
    
  

農業経営セミナー開催のお知らせ 
 

美味しい作物を作ることから、これらをどう販

売するか。そして、いかに利益を確保するか。今

一度、農業を経営の視点から学んでみませんか？ 
 

【企画・主催】丹波市商工会サービス業部会 

【日時】12 月 6 日(金)18 時 30 分～20 時 

【会場】丹波市商工会館 本所【参加費】無料 

【講師】渡辺 喜代司 氏(税理士) 

【定員】30 名 

【問合せ】 四方 
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丹波市商工会では、新春のお祝いと会員様の

交流を目的に、来年も丹波市経済団体新春交流

会を開催いたします。ご案内と参加申込書につ

きましては、12 月初旬に送付いたします。会員

の皆様におかれましては、まことにご多用の事

とは存じますが、お繰り合わせの上、ご参加くだ

さいますよう、お願い申し上げます。 
 

【日時】令和 2 年 1 月 14 日(火) 
13 時 30 分開会(受付は 13 時より開始) 

【場所】ポップアップホール(ゆめタウン内) 

【参加費】2,000 円(交流会に参加される方のみ)  

【内容】 

一部 講演会  13 時 30 分～15 時 00 分 

二部 表彰式  ＜永年勤続優良従業員表彰＞ 

        15 時 10 分～15 時 30 分 

三部 式典   15 時 40 分～16 時 10 分 

   休憩   16 時 10 分～16 時 30 分 

四部 交流会  16 時 30 分～18 時 
 

※交流会では皆様ご歓談いただきたく、アルコールを

準備しております。お車のご使用には十分ご注意いた

だきますようお願いいたします。 
 

【問合せ】 西山 

お知らせ 
 
 

丹波大納言小豆ぜんざいフェア開催中！ 

今年も、「丹波大納言小豆ぜんざいフェア」を

実施しております。各店がそれぞれ趣向を凝ら

した口いっぱいに広がる小豆の甘み、この時期

しか楽しむことのできないぜんざいのうまみ。 

この機会に是非、ご堪能下さい。 

【開催時期】 
令和元年 11 月 3 日(日)～令和 2 年 2 月 18 日(火) 

【問合せ】丹波大納言小豆ぜんざいフェア事務局 

     ℡ 06-6338-0640 

 

農業経営者の皆様にお知らせです！ 

令和 2 年丹波市経済団体 

新春講演会・交流会のご案内 

 

 

 
 

人を育て 人を活かす 

組織を成長に導く究極のマネジメント 
 

丹波市商工会サービス業部会では、阪神タイ

ガース 2 軍チーフコーチの高代延博氏を講師に

お招きし、講演会を開催いたします。 

 約 30 年間 6 つの球団で数多くの一流選手を

育成された、球界を代表する指導者である高代

コーチが持つ、独自の「人を育て 人を活か

す」理論を余すことなくお話いただきます。 

今後の会社の成長に向け、一緒に勉強してい

きましょう。 

皆様のご参加をお待ちしております。 

【主催】丹波市商工会サービス業部会 

【日時】令和 2 年 1 月 18 日(土) 

18 時～19 時 30 分 

【場所】丹波の森公苑 多目的ルーム 

(柏原町柏原 5600) 

【講師】高代 延博氏 

    (阪神タイガース現二軍チーフコーチ) 

【参加費】無料 

【定員】100 名 

【問合せ】四方 

阪神タイガースコーチ 

高代延博氏 講演会のお知らせ 
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12 月より、兵庫県の特定(産業別)最低賃金

の時間額が次のとおり改正されます。 

最低賃金は、パ－トタイマ－、アルバイト

等すべての労働者に適応されます。 
 

◎塗料製造業 970 円、◎鉄鋼業 963 円、◎

はん用機械器具製造業、生産用機械、器具製造業、

業務用機械器具製造業 942 円、◎電子部品・デ

バイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、

情報通信機械器具製造業 900 円、◎輸送用機械

器具製造業 975 円、◎計量器・測定器・分析機

器・試験機・測量機械器具製造業 901 円、◎自

動車小売業 901 円、◎繊維工業 899 円、◎各

種商品小売業 899 円 
 (繊維工業と各種商品小売業は、 

令和元年 10 月 1 日より改正) 

【問合せ】兵庫労働局労働基準部賃金室 

℡ 078-367-9154 

お知らせ 

 
ご案内 

 

 
自社商品をＰＲしてみませんか？ 

令和元年度丹波すぐれもの大賞募集!! 
 
 

【募集内容】 

①きらめき部門(5 年以内に開発されたもの) 

革新的で高い技術により開発された、産業及び

ビジネスで活用される製商品 

②わくわく部門(5 年以内に開発されたもの) 

丹波地域の特色を活かした、独創的で優れた品

質の食料品 

③ときめき部門(開始して３～8 年のもの) 

地域資源を新たな工夫で活用し、観光・交流を

促進する事業・イベント 
※各部門の受賞者には、以下の特典があります。 
 

①パンフレットやＨＰで地域内外に発信 

②就職説明会などで受賞企業を発表 

【応募資格】丹波地域で事業活躍する企業・ 

団体・グループまたは個人 

【応募方法】応募書類 1 部を提出 

(様式は県民局ＨＰよりダウンロード可能) 

【募集期間】 

10 月 28 日(月)～12 月 13 日(金)(消印有効) 
 

【問合せ】 

兵庫県丹波県民局県民交流室地域振興課 

℡ 0795-73-3784 

 

 
職人の働き方改革講演会 

 

【日時】11 月 29 日(金)19 時～20 時 30 分 

         (受付は 18 時 30 分～)   

【場所】丹波市商工会館 本所 

【講師】中瀬古 優一 氏 

(株式会社中瀬古工務店 代表取締役) 

【参加費】無料 

【問合せ】 廣瀬 

建設業部会より講演会のお知らせです 
 
 

たんばの女性Ｗaku×Ｄoki 交流カフェ 

 

女性たちがつながり、次のステップを踏み

出す機会となる交流カフェの開催です。湯川

カナさんから勇気と希望のメッセージを受け

取り、みんなで、もっと幸せになりませんか。 
 

【日時】12 月 15 日(日) 

13 時 30 分～15 時 30 分(開場は 13 時～) 
※閉会後も自由交流時間あり 

【場所】市民プラザ(ゆめタウン 2Ｆ) 

【定員】30 名【参加費】500 円(お茶菓子代) 

【講師】湯川 カナ氏 
(一般社団法人リベルタ学舎代表理事/兵庫県広報官) 

【内容】第 1 部 湯川さん講演会 

第 2 部 交流タイム 
 

【問合せ】 

丹波市男女共同参画センター(市民プラザ内) 

℡ 0795-82-8684 

 
お知らせ 


