
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

～起業してから３年以内の方へ～ 
 

たんば起業塾では全５回の講座を実施

し、事業計画や金融・税務関係、マーケ

ティング等の基本的なことを学べます。   
周りで起業を考えている方がおられま

したら、お声掛けをお願いいたします。 
 

【開催日】6 月 15 日、22 日、29 日、

7 月 6 日、13 日(いずれも土曜日) 

【時間】 13：00～17：00 
※第 1 回のみ終了後交流会 

       ※最終回は 9：00～17：00  
【場所】 丹波市商工会 本所(2 階) 

【定員】 20 名(先着順) 

【参加費】3,000 円 
※ﾃｷｽﾄ・交流会費含む全 5 回分 

 

【問合せ・申込】  

Biz ステーションたんば 

第二経営支援課 丸山・田中  
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販路開拓を商工会がお手伝いします！ 
 

～経営計画策定セミナーのお知らせ～ 

 

 

【日時】 令和元年 6 月 12 日(水) 

    昼の部 14：00～16：00 

    夜の部 19：00～21：00  
※どちらも内容は同じです。 

【講師】 三国経営法務事務所 

    中小企業診断士 中澤 悠平 氏 

【受講料】 無料 【定員】 各２０名 

【場所】 丹波市商工会 本所(氷上) 

【問合せ・申込】 

第二経営支援課 塩見・梶田 
 

 
 

 

第67回日本ＰＴＡ全国研究大会兵庫大会 

広告・協賛のお願いについて 

令和元年 8 月 23 日、24 日の両日にか

けて、開催される「日本ＰＴＡ全国研究大

会」の協賛広告を募集いたします。 
 

【問合せ】 

丹波市ＰＴＡ連合会 事務局 

担当 廣瀬・足立 ℡70-0813 

 
 

 
   

 

 
 

 
 

募集 

ご案内 

 

 
 

丹波市男女共同参画推進条例ができました 
 

丹波市では、すべての人が性別にかかわ

りなく、ともに支えあい、それぞれの個性

と能力を十分に発揮することができる社

会の実現に向け、「丹波市男女共同参画推

進条例」を制定しました。 
 

条例の内容は？ 

男女共同参画を推進するための７つの基

本的な考え方や責務、市が実施する具体的

な施策などを定めています。 
 

男女共同参画は皆さんが主役です！ 

市だけでなく、市民、事業者、団体等の皆

さんで取り組むことが大切です。誰もがい

きいきと暮らせる社会を目指して、みんな

で取り組んでいきましょう。 

※条例の内容を紹介したパンフレットを

作成しました。詳細は下記までお問合せく

ださい。 

 

【問合せ】 

丹波市人権啓発センター 

℡82-0242 
 

 

丹波市よりお知らせ 
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 本年度丹波市商工会役員の紹介 
 

5 月 24 日に第 12 回丹波市商工会通常総代会を開催し、会長に篠倉庸良氏、

副会長に大槻祥三氏、岡林利幸氏が選任されました。令和元年度の役員は以下

のとおりです。 
 

会長    篠倉 庸良   ㈱ささめ針 

副会長   大槻 祥三   ㈱オオツキ 

副会長   岡林 利幸   ㈱オカバヤシ 

常任理事  前川 謙一郎  マービテック㈱ 

常任理事  足立 成人   イクジウッド㈱ 

理事    西野 啓介   西野塗装 

理事    豊嶋 のぞみ  はしもと美容室 

理事    足立 敬介   (有)足立花義 

理事    酒井 克明   ㈱酒井農機商会 

理事    堀  道昭   ㈱堀瓦店 

理事    足立 環    あだちローズガーデン 

理事    細見 靖    細見木芸 

理事    上畑 裕之   ㈱上畑木工 

理事    林  勝博   林勝博コンサルタントオフィス 

理事    荒木 信行   寝具の店 さんわ 

理事    坂谷 勝文   さかたに園 

理事    武内 正憲   武内建機 

理事    井上 宏栄   (資)銘菓の井上 

理事    青倉 克哉   アオクラ 

理事    久下 裕介   100 匹目の羊 

理事    矢本 雅則   柏原加工紙㈱ 

理事    酒井 秀貴   ㈱クレセア 

理事    細見 徳彦   (有)徳寿園 

理事    徳田 悦郎   とくだ 

理事    由良 俊也   ＫＯＴＯＳ㈱由良工務店 

理事    小西 秀憲   小西左官店 

理事    黒田 好信   黒田測量設計㈱ 

理事    森田 茂樹   ㈱森田石材店 

理事    堀  謙吾   (有)まるきん農林 

理事    池田 和人   ㈱ジョイランド 

理事    笹倉 一真   ハートパック㈱ 

理事    藤井 和枝   ホウトウ産業 

理事    荒木 美津子  荒木食品㈱ 

監事    小山 一行   小山税理会計事務所 

監事    田口 勝彦   ㈱田口綜合事務所 
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