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商工会議所は地域企業の振興や地域の活性化に日夜努力しています。
でも具体的にどんな活動をしているのか知らないという人も少なくないのでは？
そんな商工会議所の活動を紹介します！

NISHINOMIYA
西宮商工会議所では、西宮市内で起業間もない方を
対象に経営者塾を開催いたします。

経営者塾

「西宮経営者塾」開催

ASHIYA

自分の可能性を試してみたいとお考えなら、より確実な独立プランを立てることが先決です。独
立への不安を払拭して大いなる一歩を踏み出してください。芦屋市商工会では街づくりを推進
するための新たな顔を創出すべく全力でサポートいたします。

創業塾

芦屋市創業塾　塾生募集

●日時：創業塾主なカリキュラム
　※開催時間は13時～18時（初回のみ17時終了）
　2/25（土） オリエンテーション/想いをかたちにしよう
　3/ 4（土） 税務知識を身につけよう/ 開業資金を調達しよう
　3/11（土） 人材を活用しよう/ITを活用しよう
　3/18（土） 事業計画を策定しよう/認定証の発行手続きについて

●場所：芦屋市商工会館
　　　　（芦屋市公光町4-28）
●受講料：3,000円（全4回分）
●定員：30名
　　　　（定員に達するまで受付）

■お問合せ・お申込み：芦屋市商工会 TEL.0797-23-2071

■お問合せ：西宮商工会議所 地域振興課　TEL.0798-33-1131　担当：鈴木・大山

KOBE

〈目　的〉　1.ビジネスマナーの重要性を、企業の目的の観点から学ぶ
2.ビジネスマナーの基本を、知識と実習の両面から再確認し後輩社員のお手本となる
3.ビジネスマナーの後輩指導のポイントを学び、新入社員を迎える準備を整える

ビジネススクール

今さら聞けないビジネスマナーの基本

■お問合せ：神戸商工会議所 事業部人材開発チーム　TEL.078-303-5808

●対象者：西宮市内で、起業間もない方（5年未満）。
　※西宮市在住で、市外で起業している方（5年未満）も
　　参加していただけます。
●場所：西宮商工会館
●参加定員：定員30名程度（各グループ6名）
●参加費：無料（課題別グループによる

ワークショップ形式の実践講座　全3回）
●申込方法：西宮商工会議所HP
　　　　　　専用フォームより（https://n-cci.or.jp/）

KOBE
企業経営者は、日々たくさんの課題に直面しています。物事の本質を見極め、シンプルに絶対必要
なものだけを残すという「禅」の考え方は経営に通ずる部分も多いことから、多くの経営者が取り入
れています。今回は建功寺住職の枡野俊明氏をお招きし、経営者が「禅」を学ぶことの意義につい
てご講演いただきます。

経営トップセミナー

「禅」と企業経営　～仕事に効く「禅」の教え～

■お問合せ：神戸商工会議所中小企業振興部　TEL.078-303-5810

●日時：平成29年2月22日（水） 10時～17時
●場所：神戸商工会議所3階会議室

（神戸市中央区港島中町6-1）
●講師：有限会社オフィスウエダ　 
　　　　代表取締役 上田 実千代 氏
●定員：30名（先着順。最少催行人数5名）※中止の場合は7日前までにご連絡いたします。

●受講料：会員16,200円
　　　　　 一般32,400円（いずれも資料代･税込）
●申込方法：下記電話にご連絡ください。

（専用の申込書をお送りさせていただきます）

●日時：平成29年1月20日（金）
　　　　〈講演会〉 14時～15時半
　　　　〈参加者交流会〉 15時40分～16時半
●場所：神戸商工会議所3F「神商ホール」

（神戸市中央区港島中町6-1）
●対象/定員：経営者、経営幹部/150名（先着順）

●講師：建功寺 住職　庭園デザイナー　多摩美術大学美術
学部環境デザイン学科 教授　枡野 俊明 氏

●参加費：無料（参加者交流会は一人1,000円　
当日受付でお支払い下さい。領収証を発行します。）

●申込方法：下記電話にご連絡ください。
（専用の申込書をお送りさせていただきます）

①売れるネットショップ

②商品・サービスの
　ブラッシュアップ
③パーソナルブランディング
④広報（宣伝・広告・SNS活用）
⑤ホームページ・チラシに使える
　写真撮影・データ加工

コース 日　程

2/2（木）・ 9（木） 18時半～20時半
2/16（木） 18時～20時
※交流会 20時～21時

2/4（土）・ 18（土） 14時～16時
2/25（土） 14時～16時
※交流会 16時～17時

KOBE

長田神社は生田神社、湊川神社とともに神戸を代表する神社の一つです。今回、歴史ある長田
神社の門前町として発展した長田神社周辺の店舗ならびに長田神社を巡ります。この機会に
ぜひご参加ください。

商店観光ツアー

長田神社と門前町ぶらり散策ツアー
～神戸の開運・パワースポットを参拝し、運気もアップ！！～

■お問合せ先：神戸商工会議所西神戸支部　TEL.078-641-3185

●日時：平成29年1月25日（水）　13時半～16時頃
●定員：10名　※申込みが定員を超えた場合は、1月11日（水）に抽選の上決定させて頂きます。
●参加費：1,000円（税込）　
●訪問先：①きねや本舗 ②ほうらく堂 ③西本果物店 ④おかずふぁくとりー ⑤餅屋大西 ⑥そら青果店 ⑦長田神社
●申込方法：下記電話にご連絡ください。

ゲームは昔のファミ
コンから最新機種ま
で、壊れた本体や
箱・説明書のない昔
のソフトでも。

教材・絵本・玩具・ゲーム・フィギュア・エアガン買取
買い取り専門店 トレジャー  
関西買取センター
受/9時～20時　年中無休
古物許可No．大阪府公安委員会
第622010123619号

