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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

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 !!

織物技術指導について織物技術指導について

主な事業を振り返って

3B体操講習会

織物技術指導助成金の申請につきまして、

◉第11回 通常総会
　平成29年4月12日（出席者）94名
　（場所）プラザホテル吉翠苑

13名参加

◉出前講座｢健康体操｣と寄植え講習会
　平成29年12月12日（参加者）47名

◉帯結び講習会
　平成30年1月17日（参加者）14名

◉女性部合併10周年特別記念事業
　「きもので落語」　
　平成29年11月5日（参加者）42名
　（場所）プラザホテル吉翠苑

◉京女連ウオークラリー
　平成29年11月7日（参加者）9名
　（場所）福知山市夜久野町

◉日帰り視察研修
　平成29年6月14日（参加者）41名
　（行先）二条城、三千院、草木染め体験
◉健康増進事業　ボウリング大会
　平成29年7月8日（参加者）21名
◉第19回全国大会   平成29年10月19・20日
　（参加者）18名 （場所）岐阜県下呂市
◉第16回 夢よさこい  平成29年10月28日
　（場所）丹後王国 食のみやこ

　工業部会では、2月16日（金）に滋賀県内へ
の日帰り管外視察研修を実施しました。
　最初に、湖北随一の観光スポットである黒壁
スクエアにて伝統的建造物群を活用した街並み
を視察し、誘客の仕組みを学びました。午後か
らは、今後の販路開拓の条件となるであろう農
業生産工程管理（GAP）と食品衛生管理手法
（HACCP）の仕組みと運用について理解を深めるため、まず、
“朝恋トマト”ブランドを展開されている農業生産法人 浅小井農園
株式会社様を訪問し、JGAPと統合環境制御技術を取り入れた農
園を見学して効率的で精度の高い生産栽培管理について学びまし
た。次に近江漬物を製造・販売されている株式会社丸長食品様を
訪問し、滋賀県食品自主衛生管理認証制度（S-HACCP）を取り入
れた工場を見学し、衛生管理と品質管理、先に視察した朝恋トマト
を活用した農商工連携や漬物日本一を決める全国大会でグランプ
リを受賞した商品の開発秘話などについても楽しくお話を伺いました。業界でも先駆的な取
り組みをされている企業の視察を通して、今後の事業展開の参考になったと参加者からも大

変好評でした。
　終日天候に恵まれ、ほぼ行程通りに遂行で
き、普段はできない施設の見学ができたこと
で、参加者25名のみなさんには大変満足して
いただけたと思います。
　なお、本事業をもって今年度の工業部会の
事業は全て終了となりました。来年度も様々な
事業を計画して実施しますので、積極的なご
参加をお待ちしております。

支払日が平成30年3月の
申請書をお持ちの方は、
速やかに提出ください。

平成29年度

お知らせ

▲株式会社丸長食品 店舗前にて

工業部会 日帰り管外視察研修を実施部 会 報 告

～JGAP農場とS-HACCP施設
　の見学による知識強化～

▲浅小井農園株式会社 見学の様子

　2月27日（火）にプラザホテル吉翠苑にて「現場が変わる最先端の原価管理理論」を
テーマとした経営管理セミナーを実施しました。講師に、ミヤシステム株式会社 代表取締役
宮脇貴代之氏をお招きして、施工工事で利益を生み出すための原価管理ノウハウについて
ご講演をいただきました。
　セミナーでは「コスト管理も技術力」として実数字を基に現場の出来高管理やコスト管理
の具体的な手法を述べて頂き、経営力強化につながる内容となり、約20名の参加者は熱心
に聴講されました。また、本セミナーはCPDSの認定講座として実施し、部会員であるメ
リットを活かす事業となりました。

