細川忠興公・ガラシャ夫人
生誕450年記念事業実行委員会を立ち上げました！
この８月28日（火）に宮津市、（社）天橋立観光協会、宮津商店会連合会、丹後宮津桔梗の会、他関係団体を構成員と
して実行委員会を立ち上げました。この組織は、平成25年に細川忠興公・ガラシャ夫人が生誕450年を迎えることか
ら、細川夫婦のゆかりの地として顕在化させ、平成25年度に実施する記念事業を通じて地域活性化に取り組み、また、
当市におけるNHK 大河ドラマの誘致活動を牽引する組織として設立しました。
細川ガラシャの宮津での生活は２年足らずでしたが、彼女の生涯の中でも幸せな一時であったといわれております。
また、ガラシャの宮津への思い入れは深く、大阪に移った後に、三男忠利、二女
多羅を宮津に戻り出産したことからもうかがうことができ、こよなく愛した心の
故郷といえます。
事業計画では、平成25年度に実施する生誕450年記念事業計画案の作成、NHK
大河ドラマ誘致の署名活動、細川ガラシャ講演会など機運の盛り上げを考えてお
り、皆さまからの多数のご意見、またご協力をお願いいたします。
なお、役員として、会長には宮津商工会議所の今井会頭、副会長には宮津市自
治連合協議会の島 副会長、（社）天橋立観光協会の宮 会長に就任いただき、ま
た名誉会長に井上宮津市長を選任しました。

【日 時】 平成24年
８月14日〜16日の３日間に亘り開催いたしました宮津燈
籠流し花火大会につきましては、多くの事業所・市民の
方々・関係団体の方々をはじめ実行委員の皆さまから、多大
なるご支援・ご協力をいただき、本年も盛会のうちに終了す
ることができました。
開催に伴う準備から後片付けと皆さまにご協力いただき、
今年もたくさんのお客さまをお迎えすることができました。
また、翌日の清掃活動におきましても、ボランティアの方々
を含む多くの皆さまにお世話になりましたことをこの会報の
紙面をお借りし、心から厚く御礼を申し上げます。本当にあ
りがとうございました。

10月５日f・６日g・７日a
【内 容】 ペットボトル燈籠の灯りで寺町界隈を３
日間ライトアップする住民参加型の催し
です。地物を使った模擬店や、各種ライ
ブイベント等開催予定。
【場 所】 宮津市街地（寺町界隈）
【開催時間】 18：00〜21：00
【アクセス】 KTR「宮津駅」より徒歩10分

宮津燈籠流し花火大会実行委員会 事務局
なお、本年ご協賛いただきました企業協賛金、
市民花火の金額は以下のとおりです。

企 業 協 賛 金 0,501件 4,128,500円
市民花火協賛金 1,042件 1,532,300円

【問合せ先】

宮津市産業振興室商工観光係
ＴＥＬ0772−45−1625
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地区別一日移動相談所開設のお知らせ
右記の地域で午前９時30分から午後４時
まで、一日移動相談所を開設いたします。
金融・税金・帳簿・社会保険・雇用保険・労
災保険・新規開業・各種共済制度・その他経営
に関すること何でもお気軽にご相談下さい。

地域名

開設予定日

場

所

由良地域 １０月１１日
（木）
予定

由良の里センター

栗田地域 １１月 ８日
（木）
予定

栗田区民センター

おもてなしバリアフリー観光研修会の開催について
お年寄りを始め身体の不自由な方々が気軽に旅行を楽しむことは、高齢化社会を迎えた今では当
然のことになりつつあります。そこで、誰もが安全で快適に、安心して旅行が楽しめる観光地のバ
リアフリーを進める必要があります。
今回、バリアフリー観光「おもてなし研修会」をバリアフリー観光推進協議会が主催し、宮津市で開催することに
なりました。
この企画は、観光地でホスピタリティの心と知識を学び、宮津市の新しい観光の可能性を広げるもので、「宮津市
バリアフリー観光ネットワーク」構築を目的としております。
研修会は、全３回予定しており下記日程で開催します。これからの新しい観光の展開に関係者の参加をお待ちして
おります。
第１回は９月20日（木）13：00〜17：00「まちあるきコース」を府中地区公民館で、
第２回は９月25日（火）13：00〜16：00「ホテル内コース」を宮津ロイヤルホテルで
第３回は「まちあるきコース」「ホテル内コース」受講者の方を対象とした実地研修を11月中旬に予定しております。
いずれも定員20名で開催します。
【申込書備え先】 宮津市役所（企画総務室企画係・産業振興室商工観光係・健康福祉室障害福祉係）、
宮津市社会福祉協議会、宮津商工会議所、（社）天橋立観光協会
【お問い合わせ先】 バリアフリー観光推進協議会
事務局：一般財団法人地域公共人材開発機構 井上、久保 TEL（075）432−8101（10時〜18時）