70120-977-719  https://toy-kaitoru.com/

ディズニー英語システム・七田式・中央出版など買取例は
多数。資格取得教材（フォーサイト・TAC）、有名塾の教材
や通信教育教材・知育玩具なども。

買取例
●仮面ライダー系変身グッズや戦隊ロボ・レゴ・フィギュアなど
●子供服：メゾ・ラルフ他多数 スポーツブランドも
●絵本・木製玩具・知育玩具・知育CD・DVDなども

特典　「シティライフを見た」で
買取額20％UP！（1月末まで）

　使わなくなった子ども用教材やおもちゃ、ゲームな
どが自宅に眠っているなら、無料で出張買取をしてく
れる「トレジャー」に相談するのがオススメ！年間50
万点以上の買取実績を誇り、使用済みや欠品のある
教材でも査定OK。教材だけでなく、30年以上前の
ゲーム機やソフト、子ども服など買取対象は様々で、
高額査定なのも嬉しいポイント。コレクション品など
数十万円の買取や、業者さ
んからの依頼も大歓迎！送
料無料の宅配買取もOKと
のことなので問合せしてみ
よう。

使用済みや欠品があっても査定OK
無料出張でまとめて買い取ってもらおう

不要な教材や
おもちゃがあったら

料金
08タイプ
（2ｍ×2ｍ×2ｍ＝8ｍ³） 
  月額21,000円（税別）
16タイプ
（2ｍ×4ｍ×2ｍ＝16ｍ³） 
  月額42,000円（税別）
2月末まで
お得なキャンペーンあり。
詳しくはお問合せを。

　25年の実績がある山栄地所の「西宮トラン
クルームⅡ」は、広い駐車場や屋根付きの荷さ
ばき場があり、「雨でも濡れずに荷物の出し入
れができる」と好評だ。住み込みの管理人夫妻
が常駐しているので、安全面でも心配がない。
事務作業ができる書斎スペースやトイレも完
備し、使い勝手は抜群。台車の無料貸し出し、
荷受け代行など便利なサービスもあって忙し
い人でも利用しやすい。家庭内の荷物の保管
だけでなく、商品の在庫や仕事道具置き場と
して、暮らしやビジネスに活用できるトランクル
ーム。まずは気軽に見学してみよう。

トランクルームを賢く活用
管理人夫妻常駐で安心安全

▲営業時間は7時～
23時。広さは2タイプか
ら選べ、個人から法人ま
で幅広く利用されてい
る。

管理人夫妻が常駐して何かとサ
ポートしてくれるので、女性の利
用者も安心！

▶使い勝手のよい内廊
下タイプ。天候を気にせ
ず大切な荷物を出し入れ
できる。

荷物の保管に困ったら…

西宮市津門綾羽町8-20
営/7時～23時　年中無休

20798-33-7050
http://www.e-trunk.co.jp
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暮らしサポート
プロに任せて安心快適!

新年あけましておめでとうご
ざいます。今年は、国内に世
界の文化を運ぶことで、日本
に貢献し続けた神戸港が開
港150年目を迎えます。シ
ティライフは昨年で丸30年。
歴史は1/5とかなり後輩です
が、2017年も情報発信を通
じて地域に貢献したいと思い
ます。（T）

Bリーグをご存じですか?2016
年秋にスタートしたプロバスケッ
トボールリーグのことで、B1、B2
ともに各々18チームが熱い戦い
を繰り広げています。われらが地
元西宮にもB2リーグを闘う「西
宮ストークス」があり、P.21でそ
の魅力を紹介しています。お正月
にも試合があるのでぜひ観に
行ってくださいね。（まっつー）

明けましておめでとうござい
ます！年末年始どう過ごされま
したか？昔は友達とダラダラ
年を越して朝まで遊ぶのが楽
しかったのに、周りが結婚し、
子どもが生まれ、自分も結婚
し、いつの間にか全く集まらな
くなってしまったなぁと、ふと寂
しい気持ちになりました。（哀
愁のだぁ）

巻頭企画は初詣にちなん
で神社特集（P.2～3）。意外
と知られていない神社の起源
や歴史、参拝方法を紹介して
います。年末年始のこの時
期、自分の訪れる神社の由
来などに興味を持ってみれ
ば、また一つ、楽しみが増える
かもしれません。（まえで）

編 集 後 記

グルメシティ 住吉店 神戸市東灘区住吉宮町3 -5 - 11
（JR住吉駅より徒歩3分・阪神住吉駅より徒歩5分）1078-811-0341

短期アルバイト
未経験・学生・フリーター・パート大歓迎

♦時間給♦1,000円　♦時間♦7：00～22：00の間で要相談
♦募集担当業務♦レジ・商品補充加工・商品補充
♦待遇♦交通費支給（月1万円まで）・ロッカー完備・制服貸与・
　　　　 従業員割引制度
　気軽にTEL後、履歴書を持参下さい。担当：上別府

急募急募

グルメシティ 本山店 神 戸 市 東 灘 区 岡 本 1 - 9 - 6
（JR摂津本山駅・阪急岡本駅より徒歩3分）1078-451-1501

アルバイト
フリーター・主婦の方大歓迎

♦基本時間給♦ミート・デリカ：900円、早朝補充：950円
♦募集担当業務♦ミート、デリカ、早朝補充
♦時間♦ミート・デリカ ： 8:00～12:00、13:00～17:00　
　　　   早朝補充 ： 7:00～11:00
♦待遇♦交通費月額20,000円まで支給、制服貸与、従業員購入制度、年次有給休暇
　問合せなどは、下記電話番号、担当：衣笠・福田までご連絡ください。

急募急募


