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支所だよ〜り
〜峰 山 編

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。今回は峰山地域です。

受験シーズン到来!!
〜道真公をお祀りする学問の神様・全性寺天満宮〜

▲「五角合格守」

祈願祭に関するお問い合わせは

全性寺天満宮

京丹後市峰山町吉原64

TEL・FAX 62-1110

◉京都府産食材を使った新商品・サービスの
開発・販促活動を活動支援チームがお手伝いします！

活動支援チーム
相談窓口

●京都府産の原料（農林水産物）の入手先を探したい。
●商品開発や施設整備に活用できる補助事業を知りたい。
●新商品に関する専門家のアドバイスや支援を受けたい。

【連絡先】京都府農林水産部 流通・ブランド戦略課
農業流通・販売戦略担当 活動支援チーム（瀬戸谷・辻・増田）
住所：京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 京都府庁２号館４階
電話：075-414-4964

◉京都６次産業プロジェクト戦略事業をご活用いただけます！
−京都6次産業プロジェクト戦略事業−

①プロジェクト活動支援費（ソフト事業）

事業概要

食品製 造 業、流 通 業、外食 産業 等の事
補助対象者 業者と農業生産法人や農林漁業者等で
構成する連携体

補助対象

事業者と農林漁業者で構成するプロジェクト
商品試作のための原材料費、加工品開

補助対象経費 発用機器のリース、分析・検査委託、商
品PR等に要する経費

② 条件整備支援事業費（ハード事業）
食品製造業、流通業、外食産業等の事

補助対象者 業者
補助対象

事業者と農林漁業者で構成するプロジェクト

補助対象経費

加工製造施設等の整備
原材料等一次 処 理 施設、食品加工機
械、品質測定装置等

補助要件

京都６次産業プロジェクト推進計画の策定
企業と産地が一体となった取組の実施
府内産農林水産物の新たな需要拡大の取組 等

補助要件

京都６次 産 業プロジェクト推 進 計画に
位置づけられていること
新たに設置する施設等であること

補助率等

1／3等（補助上限額：6,000千円／3年 等）

補助率等

３／10（補助上限額：10,000千円）

申請手続

講師

上記の相談窓口にお問い合わせ下さい。申請書やプロジェクト推進計画書など必要書類を
お送り致しますので、ご記入の上提出してください。

浅野史郎
浅野 史郎 氏
前宮城県知事／神奈川大学特別招聘教授

日時

平成29年１月26日㊍

会場

プラザホテル吉翠苑

午後２時〜（開場：午後１時30分）
京都府京丹後市峰山町杉谷943

1948年生まれ。仙台市出身。東京大学法学部卒業後、
1970年厚生省に入り、
老人福祉課課長補佐、年金局企画課
課長補佐、障害福祉課長、生活衛生局企画課長など歴任。
特に、
1985年からの北海道庁福祉課長、87年からの厚生省障害福祉課長の在任中、障害福祉の仕事に出会い、
ライ
フワークとの思いを抱く。
1993年宮城県知事選挙に出馬、当選。以後3期12年にわたり福祉分野での改革、情報公開度ランキング日本一な
ど、透明性の高い県政を実現。2006年慶應大学総合政策学部教授に就任。
2009年5月にATL（成人T細胞白血病）を発症。骨髄移植を受け、2011年5月には慶應大学に復帰。2013年3月慶
應義塾大学を定年退職。同年4月から神奈川大学特別招聘教授、現在に至る。
著書に「疾走12年アサノ知事の改革白書」
「許される嘘、許されない嘘」、
「運命を生きる―闘病が開けた人生の扉」。

◉お申込みは、電話または１月中旬に新聞折込予定のチラシにてFAXでお申込みいただくか、本
所・支所窓口に備え付けの参加申込書にてお申込みください。
◉各種警報発令や大雪等により、本事業が中止になる場合がありますので、予めご了承ください。

■主催／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

『セイコ蟹のテリーヌ』
（天の酒喰 食房）が奨励賞受賞!!

府内の農林水産物業者が食品加工や流通を担う６
次産業化を推進しようと、京都府が初めて企画。農
林水産物を使う新商品を対象とした「京の食６次産
業化コンテスト」が開催され、京丹後市では、天の酒喰食房の「セイコ蟹のテリーヌ」が奨励
賞を受賞されました。
商品開発にあたっては、飲食店経営をはじめとして長く「食」に接してきた中、地域産業の
衰退化と高齢化を感じ、当店が地域社会に貢献できる事業は何かと思考を重ね「地域食財」
の発掘と製品化を目指し、新たな製造部門として「食房」を立ち上げ、地域食財のファシリ
テーターとして、雇用の確保・食育事業などの食のリテラシー向上に貢献できればとこの商品
開発に取組んでこられました。
受賞のセイコ蟹のテリーヌは、
「勢子蟹」と呼ばれる、卵を抱いたずわいがにの雌を使用し
ています。濃厚なうまみを持ちながら、小さく食べづらいため、ほとんどが地元で消費されて
いましたが、それをフレンチのシェフが食べやすいテリーヌに加工し商品となりました。地元の
漁港で水揚げされた新鮮なものを、手間を惜しまず手作業で味噌と脚肉、内子と外子に分
け、地元の自然塩を加え蒸し上げるというシンプルな作り方で素材本来の風味を最大限に活
かし、部位ごとの異なる触感と味わいが新鮮な感動を呼びおこします。
テレビでも「シンプルで贅沢なテリーヌ」として放送され、反響もあり現在通信販売も行って
います。おいしい旬の時期は11月から３月ですが、冷凍保存で通年の販売体制もできるように
なりました。地元を離れた親しい方への贈り物に、自宅での晩酌タイムのお供やパーティーな
どにご利用いただければ、忘れられない味になると思います。今後も商工会のご指導のもと、
物産展や展示会等積極的にPRしながら、この受
賞を励みにさらなる「地域食財」の商品開発を
行っていきたいとの想いを語られました。

