサポート合同会社中小企業診断士 伊東 伸
先生に講義していただきました。決算書などの見方
や基礎を詳しく解説して頂きました。

支所だより
～弥栄編～

◉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。
※「D.I.」（ディー・アイ）とは、Diffusion Index（ディフュージョン・インデックス）
　の略で、企業の売上、業況感などの各種判断を指数化したものです。
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　サービス業部会では、去る11月28
日（月）、33名の参加を頂き～お客様に
心を伝える～『ホスピタリティ・マナー研
修』を開催いたしました。 
　本セミナーは、アビリート株式会社 中越味子氏（なかごし
ちかこ）をお迎えし、顧客満足を超える顧客感動について理
解を深め、その意義と重要性を再認識し、単なる型のマ
ナーではなく、お客様への対応の仕方、話し方、心の持ち方
などポジティブ思考を持つことの重要性について実技を交
え丁寧にお話頂き、受講者からも「分かり易く、接客応対へ
の意識が変わりました。」などの声を頂いています。

接客応対研修を
開催しました。

窓口業務時間の変更のお知らせ

サービス業部会部 会 報 告

福島大会

地域経済動向調査「D.I.」報告
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