８月２３日（土）、第１０回チャリティーゴルフコンペが開催され、
無事終了することができました。
大変多くの事業所様や団体様より協賛金や協賛賞品をご提供いただき、
心から感謝申し上げます。チャリティーで集まった募金は、京北地域社会
福祉協議会に寄付させていただきました。ご参加いただきました皆様に
御礼申し上げます。また実行委員の皆様には、準備段階よりお世話になり
ありがとうございました。

表彰式の様子

京北地域社会福祉協議会様より
ご挨拶をいただきました。

自社の強みを知り、

講 習 会 開 催 案 内

～自社の強みを再認識し、経営に活かし
京都府の承認制度も活用する～
日程
時間
講師
内容

：
：
：
：

業績アップを目指そう！

9 月 10 日（水）、9 月 24 日（水）、10 月 8 日（水）
いずれの日も午後 7 時 30 分～9 時 30 分
中小企業診断士 岡原慶高 氏
1 日目 業績アップのために「自社を知ろう」
2 日目 業績アップのために「経営方針を明確にしよう」
3 日目 業績アップのために「今すぐできるマーケティングの取り組みと
京都府知事の承認を目指そう」

☆今年度イチオシの講習です。ぜひご参加ください。

日程
時間
講師
内容

：
：
：
：

11 月 5 日（水）、6 日（木）、7 日（金）
午後 7 時～9 時 30 分
経営コンサルタント 大西弘晃氏
1 日目 弥生会計操作
2 日目 弥生会計操作
3 日目 ワード、エクセル操作

自分自身の怒りを理解し、コントロールし
たり、癒したり、ポジティブなものへ変換さ
せたり、自分の中でたくさんの変化が生まれ、
感情がさらに豊かになり、自分の周りに関係
するあらゆる物事に良い循環が生まれると言
われています。

アンガーマネジメントとは
衝動にまかせて怒りを爆発させ
るのではなく、上手にコントロー
ルして適切な問題解決やコミュ
ニケーションに結びつけること。

日程 ： 11 月 13 日（木）
時間 ： 午後 7 時 30 分～9 時 30 分
講師 ： 国際ｺｰﾁ連盟認定 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙｺｰﾁ 井上泰世氏
内容 ： アンガーマネジメントを学び、経営強化に繋げる。

恒例のカブトムシドームは京北内外から多くの
ご家族に参加をいただき、無事終了いたしました。
ご協力いただいた皆様に御礼申し上げます。あり
がとうございました。

☆☆ 京北町弁当組合員名簿 ☆☆
・㈲山国さきがけｾﾝﾀｰ

京北町弁当組合では、京北地域内の飲食業
者が集まりイベント等行事ごとでのお弁当の
注文に対応しております。ご注文いただいた
お客様に喜んでいただけるように、メニュー
等も調整して頑張っておりますので、イベン
ト等でお弁当が必要な場合は、ぜひ一度ご相
談下さい。ご注文、お問い合わせは
京北商工会まで

・ﾚｽﾄﾗﾝゆげ上店 米津一生
・すえひろ 畑段正和
・㈲和風ﾚｽﾄﾗﾝけいほく
・きくち亭 坂本譲
・いわを商店 河合巌
・マル武河合 河合淳

今年度女性部では、京北合同庁舎前にある地下通
路を「京北の窓辺から」をモチーフに、明るく通り
やすい地下通路へイメージアップをはかり、交通事
故防止につなげたいと考えています。
また、地域の子供達が、プロの芸術家と一緒にワ
ークショップを開催し、地下通路に絵を描く体験を
通じて、芸術センスを磨き、心豊かに育つことにつ
なげたい。そして事業を通じて、京北の良さを印象
づけ、京北に住み続けたい、家族や友達を連れて来
たくなる町にしたいと思います。
この事業につきまして、多くの方にご寄付いただ
きましたことに感謝し、心からお礼申し上げます。

西の鯖街道沿いの京北地域にある事業
所が、京北のＰＲ・地域の発展のために
立ち上げたのが「西の鯖街道京北地域食
の協議会」です。イベントに協議会とし
て出店、協議会員も独自で京北地域外の
イベントに出店したりと、京北地域のＰ
Ｒに頑張っています。

その昔、若狭から京に向けて多
くの物資が運ばれ、運搬品の中で
鯖が特に注目された事から、これ
らの道を総称して、
「鯖街道」と呼
ぶようになりました。
その中で、西に位置する「西の鯖
街道」は、小浜～堀越峠～玄琢に
つながる、周山街道を抜ける道の
事です。

