
セミナー開催のご案内 

 

 

 

 日 時 

 

 

 

 

 会 場 

 

 

 

 主催・共催等 

 

 

 

 

 講演内容 

 １．新温泉町 中小企業支援施策について（新温泉町役場） 

 ２．労働関係助成金の活用について（兵庫労働局） 

 ３．兵庫県 中小企業支援施策について（兵庫県但馬県民局） 

 ４．活性化センターによる経営支援施策について 

   （ひょうご産業活性化センター） 

 ５．観光ＤＭＯとの連携事業について 

   （麒麟のまち観光局） 

 ６．北近畿エリアでの人材採用サービスについて 

   （株式会社北星社） 

 ７．平成３１年度 中小企業支援関連の補助金等について 

   （株式会社但馬銀行） 

 

 参加申込書 但馬銀行 法人営業部 宛  

（ＦＡＸ：０７９６－２４－４８３１ Ｅメール：houjin@tajimabank.co.jp） 

■セミナーへの参加を申し込みます。 

企 業 名                 役 職                

参 加 者                 電話番号                

※申込書にご記入いただいた個人情報は、本セミナーの実施のために使用させていただきます。 

申込方法 
下記の参加申込書に必要

事項をご記入のうえ、 

①但馬銀行の担当者・窓口

へお渡しいただくか、 

②ＦＡＸ 

③Ｅメールでお申し込み

下さい。 

 

主催：株式会社但馬銀行 

共催：兵庫県但馬県民局、新温泉町、新温泉町商工会 

協力：兵庫労働局、（公財）ひょうご産業活性化センター、 

（一社）麒麟のまち観光局 

２０１９年４月１１日（木） 

１０：００～１１：３０（受付開始 9：30） 

新温泉町商工会 浜坂本所 
（美方郡新温泉町浜坂 2143-10） 

問合せ先 
但馬銀行法人営業部 

℡：0796-24-2133 

担当：中島 

申込期限 
2019年 4月 9日（火） 

参加 
無料 



セミナー開催のご案内 

 

 

 

 日 時 

 

 

 

 

 会 場 

 

 

 

 主催・共催等 

 

 

 

 

 講演内容 

 １．香美町 中小企業支援施策について（香美町役場） 

 ２．労働関係助成金の活用について（兵庫労働局） 

 ３．兵庫県 中小企業支援施策について（兵庫県但馬県民局） 

 ４．活性化センターによる経営支援施策について 

   （ひょうご産業活性化センター） 

 ５．観光ＤＭＯとの連携事業について 

   （麒麟のまち観光局） 

 ６．北近畿エリアでの人材採用サービスについて 

   （株式会社北星社） 

 ７．平成３１年度 中小企業支援関連の補助金等について 

   （株式会社但馬銀行） 

 

 参加申込書 但馬銀行 法人営業部 宛  

（ＦＡＸ：０７９６－２４－４８３１ Ｅメール：houjin@tajimabank.co.jp） 

■セミナーへの参加を申し込みます。 

企 業 名                 役 職                

参 加 者                 電話番号                

※申込書にご記入いただいた個人情報は、本セミナーの実施のために使用させていただきます。 

申込方法 
下記の参加申込書に必要

事項をご記入のうえ、 

①但馬銀行の担当者・窓口

へお渡しいただくか、 

②ＦＡＸ 

③Ｅメールでお申し込み

下さい。 

 

主催：株式会社但馬銀行 

共催：兵庫県但馬県民局、香美町、香美町商工会 

協力：兵庫労働局、（公財）ひょうご産業活性化センター、 

（一社）麒麟のまち観光局 

２０１９年４月１１日（木） 

１３：３０～１５：００（受付開始１３：０0） 

香美町香住区中央公民館 
（美方郡香美町香住区香住 114-1） 

問合せ先 
但馬銀行法人営業部 

℡：0796-24-2133 

担当：中島 

申込期限 
2019年 4月 9日（火） 

参加 
無料 



セミナー開催のご案内 

 

 

 

 日 時 

 

 

 

 

 会 場 

 

 

 

 主催・共催等 

 

 

 

 

