
京都市地域企業未来力会議メールマガジン（令和元年 11 月 25 日配信） 

 

京都市地域企業未来力会議参加者等  各位 

 

 いつもお世話になり，ありがとうございます。  

 メールマガジンを配信します。  

 

 会議の情報や京都市からのお知らせのほか，皆様からの掲載希望も受け付けて  

いますので，イベントやセミナーの御案内，新商品の御案内，自社での取組の周  

知など掲載内容を事務局までお知らせください！  
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(1)「京都・地域企業交流会」の開催について（新着）  

 

 この度，地域企業の皆さんの活動を応援するため，「自社の魅力を未来へと継いで  

いく経営を考える交流会」として，京都・地域企業交流会を開催します。  

地域企業間の交流や繋がりを深めるとともに，今回は，先代から引き継いだ事業  

を未来へ向けて転換し，ブランド力を向上させてきた経営者の方をゲストとしてお  

招きし，地域企業の伝統と革新による具体的な経営手法についても共有します。  

参加者の皆さんの対話によって，事業承継やブランドづくり，または，新たな担  

い手や商機を引き寄せるためのヒントを得ていただき，地域企業の持続的発展に向  

けた一助となれば幸いです。是非ともご参加お待ちしております。   

 

■日時 ：第１回 令和元年１２月２０日（金）午後６時３０分～９時（午後６時開場）  

第２回 令和２年２月５日（水）同上  

■会場 ：ＴＲＡＦＦＦＩＣ（京都市下京区塩竈町 363 ウエダ本社北ビル２階）  

■プログラム：  

・テーマ「自社の魅力を未来へと継ぐ経営を考える」   

・内容「ゲストトークとモデレーター及び参加者からの質疑応答／交流会（立食形式）」  

 

 



 

＜第１回ゲスト＞  

マテックス株式会社代表取締役社長松本浩志（まつもとひろし）氏  

＜第２回ゲスト＞  

うね乃株式会社代表取締役社長釆野元英（うねのもとふさ）氏  

 

■対象京都市内に本店又は主たる事務所を有する事業者等  

■参加料：１，０００円（当日徴収）  

■定員 ：各回５０名（先着順）  

 

▼詳細及びお申込みは，以下をご確認ください。  

https://community-based-companies.kyoto/event/kouryuu01  

 

【お問合せ先】  

 京都市産業観光局 商工部 地域企業振興課 

 TEL：075-222-3329 ﾒｰﾙ：chiikikigyo@city.kyoto.lg.jp 

 

▼京都・地域企業応援プロジェクト WEB サイトはこちら  

  https://community-based-companies.kyoto/  

 ▼未来力会議 facebook はこちら 

  https://ja-jp.facebook.com/kyotoshichushokigyo/  

 ▼過去の会議資料等  

  https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000209507.html  

 ▼メールマガジンのバックナンバー  

  http://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000209798.html 
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(2)『外国人材の採用セミナー』 

  事例から学ぶ，自社の外国人採用促進成功の鍵！  

≪総合企画局≫  

 

京都市では，留学生の京都企業に対する興味や理解を促し，京都での就職に  

結びつけるため，留学生就職支援マッチングサイト「ハタ洛」を開設するなど，  

留学生向け就職支援を実施しています。  

 この度，企業における留学生の採用促進を目的に，外国人材の採用セミナー  

を開催します。  

 

 グローバル人材の採用や戦略について実例を交えた講演！  

 実際の留学生と話をする貴重な機会！  

 社会保険労務士による個別相談会も開催！  

 

 盛りだくさんのセミナーにぜひ御参加ください！  

 

【詳細，お申込みは以下を御覧ください】  

 http://glocalcenter.jp/information/201911134439.html  

 

■日時 令和元年 11 月 28 日(木)15:30～19:15 

■場所 京都経済センター 3 階 会議室 3-F 

■プログラム  

 ・講演：「日本における外国人材採用の重要性」（ 15:30～） 

  講師：エンピ・カンデル氏（ユニバード (株)代表取締役社長）  
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 ・グループワーク：「留学生を採用していくために」  

 ・「ハタ洛」登録会  

  ※京都市内企業だけが無料で使えるサービス・登録・活用方法の紹介  

 

 ・留学生との交流会（19:20～20:15） 

 ・社会保険労務士による個別相談会（ 19:20～20:15） 

  ※希望企業のみ   

 

■定 員 30 名（1 社 2 名まで）  

■参加費 無料 

■主 催 京都市 

■申込方法  

 ▼以下の NPO 法人グローカル人材開発センターウェブサイトからお申込みください。  

  http://glocalcenter.jp/information/201911134439.html  

   

【問合せ先】  

 NPO 法人グローカル人材開発センター（担当：中野）  

  TEL075-411-5010（受付：平日 9:30～17:30，土日祝は休み）  

 

------------------------------------------------------------------------- 

(3)京都市統計月報の更新（令和元年 11 月号）  

≪総合企画局≫  

 

