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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
織物技術指導助成金の申請につきまして、

　工業部会では、2月15日（金）に神戸市内へ
の日帰り管外視察研修を実施しました。最初
に、食品の試験・分析、食品施設の衛生・品質
調査やコンサルティング業務、輸出・輸入食品
の検査など、食の安全に対する多様なニーズに
対応している検査機関「一般社団法人日本食品
検査関西事業所」を訪問し、検査会社の役割と
事業内容について講話を受け、次に最新設備を
備えた施設を見学しました。分析結果の高い信
頼性を管理・確保するための取り組みについて
も学ぶことができ、衛生管理の重要性について
理解を深めることができました。参加者からの
多くの質問にも丁寧にアドバイスをいただき、今
後の参考にすることができました。

　お昼は「ルミナス神戸」に乗船し、港町・神戸
の景色と食事を楽しみながらクルーズを体験し
ていただき、午後からはノーベル賞の晩餐会で
供される酒として有名な清酒「福寿」を製造して
いる「神戸酒心館」の酒蔵を見学し、神戸の代表
的な地場産業である酒づくりを通して地域資源
の活用方法や誘客の仕組みを学びました。外国
人観光客に向けた多言語対応リーフレットや、映
像での作業風景・工程紹介など、日本酒の魅力
を伝えるための様々な工夫がされており、参考
になりました。
　終日天候に恵まれ、行程通りに遂行でき、普段
は見ることのできない施設が見学できたため、
参加者23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31年3月の
申請書をお持ちの方は、
速やかに提出ください。

お知らせ

工業部会 日帰り管外視察研修を実施部 会 報 告

～総合食品検査の
企業視察と酒蔵見学～

▲一般社団法人日本食品検査関西事業所 見学の様子

▲神戸酒心館　見学の様子

▲神戸酒心館前にて

▲竹野神社での様子 ▲大成古墳へ向かう様子

【予告】まちづくり顕彰受賞の「きぬの果」は4月中旬より販売予定です。

◀▲セミナーの様子

第3回
　研修・広報委員会主催の第３回経営セミナーを 2/28（木）に商工会本所にて開催しました。
　アンガーマネジメントシニアファシリテーターの千原圭子氏をお招きして、アンガーマネー
ジメントについて講義していただきました。
　怒りは感情の一つであり、誰もがもっている感情です。しかし、感情に任せた怒りは時に
人を傷つけたり、自分をも傷つけてしまいます。
　アンガーマネージメント＝怒らない事ではありません。誰でも許せない事や譲れない物は
あります。そういった場合に怒りに任せて行動や発言するのではなく、６秒我慢をし、許せ
るのであれば許す、許せないのであれば（必要があれば）怒るという感じに、１度自分でそ
のことについて考え、怒りを制御する方法など、怒りのコントロールのやり方を習いました。
　この研修を通して学んだことより、日頃から些細なことで怒ることを出来る限り減らし、
人間関係や物事を円滑に出来るようにしていきたいです。

　2/13（水）商工会本所において、フェイスストレッチングイン
ストラクターの佐藤利絵氏を講師にお招きし、印象力アップセミ
ナーを開催しました。
　初対面での第一印象は、その人の顔の表情で決まると言われて
います。明るくイキイキとした豊かな表情は、お客様や取引先の
方へ好印象を与え、職場のコミュニケーションを図る上でも大切な要素となります。
一日たった数分どこでも簡単にでき、必ず効果が現れるフェイスストレッチングの
方法をいくつか教えていただきました。

経 営 セ ミ ナ ー

印象力アップセミナー 開催

おおなる
　私達の町を知ろうという目的で計画したわが町ウォークの第一回目は、丹後町間人
周辺の名所、旧跡である立岩、丹後古代の里資料館、竹野神社、大成古墳、屏風岩、犬ヶ
岬をめぐりました。当日は、天候にも恵まれ、中江忠宏様の面白くて分かりやすい説
明を受けながら丹後の歴史に触れることができ、とても楽しい事業となりました。

わが町ウォークわが町ウォーク 開催開催丹後町編

今後の事業予定 通常総会平成31年4月10日㊌

2/13水

3/9土

あなたの企業を伸ばしご家族を守る

商工貯蓄共済

活かす 融資
融資の斡旋が受けられます。
1口につき100万円の融資
※審査の結果希望に添えない

ことがあります。

あんしん 保障
万一の場合には
死亡保険金や

高度障害給付金が
支払われます。

商工貯蓄共済とは
ふやす 貯蓄
預入期間1年の
定期預金利率
複利計算です。商工会の会員及びその家族、従業員で年齢が6歳から65歳（5

年満期は70歳）までの健康な方です。

❶ご加入できる方

加入期間は5年満期と10年満期の2種類です。
加入口数は被保険者1人につき合計20口までです。

❷加入期間と加入口数

掛金は1口あたり月額2,500円、経費は1口あたり年額1,200円で
す。保険料は年払いの掛捨てで、年齢・性別によって異なります。

❸掛金・経費・保険料

掛金より保険料と経費を差引き利息を加えた合計が貯蓄積立
金になります。貯蓄積立金は2年目より金融機関の1年定期預
金扱いとなり、利息は複利計算で付加されます。
　　　　　　（詳しくは、京丹後市商工会  本所・支所まで）

❹貯蓄積立金及び利息

◉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30年度 伴走型小規模事業者支援推進事業
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観　光　業 サービス業
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1月

▲15.0

2月

1.0

前月比

16.0

前年同月値

▲6.7

1月

▲9.1

2月

9.1

前月比

18.2

前年同月値

0.0
▲9.0 ▲4.0 5.0 ▲12.4 ▲9.1 ▲4.5 4.5 4.3
▲5.0 ▲2.0 3.0 ▲16.2 ▲9.1 ▲4.5 4.5 4.3
▲26.0 ▲14.9 11.1 ▲30.5 ▲13.6 ▲4.5 9.1 ▲34.8

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

▲33.3 0.0 33.3 12.5 ▲44.4 ▲33.3 11.1 ▲47.4
▲26.7 ▲13.3 13.3 6.3 ▲22.2 ▲27.8 －5.6 ▲26.3
▲6.7 0.0 6.7 ▲12.5 ▲16.7 ▲22.2 －5.6 ▲26.3
▲13.3 6.7 20.0 12.5 ▲50.0 ▲38.9 11.1 ▲63.2

30.0 0.0 －30.0 30.0 0.0 27.8 27.8 ▲42.1
40.0 30.0 －10.0 ▲20.0 5.9 0.0 －5.9 ▲36.8
10.0 ▲10.0 －20.0 ▲30.0 5.9 11.1 5.2 ▲31.6
▲40.0 ▲20.0 20.0 ▲30.0 ▲17.6 ▲22.2 －4.6 ▲31.6

工業（食品製造業）

経営発達支援計画