京都舞鶴港国際フェリートライアル事業についてのご報告
今回のクルーズは、京都舞鶴港が日本海側の機能別拠点港（①国
際フェリー・国際RORO、②外航クルーズ③国際海上コンテナ）に
選定されたことを受け、京都舞鶴港と韓国浦項港間の国際フェリー
定期航路の開設に向けて、世界遺産を結ぶ新たな観光ルートの開拓
や韓国との人的交流の促進及び新たな物流ルートの開拓などを目的
として、京都舞鶴港国際フェリートライアル実行委員会が企画、実
施しました。
７月30日（月）からのトライアル事業では、７月30日（月）の京都舞
鶴港を出港する往路に、京都府知事、府北部自治体の長、会議所会
頭を始めとする経済界そして市民など約400名が乗船しました。翌
日31日（火）に開催された経済交流推進セミナーでは、京都府知事
山田啓二、舞鶴市長 多々見良三、浦項市長 朴 承浩が国際フェリー
定期航路開設に向けた「日韓共同宣言文」を採択しました。そして、
８月２日（木）には、釜山金海空港から関西国際空港を経由して帰国
の途に就きました。
一方、８月１日（水）に海路で帰路につく組は、約200名の韓国の
お客さまが乗船された中、京都舞鶴港に到着しました。韓国のお客
さまは、日韓地域間交流会議の後、舞鶴市内、宮津市内、京都市内
等の視察に向かわれ帰国されました。
韓国の８月１日の新聞には、経済交流推進セミナーの様子が報道
されていましたので紹介しておきます。
京都舞鶴港と浦項港間の国際定期航路が、早期に開設運行されるよ
う広く啓蒙し、人的交流及び物流が促進され京都北部ひいては近畿・
関西圏が発展するよう寄与していきたいと思っております。

エネルギー研究所の再稼働について
関西電力と意見交換
宮津商工会議所では、昨年４月、宮津市、宮
津市議会、宮津市自治連合協議会、財団法人宮
津市水産振興事業団とともに、関西電力に対し
てエネ研の再稼働他について申し入れをしてか
ら、この８月に３回目の意見交換を行いました
ので、これまでの議論を含めその概要を報告し
ます。
関西電力側からは、エネ研の再稼働について、
福島原子力発電所の事故を受けた「国のエネル
ギー政策の見直し」を踏まえた中長期的な検討
が必要であること、また、設備が老朽化してい
ることもあり、再稼働をするとしても３年の期
間が必要などと説明がありました。
私どもは、国の結論を待たず早い対応が必要
だ、関西電力として主体性をもって判断してほ
しい。また、エネ研の立地経緯を踏まえれば、
経済性だけの議論にならない。さらに、エネ研
の再稼働に３年を要するとのことだが、既に意
見交換して一年経過する。早急に再稼働につい
て検討してほしいと訴えた。さらに、立地経緯
からも、エネ研休止状態の社会的責任は大きい
とも訴えてきました。
最後に、今後とも継続的に意見交換を続けて
いくことを確認しています。
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去る、６月26日（火）宮津小学校の学校給食でカレー
焼きそばが出るという情報を聞いて取材をお願いしたと
ころ、快くご了承いただきました。
今回、栄養教諭の方のアイデアのもと宮津小オリジナ
ルのカレー焼きそばの給食に挑戦！
児童・職員520人分のカレー焼きそばを調理するため
には麺80kg、カレー汁50リットルが必要になり、調理は
麺を３回に分けて茹でるなど工夫を重ねて調理さ
れました。また、宮津小学校のオリジナルとして
宮津の特産物である白ちくわ、黒ちくわも入って
いました。
取材当日は１年生の教室にお伺いしましたが、
中には４杯目の児童もいて、みなさん、美味しい
と言いながら笑顔で食べられていました。
昨年12月には宮津小学校の５年生が『大好き
な私たちの町、宮津市』というテーマで宮津の特産物やグルメ等を調べるために、市内のカレー焼きそばを扱
っているお店へ社会見学にも行かれています。
今回の宮津小学校の取り組みなどを弾みに、宮津のカレー焼きそばがご当地グルメとして、どんどん広がっ
ていくように期待しております。

＊＊＊＊＊

健康づくり事業についてご報告

＊＊＊＊＊

昨年より実施いたしております健康づくり事業につきましては、今年度の取り組みとして７月12日に「インストラ
クター意見交換会」、７月27日に「企業経営者向け健康づくり講習会」を開催いたしました。
意見交換会では、企業の中だけでなく健康づくりに取り組んでいく難しさや情報発信の必要性、また、企業や個人
にあった形で続けていくことが大切ではないかなど意見が出され、各地区で開催されている健康広場への取り組みに
ついて宮津市より説明がありました。
企業経営者の方を対象に開催いたしました健康づくり講習会につきましては、昨年
もインストラクター養成講座で講師としてお世話になった、松本大学人間健康学部ス
ポーツ健康学科 専任講師の田邉愛子先生とアシスタントの住吉愛里さんに「これから
の健康づくりをどうするか？」をテーマに健康づくりの必要性、簡単にできるストレ
ッチの方法をお聴きし、参加いただいた方からは「ストレッチで疲れたが、よい話を
聴けた」「職場に広めていきたい」等の感想をいただきました。
今後も企業の皆さまのご理解・ご協力をいただきながら、健康づくりに取り組んで
いきたいと思っております。参加いただきました皆さま、ありがとうございました。

