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生徒
募集

技能習得を目指す!!

講座名・日程

【4月18日〜】

着
和

13:00〜16:00

実施場所

10名

峰山織物センター

3,000円

20名

5,000円

10名

アミティ丹後

5,000円

10名

アミティ丹後

3,000円

20名

（峰山町杉谷）

火曜日

19:30〜21:30

（峰山町杉谷）

裁

科（２年間）

月曜・木曜・金曜

京丹後市商工会網野支所

【4月17日〜】

付

科（全12回）

【4月18日〜】

18:30〜22:00
火曜日

13:30〜16:30
水曜日

19:30〜21:30

定 員

5,000円

科（全14回）

【4月16日〜】

受講料

峰山織物センター

付

【4月10日〜】

染色科基礎Ⅰ（全20回）
着

曜日・時間

水曜日

（網野町網野）
（網野町網野）
（網野町網野）

年間

第68回 京丹後ちりめん祭

きものでお食事会
参加者募集のお知らせ

4月15日㊐

日時

【内
容】お食事、落語等鑑賞、抽選会
【参加資格】当日きもの着用のうえ、ご参加いただける方
（性別、年齢、住所問いません）
【 参 加 費 】2,000円
【募集定員】100名（先着順で定員になり次第締め切り）
【申込期限】4月5日（木）
【申込方法】商工会本所、支所に備えております申込書を記載
のうえ参加費を添えてお申込みください。
お電話で申し込みの場合は、4月5日までに参加費
の納入をお願いします。
【 そ の 他 】会場周辺では、きものレンタル（着物をお持ちで
ない方限定）、ワンコイン着付け、呉服販売、手
機体験、利き酒会、など開催しています

ステンシル・しぼり・ローケツ染め等の技法を含め染色の基礎を学びながら、主に丹後ちりめんを使用して
のれん・タペストリー・スカーフ・Ｔシャツなど、小物から着物まで商品作りを考えた染色を学びます。
※「峰山織物センター」講座…カリキュラムに、草木染めを含んでいます。
※「アミティ丹後」講座…カリキュラムに、藍染めを含んでいます。

裁

科

運針、肌じゅばん・ゆかた・着物を縫い和裁技術を
学習します。
（技能士補の資格が得られます）

◉着

付

科

一人で着物を着ることが出来るように学びます。

◎対象者（次の4点の内、いずれかを満たす方）
申込先

①中小企業事業主に雇用されている方
②学卒未就職者など、就職のため認定職業訓練校を受講希望する方（満年齢45歳未満）
※「学校卒業後に就職希望したが、就職に至らなかった方」または「フリーターなど、過去５年以
内におおむね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（定年退職者を含む）で、再就職準備のため受講を希望する方
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する方
◆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。

京丹後市商工会内

しい一日☆家族です
一日☆おい
ごす一
る
じ
感
日
を
春

TEL.62-0342

頑張る企業を
応援します!!

募集が開始されている主な
「事業者向け各種補助金」のご案内

小規 模 事 業 者 持 続 化 補 助 金

小規模事業者のみなさんが将来の事業承継も見据え、ビジネスプラン（経営計画）に基づ
いて実施する販路開拓や生産性向上に向けて取り組む費用の２／３を支援します。

3/31

●開催日時

■開催時間：午前10：00〜午後5：00
小雨決行

●開催場所

丹後ジャージー牧場
ミルク工房『そら』

京丹後市久美浜町神崎 ☎0772-83-1617

補助上限額は 50万円（ただし以下の取り組みについては、それぞれ補助上限額が変わります）
◎従業員の賃金を引き上げる取り組み ◎海外展開 ◎買い物弱者対策▶100万円
◎将来の事業承継を見据えた共同設備投資等の取り組み▶500万円（連携体上限）
※経営計画書の作成が必要です。事前に当会の経営支援員までご相談ください。

上記補助金の募集要項や申請様式につきましては、当会ホームページに掲載しています

京都丹後鉄道

かぶと山駅
久美浜駅

“久美浜のええもん” 特産品コーナー
大評判の百珍認定商品
特産品等を集めました!

「地元丹後の牛乳」の試飲サービス

青空の下で、動物と触れ合いながら食べ物の
大切さについて、体感してみませんか?