 京都市では，タイムリーな統計情報を皆様にお届けするため，人口，世帯数，  

産業経済，都市施設，文化・観光等，あらゆる分野の最新情報を，市全体又は  

行政区別に毎月とりまとめています。  

 このたび，令和元年 11 月号を「京都市統計ポータル」に掲載しましたので，  

お知らせします（下記サイトの「最新の統計情報」から御覧ください。）。  

 

 ▼京都市統計ポータル 

  http://www2.city.kyoto.lg.jp/sogo/toukei/ 

 

【問合せ先】  

 総合企画局  情報化推進室 情報統計担当  

 電話：075-222-3216 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  

■観光に関する統計情報はコチラ  

 京都観光総合調査  

 https://ja.kyoto.travel/chosa/kanko_chosa.html  

 

【問合せ先】  

 産業観光局  観光 MICE 推進室 

 電話：075-746-2255 
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(4)「創業ワンポイントレッスン」  

これだけ知っておけば安心！創業を成功させる“お金”の話 

 ≪京都商工会議所≫ 

 

 創業をお考えの方や創業間もない方などに，創業を成功させるために知ってお   

きたいポイントを 2 時間でわかりやすくお伝えします。テーマは，事業を行う際   

に避けては通れない「お金」です。夢の実現に向けて是非ともご参加ください。   

 

http://glocalcenter.jp/information/201911134439.html
http://www2.city.kyoto.lg.jp/sogo/toukei/
https://ja.kyoto.travel/chosa/kanko_chosa.html


■日 時 令和元年 12 月 9 日（月）18:30～20:40  

■場 所 京都商工会議所 7-C・D 会議室（京都経済センター  7 階）  

     （下京区四条室町東入 阪急烏丸駅・地下鉄丸太町駅 26 番出口直結）  

■定 員 50 名（申込多数や上記趣旨と異なると判断される場合等，   

        お断りすることがございます。）          

■参加費 無料  

■講 師 伊藤弥生公認会計士・税理士事務所  代表 伊藤 弥生 氏  

■詳細，お申込は下記 URL にてご確認ください。  

    https://www.kyo.or.jp/kyoto/ac/event_112400.html  

 

【お問合せ先】  

 京都商工会議所 中小企業支援部    

 創業・事業承継推進課  

TEL 075-341-9782 

 

 ------------------------------------------------------------------------- 

(5)「知恵産業オープンイノベーションピッチ」  

～オーディエンス（来場者）募集～      

                          ≪京都商工会議所≫  

  

経営者や新規事業担当者，学生等の“交流の場”「京商フューチャーセッショ   

ン」を開催します。テーマ分野で活躍する起業家等の講演後，グループ形式で対   

話し，新たな知恵の創出を図ります。第 2 回は「AI が育むスモールビジネス  ～未  

来の会社のカタチとは？～」です。   

 ベンチャー企業等に自社のビジネスモデルについて大手・中堅企業やベンチャ   

ーキャピタル，金融機関等に対してプレゼンテーションする機会を提供し，事業   

マッチングや資金調達を促進し，さらなる成長・発展につなげます。登壇企業と   

の協業や出資，融資などをお考えの皆様のご参加をお待ちしております。   

 

■日 時 令和元年 12 月 5 日（木）14:00～17:00 ※交流会 17:10～18:30  

■場 所 京都経済センター 7 階 7-A・B 会議室  

      （京都市下京区四条室町東入  阪急烏丸駅・地下鉄四条駅 26 番出口直結）  

■定 員 50 名  

■参加費 無料  

■講 師 事業マッチング等を希望する 7 社のベンチャー企業が登壇   

■詳細，お申込は下記 URL にてご確認ください。  

  https://www.kyo.or.jp/kyoto/ac/event_112178.html  

 

【お問合せ先】  

 京都商工会議所 中小企業支援部    

 創業・事業承継推進課  

 TEL 075-341-9782 

 

************************************************************************  

※ このメールマガジンは，京都市地域企業未来力会議に御参加いただいた方や  

 事務局が個別に名刺交換させていただいた方にお届けしています。  

  配信の停止を希望される方やメールアドレスの変更は，お手数ですが事務局  

 までメールにて御連絡くださいますようお願いします。  

************************************************************************ 

※ メールマガジンは月３回程度の配信を予定しています。  

  皆様からの掲載内容も随時受け付けています。  

  御希望の場合は事務局まで御連絡ください。  

************************************************************************  

 発行：京都市地域企業未来力会議  事務局 

   （京都市産業観光局 商工部 地域企業振興課）  
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    〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町 488 番地 

     TEL 075-222-3329  FAX 075-222-3331 

     URL https://www.facebook.com/kyotoshichushokigyo/  

     MAIL chiikikigyo@city.kyoto.lg.jp  

************************************************************************  

https://www.facebook.com/kyotoshichushokigyo/
mailto:chiikikigyo@city.kyoto.lg.jp