厚生年金保険の保険料率改定のお知らせ
平成16年の法律改正により、厚生年金保険の保険料率は、
平成29年９月まで、毎年、改定されることになっています。
今回、改定された厚生年金保険の保険料率は『平成24年９
月分（同年10月納付分）から平成25年８月分（平成25年９月
納付分）まで』の保険料を計算する際の基礎となります。
現 行
・一般の被保険者の方
16.412％
（厚生年金基金加入員は除く）
・農林漁業団体の事業所の被保険者の方
坑内員・船員の被保険者の方
16.944％
（厚生年金基金加入員は除く）

◆日本年金機構ホームページ

平成24年９月〜

16.766％
17.192％

http://www.nenkin.go.jp/

商工会議所部会開催報告
去る７月３日に商業部会、７月９日
に工業部会が開催され、各部会で本年
度の部会事業等についてご協議いただ
きました。
商業部会では、既に開催されました
facebook活用セミナーへの参加を含む
部会事業、工業部会では視察研修会の
開催と夫々部会での事業について意見
交換がされ、今後具体的な内容がまと
まりましたら、皆さまには改めてご案
内させていただきます。

平成24年9月13日発行

宮 津 商 工 会 議 所 会 報

第307号

宮津商工会議所会館改修のお知らせ
この度、宮津商工会議所では、経年による施設全体の劣化のため雨漏りや外壁の損傷が
激しく、建物の全面的な改修を実施することとなりました。
今回の会館改修は、雨漏りの原因である外壁の補修を行うと共に、会員の皆さまに、ま
た市民の皆さまの拠所に相応しい会館として整備を進めていくものであります。
工事期間中は会員の皆さま、また来館者の皆さまには、ご不便、ご迷惑をお掛けします
が、安全対策、環境保全対策には十分配慮して施工いたしますので、皆さまのご理解とご
協力をお願い申し上げます。
記
○工事予定期間…平成24年９月上旬〜平成24年10月31日
○工事内容………外壁の点検と改修／屋上防水の改修／屋内の各所改修
○施工業者………金下建設株式会社
○注意事項………工事期間中は、商工会議所北側駐車場が使用できなくなりますので、
臨時駐車場【宮津納税協会南側の宮津市売却予定地・宮津市鶴賀2079−3】
をご利用ください。

せ！
お知ら

優良従業員表彰・
優良従業員表彰・
会員表彰式開催について
会員表彰式開催について

例年秋に開催いたしております当所会員事業所からご推
薦いただきました優良従業員の皆さま及び創立・創業から
25周年ごとの節目を迎えられました会員事業所の皆さまの
表彰式を今年度も実施いたします。
今年度表彰式の詳細に
つきましては、決定次第
会員の皆さまにお知らせ
いたしますので、たくさ
んの皆さまからの推薦・
申請をお待ち申し上げて
おります。

青年部主催

第16回 み み み みやづフリーマーケット
が 開催されます
宮津商工会議所青年部では下記のとおり「第16回 み み み
みやづフリーマーケット」を開催します。
皆さまのご来場お待ちしております。

◆日
◆場

時 平成24年９月23日
（日）
午前９時30分から
所 島崎公園
−問い合せ先−

宮津商工会議所青年部事務局（TEL 22−5131）

『第3回 宮津キャッスルハッスルダンボール舟レース』が開催されました
去る８月26日（日）、宮津市役所・大手川ふれあい広場一帯を会場として、「第３回宮津キャッスルハッスルダンボール舟レー
ス」を開催いたしました。
当日は暑いくらいの天候となりましたが、計３部門事故なく無事終了することができました。
３回目となりました「ダンボール舟レース 勘左衛門カップ」計３部門で総勢63艇87人の方々に出場いただいた他、「第２回大
手川ふれあい祭り」も開催され、楽食楽宴みやづの屋台村、フリーマーケット、子ども屋台、工作広場等で多くの皆さまに楽し
んでいただけたのではないかと存じます。
今後も、10月５日〜７日に「昇龍！鯉のぼりまつり」が実施される予定となっておりますので、皆さま方には尚一層のご指導
とご協力を賜りますようお願い申し上げ御礼とさせていただきます。

宮津商工会議所女性会活動報告
宮津商工会議所女性会では、去る7月4日、大阪にあります㈱かんでんエルハートへの視察見
学会を実施いたしました。
同社は、関西電力㈱の特例子会社として平成5年に設立、多くの障がいのある方を雇用されて
おり、本業の職域枠を超え、障がい特性に応じ多彩な職域を開拓
されています。少しの工夫で能力にあった仕事をしてもらえるの
で、障がいのある方の雇用は難しいことではない、また、仕事をさせていただくうえで、
障がいがあるからという甘えは許されないなど説明をお聴きした後、様々な工夫がなさ
れた施設内を見学し、働いておられる方の声を直接伺うこともでき、大変有意義な見学
会となりました。今回の見学会は、関西電力㈱様にご配慮いただき実施したものですが、
今後もこういった研修会・見学会の開催など、自己研鑽に努めてまいりたいと存じます。
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