ものづくり･商業･サービス経営力向上支援事業

募集期間：平成30年4月27日㊎まで（当日消印有効）
取組対象期間：交付決定日〜平成30年12月31日までに実施する取組み
（ただし、小規模型においては11月30日までに実施する取組み）

小天橋駅

ふれあい体験学び舎コーナー

………………………………………………

◎企業間データ活用型…補助上限額 1,000万円 補助率：2／3
◎一般型……補助上限額 1,000万円 補助率：1／2
◎小規模型…補助上限額 500万円 補助率：小規模事業者 2／3・その他 1／2
※その他に補助率または補助額が増加する条件などがあります。

可愛い動物たちと触れ合える『牧場』
にいらっしゃいませんか？
久 美 浜 の 美 味しい 特 産 品が 味わえ
る、楽しいイベントです！

苺、鯛せんべい、このしろ寿し、丹後産コシヒカリ、聖
護 院 干し大 根、鯛ごはん、カキごはん、五目飯の 素
（鯛・カキ）、ジャージー牛乳、ヒラヤミルピー、どら焼
きなど…盛りだくさん!!

募集期間：平成30年５月18日㊎まで（当日消印有効）
取組対象期間：交付決定日〜平成30年12月31日までに実施する取組み

中小企業・小規模事業者が取り組む生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開
発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援します。

﹇同時開催﹈
丹後ジャージー牧場 ミルク工房 そら MILK祭

京丹後市職業訓練校

久美浜百珍特産品フェア

お申し込み
お問合わせ

京丹後市商工会（峰山町杉谷836-1）TEL：0772-62-0342
◎大 宮 支 所…TEL：68-0038 ◎網 野 支 所…TEL：72-1863
◎丹 後 支 所…TEL：75-2222 ◎弥 栄 支 所…TEL：65-3137
◎久美浜支所…TEL：82-0155

■主催／京丹後ちりめん祭実行委員会
■実施団体／京丹後市商工会織物業部会

◎申し込み／４月４日㊌までに、電話で下記へお申し込み下さい。
●住所・氏名・生年月日・電話番号・勤務先をご連絡ください。
●現在お勤めの方のみ雇用保険番号を確認いたします。
●申し込み締め切り後に受講決定通知並びに入校案内等を郵送いたします。
●受講料は、入校式（第1回の授業）の際に、お支払ください。
●講座によっては、受講料のほかに材料費などを実費で負担していただく場合があります。
●受講料に関して、「京丹後市職業能力向上支援補助金」を申請することはできません。（受講料は、市の補助を
受けたうえでの額としています）
●各講座とも申し込み多数の場合は抽選とします。また申込が5名に満たない場合、講座は開講しません。

11：00〜13：00

アミティ丹後 2階多目的ホール（網野町網野）

場所

◉染色科基礎Ⅰ

◉和

124

Vol.

●弥栄支所/TEL：65-3137（火・金のみ）

平成30年度 京丹後市職業訓練校生徒募集−

染色科基礎Ⅰ（全20回）

月号

Mineyama
Kumihama
Ohmiya

鯛せんべい

ソフトクリーム（カップ）
平日360円→200円で!!

ソフトクリーム

久美浜百珍とは
私たちのふるさと、京都府京丹後市（久美浜町）では、ふ
るさとを元気あふれる町にしようと様々な団体、個人が参画
し、皆で連携しながら久美浜百珍の会をつくり、元気づくり
運動をしています。
久美浜にある「これから創り上げるもの」「現在」「新た
につくりあげたもの」良いもの全てを自慢にしていき、これ
らの自慢の種の活用、新しい自慢の種づくり活動を進め、皆
が元気になっていきたいと頑張っています。

●子牛・うさぎ・羊とのふれあい体験
●酪農体験学習 心音を聞く体験など
●子牛のサンポ ●哺乳体験
※参加人数に制限あり
※状況に応じて変更する場合もあります
丹後バルとは…丹後のおいしい食を、作り手の思い
とともに届けるイベントです。今回の久美浜のおい
しいお菓子と野菜の作り手の方の取材をして来まし
た。映像とともに、丹後の美味しい「食」の裏側に
隠れた生産現場のストーリーをお楽しみください。
●ARIA

木工教室（2回）定員40名
子供（木製スプーン…300円）
大人（木製バターナイフ…500円）
●Marco the Soup
「牛乳たっぷり世谷味噌クリームスープ」
●ベリーニ
「Barなんですが、一番人気はバナナシェイク」

★参加（予定）出展企業はこちら⬇⬇

平林乳業㈱・綿徳商店・松宮農園・丹但農水産㈱・㈱エチエ農産・堅木屋旅館・お菓子の丸貴・㈲丹後ジャージー牧場
■主
催：久美浜百珍の会 特産品部会（京丹後市商工会）
■協
力：㈲丹後ジャージー牧場、平林乳業㈱、丹後バル
■お問合せ：京丹後市商工会久美浜支所（☎0772-82-0155 Fax 82-1755）

