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丹波市認定農業者会により、プロの目線から

農業者の栽培された農産物の魅力を探るほか、

丹波篠山市の生産者や商工会員との親睦を深め

ることを目的とした勉強会が開催されます。 

農商工連携や地産地消に興味のある会員様、

ぜひご参加ください。 

【日時】令和２年１月２７日（月） 

13 時 30 分～16 時（受付 13 時） 

【会場】丹波市春日福祉センター・ 

ハートフルかすが大会議室 

【内容】 

①農商工連携を考える・こだわり農産物のマッ

チングについて 

【講師】(株)コストＳＰ総研 代表取締役  

沼澤 裕 氏  

②生産者が持ち寄った商品について講評 

③生産者と商工会との交流 

④懇親会（任意参加）17 時 30 分～ 

【会場】丹波の宿 恵泉 

【会費】5,000 円（食事代込み） 

※申込は、1/23 までに、丹波市農業振興課（℡

0795－74－1465）まで直接お電話くださ

い。 
 
 
 

 

 

丹波・丹波篠山市認定農業者 

合同勉強会 開催のお知らせ 

確定申告税理士無料相談のお知らせ 

 

 
 

 

【日時】令和２年１月２５日(土) 

    13 時～16 時 30 分 

【場所】丹波市商工会館本所(氷上町) 

【内容】 

第１部 基調講演会(13 時～14 時) 

   『挑戦へは新たなエネルギーが必要』 

講師 関西釦株式会社 相談役 林 健二氏 

第２部 事例発表(14 時 15 分～15 時 15 分) 

①㈱タグチ 

②㈱横谷 

③たんば古民家キッチン志 en 

交流会(15 時 30 分～16 時 30 分)  

※案内チラシは会報に入れています 

【問合せ・申込】八木・西山 

活路を拓く！ 

2020 経営フォーラム 

  

 

人手不足の解消、長時間労働の見直し、生産

性向上、助成金の活用について、同センターの

アドバイザーが無料で企業訪問し、人材確保の

ための相談・改善提案を行い、事業主の皆様の

取組のお手伝いをします。 
 

※企業訪問は５回まで無料です。 
 

【問合せ】兵庫働き方改革推進支援センター 

℡0120-79-1149 

(受付時間 9 時～17 時) 

 

  

 

確定申告に関する税理士無料相談会を下記の

日程で開催いたします。事前予約が必要ですの

で、ご希望の方は、希望する日時を商工会へご連

絡ください。 

※なお、先着順で受付いたしますので、ご希望の

時間に添えない場合もございます。 

  【開催日】    【税理士】 

① ２月 21 日（金） 中尾 仁志 税理士 

② ２月 26 日（水） 荻野 広  税理士 

③ ３月 2 日（月） 足立 和彦 税理士 

④ ３月 4 日（水） 芦田 宏美 税理士 

⑤ ３月 6 日（金） 須原 敬二 税理士 

⑥ ３月 9 日（月） 村井 正一 税理士 

【相談時間】＜１事業所 60 分＞ 

①10 時②11 時③13 時④14 時⑤15 時 

【問合せ】足立香奈江 

 

 

ご案内 
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丹波市商工会商業部会は今年もちーたんゼミ

を開催いたします。 

ちーたんゼミとはお店の人が講師になってプ

ロならではの目線で商品の使い方やサービスの

楽しみ方を伝え、お客さんと気軽に交流して頂

くことで、新たなお店のファンになってもらお

うという販促の事業です。少人数のゼミ形式で

行うため、お客様と密に会話でき、より自社の

商品やサービスを知って頂くチャンスになりま

す。 

参加者にはお店の名前、場所、企画したゼミ

の内容が載ったチラシをこちらで作成し、丹波

市内全域に無料で折り込みさせて頂きます。 

これを機に、ぜひ自社の PR を行い、新規顧

客の獲得、販路開拓に役立てていただければと

思います。 

【実施期間】 

令和 2 年 4 月 11 日(土)～４月 26 日(日) 

【申込期限】令和 2 年 1 月 31 日(金)17時まで 

【募集店舗】24 店舗（残り 6 件） 

【問合せ】 中尾 

 

 

 

 

 

 

ハローワーク柏原に兵庫働き方改革推進支援

センターの出張相談窓口が開設されました。 

同センターのアドバイザーが働き方改革関連

法に対する取組や課題についての相談・助言を

行います。労働時間・賃金規定の見直し、助成

金の活用について改善提案を行います。 

事業主と従業員双方にメリットのある取組を

行うために相談窓口をぜひご利用ください。 

【日時】令和 2 年２月 14 日・21 日、 

3 月 13 日・27 日 

【時間】①11 時②12 時③13 時④14 時 

  ※予約制 予約がない場合は随時相談可 

【場所】ハローワーク柏原 

【予約問合せ】 

兵庫働き方改革推進支援センター 

℡0120-79-1149 (受付時間 9 時～17 時) 

【問合せ】ハローワーク柏原 

℡0795-72-1070 

 

ご案内 ちーたんゼミに参加してみませんか？ 

  

 
 

 
 

ご加入いただいた方には、 

４つのメリットがあります！ 
 

①経営者の退職金制度 

豊かな老後のための準備として 
 

②掛金は、月額 1,000 円から 

500 円刻みで上限は月額 70,000 円 

いつでも『増額・減額』ができます。 
 

③とにかく大きな節税 

掛金は全額『所得控除』 
 

④受け取りもおトク！ 

一括受取は『退職所得』 

分割受取は『公的年金等の雑所得』 
 

 

【問合せ】 梶田 

小規模企業共済の新規申し込み・

増額手続きはお済ですか？ 

 

 

 

兵庫県商工会連合会に設置した IT アドバイ

ザーが皆様のビジネスにおける悩み・現状をヒ

アリングし、IT ツールを活用した新たな顧客獲

得や社内の業務効率化をご提案します。 

「ホームページの制作・リニューアルのアドバ

イスが欲しい」、「ネットショップを作りたいが

どのようなサービスがあるの？」など、IT に関

するあらゆるご相談を無料（3 回まで）で行う

ことができます。 

 是非、ご利用ください！ 
 

【問合せ】丹波市商工会 

 

IT 活用に関するお悩みはありませんか？ 

IT アドバイザー派遣のご案内 