9 月 30 日まで
お待ちしています。
８５２－０３４８

商工会青年部女性部を中心に発行してい
る「ぱいぷ」が今年度もお正月の発行を予
定しています。毎号、京北の事業所様へお
じゃまして取材をさせていただき記事の掲
載をいたします。昨年度に引き続き商工会
だよりで募集をいたします。
「うちに来て！
来て！」という会員様がいらっしゃいまし
たら商工会までお知らせください。
「あそこ
行ってきて！」といった推薦もお待ちして
います。

過去の事業所訪問先（敬称略）
・ウッディー京北
・意申戦隊 モウスンジャー
・桂泉堂
・マル武河合
・葵工芸
・辻計銘木

説明会参加希望の方は、京都産業２１ホームページ

京都府及び公益財団法人京都産業２１
より、製品化に向けた本格的な研究開発
を行うグループに対して、研究開発段階
に応じた資金支援等を行う補助制度「京
都エコノミック・ガーデニング支援強化
事業<研究開発型>」の募集が行われる旨
通知がありました。

http://www.ki21.jp/josei/kyodo/h26/kobo.html
または、商工会までご連絡お願いします。

商品券取扱加盟店の皆様には、今
年度もお世話になりますが、御協力
のほどよろしくお願いいたします。
通常の商品券と違い交換期限が
ありますので、お早めに商工会にて
換金をお願いします。交換期限は、
平成 27 年 1 月 30 日(金)となります。

商工会に相談してください
小規模企業振興基本法成立
平成 26 年 6 月上記の「小規模企業振興
基本法」が成立しました。「哲学が変わった！」
と担当官僚が熱く語られました。
みなさまは「小規模企業振興基本法」について
ご存知でしょうか。

〈 概要についてポイントは４つ 〉
①小規模ならではのきめ細かい
商品・サービスを提供する事業者が
活躍できる環境を整える。

かつて日本は「成長発展」する企業を
応援するというのが基本でした。しか
しこの法律は「事業の持続的発展を原
則とした政策体系を基本にしていま
す。つまり、小さな企業を支援すると
いうことを国が決めたのです。

地域の雇用や生活を支える事業者
が地域のさまざまな需要に応えるこ
とができるよう、環境や生活の変化
に合わせたビジネスモデルの再構
築を支援する。

②小規模事業者が女性、若者、シニア等
多様な人材を活用できるよう支援する。
小規模事業者にとって１人１人の
人材がより重要となるため事業を
支える人材を確保し育成できるよ
うな環境づくりを目指す。

③小規模事業者を
「地域経済」の担い手としてとらえる。
事業を「維持」「持続」してきた小規模事
業者を、地域を支える重要な存在と位
置づけ地域活性化に貢献するような活
動を支援する。

④以上３点が実現できるような具体的な
支援のためのネットワークの構築
「小規模基本法」と同時に閣議決定された
「小規模支援法」に基づき、全国の商工会・
商工会議所に小規模事業者に寄り添って相
談に応じる体制を整え、また関係省庁や市
町村、よろず支援拠点や他の支援機関とも
連携して小規模事業者が事業を充実できる
ようバックアップ体制を整える。

会員の皆様
家業と地域を守るため、商
工会をご利用いただき経
営力を強化しましょう！

商工会費を 9 月 17 日に振替させていただきます。
現金の会員事業所様は同封の依頼書をご確認ください。
どうぞよろしくお願いします。

編集後記
豪雨等による災害が全国的に起きていますが、8 月 16 日の大
雨により京北も大変な被害を受けました。被害を受けられた
方々には心よりお見舞い申し上げます。
私自身は日々仕事をさせていただけることを改めてありが
たいと思います。日本の公園の父と称されている本多静六氏が
「仕事の大きな手落ちは、あわてて片づけようとする際にのみ
起きるようだ」と述べています。今日の仕事を明日に繰り越す
と不意の出来事が起こると身動きがとれなくなります。仕事を
先送りしないようゆとりをもって取り組みたいです。
（Ｓ.Ｈ）

商工会だよりに関するお問い合わせは
京北商工会まで
TEL 075－852－0348
FAX 075－852－1173
URL http://keihoku.sakura.ne.jp/
ﾒｰﾙ keishoko@skyblue.ocn.ne.jp