▲講師の宮脇貴代之 氏▲セミナーの様子

◀セミナーの様子

みやわき  き　よ　し

第3回
　2 月 23 日（金）14 名の参加のもと、京丹後市商工会本
所にて「相手の心を掴むリーダーシップ術セミナー」を開
催しました。講師に、地域活性化コンサルタント and 
my… 代表 前川由希子氏をお迎えしました。
　主な講義内容として“◎枠組を広げよう !◎心を掴み、良
い関係を築くコミュニケーションとは ?◎リーダーに求め
られる圧倒的な「観察力」◎良いコミュニケーション◎人間
関係に必要なものは ?◎マイナス思考のドツボにはまっていませんか ?◎相手の心を
グッと掴む「感謝シート」”について講義いただきました。
　印象に残った部分としては“◉学ぶことは真似ぶこと◉思い込みは視野を狭くし視野
を広げることがリーダーに求められる◉当たり前にならず常に感謝の気持ちを持つ◉気
が付いたときが注意するとき”というお話がありました。

　講義を受けるに当たって三
つのルール「笑顔」、「楽しむ」、
「全員参加」を与えられ、そ
れに従って講義を受講するこ
とで、夜にもかかわらず常に
講義に集中でき、また楽しく
受講できました。

経 営 セ ミ ナ ー

▲講師：前川由希子 氏

◉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。

地域経済動向調査『D.I.』報告
平成29年度 伴走型小規模事業者支援推進事業
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1月

▲24.8

2月

▲6.7

前月比

18.1

前年同月値

▲22.9

1月

8.7

2月

0.0

前月比

－8.7

前年同月値

▲4.3
▲25.7 ▲12.4 13.3 ▲21.9 ▲4.3 4.3 8.7 ▲4.3
▲18.1 ▲16.2 1.9 ▲18.1 0.0 4.3 4.3 ▲4.3
▲30.5 ▲22.9 7.6 ▲28.6 ▲34.8 ▲17.4 17.4 ▲30.4

22.2 55.6 33.3 11.1 ▲55.6 0.0 55.6 ▲44.4
44.4 44.4 0.0 ▲11.1 ▲22.2 ▲55.6 －33.3 ▲33.3
11.1 22.2 11.1 ▲33.3 ▲22.2 ▲44.4 －22.2 ▲11.1
44.4 44.4 0.0 22.2 ▲55.6 ▲55.6 0.0 ▲22.2

▲31.3 12.5 43.8 ▲12.5 ▲63.2 ▲47.4 15.8 ▲10.5
▲37.5 6.3 43.8 ▲12.5 ▲57.9 ▲26.3 31.6 ▲31.6
▲18.8 ▲12.5 6.3 ▲6.3 ▲42.1 ▲26.3 15.8 ▲15.8
▲12.5 12.5 25.0 ▲12.5 ▲63.2 ▲63.2 0.0 ▲42.1

▲30.0 30.0 60.0 ▲50.0 ▲26.3 ▲42.1 －15.8 ▲57.9
▲40.0 ▲20.0 20.0 ▲20.0 ▲36.8 ▲36.8 0.0 ▲42.1
▲20.0 ▲30.0 －10.0 ▲30.0 ▲26.3 ▲31.6 －5.3 ▲36.8
▲10.0 ▲30.0 －20.0 ▲10.0 ▲42.1 ▲31.6 10.5 ▲63.2

工業（食品製造業）

経営発達支援計画

　3月8日㊍京丹後市商工会本所におい
て、「3B体操講習会」を開催しました。
3B体操とは、3つのBがつくボール・ベ
ル・ベルターを使用する健康体操のこと
です。竹本七美さんと山本有紀子さんの
ご指導のもと、音楽のリズムにあわせて
楽しく体を動かし、寒さで縮こまった体を
気持ちよくほぐすことができました。

★京丹後の果物とシルクパウダーが入ったゼリー
 （ぶどう、桃、シルクヨーグルト）《3個入》☆価格 800円（税込）

◇京丹後市商工会女性部オリジナル商品『きぬの果』

※久美浜駅、アミティ丹後、戸田風月堂様（峰山）で4月中旬
　より販売します。また、各イベントでも販売予定ですので、
　ぜひ丹後の味をご賞味ください。

今後の事業予定 第12回 女性部総会
（セントラーレ・ホテル京丹後）

平成30年4月12日㊍

部 会 報 告 建設業部会 経営管理セミナーを実施
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