丹後のうまいもん屋

プロジェクト推進計画に記載された事業の先進性・独創性、事業実施の確実性、事業の収

天の酒喰 食房

対象事業の審査・採択は、随時行います。
（但し、予算額に達し次第終了します。）

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.0772-62-0342 まで

年頭あいさつ

京丹後市峰山町荒山1130-1

☎0772-62-8478

http://hanasyoubu.jp/shokubo

女性部 だより

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

年頭あいさつ

小幡慶輔

新年あけましておめでとうございます。
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。
青年部活動の昨年を振り返りますと9月に丹
後町平にて開催致しました『レレレ大作戦 』地
域 貢 献 事業には多くの同市小学生に参加を頂
き、海岸清掃と自分たちで清掃を行った砂浜で
地元の皆様にも協力を頂き地引網漁を体験させ
て頂く事が出来ました。
12月には 第3 回となる婚 活 企 画『恋っちゃ
TANGO』をセントラーレ・ホテル京丹後で開催
し、男性35名、女性33名計68名もの参加を頂
き、9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。
どちらの企画も京丹後市にお住まいの皆様は
勿論の事、他地域の皆様に京丹後市を知るきっ
かけとして京丹後の魅力を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。
年末には継続事業であります「サンタの宅配
便」では200件近い応募を頂き部員総出でサン

（あさの しろう）

講師プロフィール

審査・採択 益性等を総合的に判断の上、補助対象者を決定します。

青年部長

先着順。事前申込み
をお願いします

京の食６次産業化コンテスト

企業のみなさまへ

具体的な相談事例

〜ほんものの地方創生とは〜

参加無料

峰山地域からは、京丹後市内で唯一学問の神様をお祀りする全性
寺天満宮を紹介いたします。
お寺でありながら、境内に天満宮をお祀りしている非常に珍しい
お寺です。そのいわれは江戸時代前期、全性寺が臨済宗天龍寺派に
寺院として建立された時、仏様やお寺をお守りする鎮守の神社とし
て天満宮が造られ、以来350年を超える時を刻んでいます。お社は
平成16年の台風被害で壊れたため19年に再建され、これを機に合
格祈願祭を行うこととなりました。
天満宮のご神体は、平安時代の貴族・菅原道真公で天神様とも
よばれ広く親しまれています。道真公の死後、京都に北野天満宮
がまつられ、学問に優れていたことから、学業向上と開運にご利益
があるといわれています。また、牛年生まれの道真公が亡くなった
時、ご遺体を運ぶ車を引いた牛が悲しみのためか途中で動かなく
なり、やむなく埋葬されたのが福岡県の大宰府天満宮です。この
牛の頭をなでると賢くなり、牛をなでた手で体の悪いところをなで
ると健康になるという昔からの言い伝えがあり、
「なで牛さん」と呼ばれています。
全性寺境内には、
「天満宮」と「なで牛さん」があり、多くの方の信仰
を集めています。本日、10時半より行われる合格祈願祭では、ご祈祷の
受付とお守りの授与を行います。この合格にちなんだ五角形のお守り
は、当会の指導のもと意匠登録も取得しており、非常に人気も高く名物
となっております。
受験生のみなさん、ご家族の皆さん、合格を祈って祈願祭にお参りさ
れてはいかがでしょうか？ 【峰山担当／岡田】

定員100名

2017年 新春経済講演会のお知らせ

女性部長
平成28年度 三役

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なかで前
年同様多くの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。
他団体の皆 様との交流事業や各 種イベント
への開 催 協 力も積 極 的に行 い、『 碇 高 原祭 』
『TANGOやさか納涼祭』
『フェスタ飛天』
『丹
後.coi』等、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。

大橋明子

新年あけましておめでとうございます。
昨年は１月のラッピング講習会をはじめ、多く
の行事を終えることが出来ました。これも部員の
皆様をはじめ副部長、並びに支部長のお力添え
あってのことと深く感謝申し上げます。
10月の商工祭でのよさこいステージでは「ち
りめん丹後夢美人」を緊張しながらも楽しく踊る
ことができました。今年も元気の出る楽しいス
テージを目指したいと考えています。
11月の全国大会は福島県郡山市で女性部・
青年部合同にて開催され、当部から17名が参加
しました。私自身は東北の地は初めてであり、相
当の寒さを覚悟して出発しました。東北新幹線
に乗ってしまうと東京と福島はなんと近く感じる
こと！ 京丹後から京都市内より短時間でした。
到着するとやはり福島の風は冷たく、今期初めて
見る雪が舞い、海鳴りならぬ「山鳴り」を聞きな
がら眠りにつきました。大会では各ブロックから
選 出された方々の素 晴らしい 発 表が続きまし
た。それぞれに工夫を凝らした事業を運営されて

いたり、新商品を開発してイベントに出店し地域
振興に活躍されていたり…。実は私達女性部も
6月よりプロジェクトチームを立ち上げ、半年間
かけてオリジナルのゼリー菓子を開発すること
ができました。地元の果物などをふんだんに使
用した、個性ある商品となっています。チームに
参加下さいました部員の皆様には改めてお礼申
し上げます。現在は部内で発表しただけですが、
今年は市内各地のイベントで販売し、そして外の
地域の方にも知って頂けるよう販路を拡げてい
きたいと考えています。
私達も全国大会で発表された方々のように、
努力と根気で活動していかなければなりません。
今後とも皆様の更なるご協力を宜しくお願いしま
す。
最後になりましたが、皆様の益々のご健勝と
ご多幸をお祈り申し上げます。