 講演内容 

 １．豊岡市 中小企業支援施策について（豊岡市役所） 

 ２．労働関係助成金の活用について（兵庫労働局） 

 ３．兵庫県 中小企業支援施策について（兵庫県但馬県民局） 

 ４．活性化センターによる経営支援施策について 

   （ひょうご産業活性化センター） 

 ５．観光ＤＭＯとの連携事業について 

   （豊岡観光イノベーション） 

 ６．北近畿エリアでの人材採用サービスについて 

   （株式会社北星社） 

 ７．平成３１年度 中小企業支援関連の補助金等について 

   （株式会社但馬銀行） 

 

 参加申込書 但馬銀行 法人営業部 宛  

（ＦＡＸ：０７９６－２４－４８３１ Ｅメール：houjin@tajimabank.co.jp） 

■セミナーへの参加を申し込みます。 

企 業 名                 役 職                

参 加 者                 電話番号                

※申込書にご記入いただいた個人情報は、本セミナーの実施のために使用させていただきます。 

申込方法 
下記の参加申込書に必要

事項をご記入のうえ、 

①但馬銀行の担当者・窓口

へお渡しいただくか、 

②ＦＡＸ 

③Ｅメールでお申し込み

下さい。 

 

主催：株式会社但馬銀行 

共催：兵庫県但馬県民局、豊岡市、豊岡商工会議所、豊岡市商工会 

協力：兵庫労働局、（公財）ひょうご産業活性化センター、 

（一社）豊岡観光イノベーション 

２０１９年４月１１日（木） 

１６：００～１７：３０（受付開始 15：30） 

豊岡商工会議所 会議室 
（豊岡市大磯町１－７９ じばさん TAJIMA６F） 

問合せ先 
但馬銀行法人営業部 

℡：0796-24-2133 

担当：中島 

申込期限 
2019年 4月 9日（火） 

参加 
無料 



セミナー開催のご案内 

 

 

 

 日 時 

 

 

 

 

 会 場 

 

 

 

 主催・共催等 

 

 

 

 

 講演内容 

 １．養父市 中小企業支援施策について（養父市役所） 

 ２．労働関係助成金の活用について（兵庫労働局） 

 ３．兵庫県 中小企業支援施策について（兵庫県但馬県民局） 

 ４．活性化センターによる経営支援施策について 

   （ひょうご産業活性化センター） 

 ５．北近畿エリアでの人材採用サービスについて 

   （株式会社北星社） 

 ６．平成３１年度 中小企業支援関連の補助金等について 

   （株式会社但馬銀行） 

 

 

 参加申込書 但馬銀行 法人営業部 宛  

（ＦＡＸ：０７９６－２４－４８３１ Ｅメール：houjin@tajimabank.co.jp） 

■セミナーへの参加を申し込みます。 

企 業 名                 役 職                

参 加 者                 電話番号                

※申込書にご記入いただいた個人情報は、本セミナーの実施のために使用させていただきます。 

申込方法 
下記の参加申込書に必要

事項をご記入のうえ、 

①但馬銀行の担当者・窓口

へお渡しいただくか、 

②ＦＡＸ 

③Ｅメールでお申し込み

下さい。 

 

主催：株式会社但馬銀行 

共催：兵庫県但馬県民局、養父市、養父市商工会 

協力：兵庫労働局、（公財）ひょうご産業活性化センター、 

 

２０１９年４月１２日（金） 

１３：３０～１５：００（受付開始 13：00） 

養父市商工会 本所２階会議室 
（養父市八鹿町八鹿 1672） 

問合せ先 
但馬銀行法人営業部 

℡：0796-24-2133 

担当：中島 

申込期限 
2019年 4月 10日（水） 

参加 
無料 



セミナー開催のご案内 

 

 

 

 日 時 

 

 

 

 

 会 場 

 

 

 

 主催・共催等 

 

 

 

 

 講演内容 

 １．朝来市 中小企業支援施策について（朝来市役所） 

 ２．事業承継に向けた支援について（朝来市商工会） 

 ３．労働関係助成金の活用について（兵庫労働局） 

 ４．兵庫県 中小企業支援施策について（兵庫県但馬県民局） 

 ５．活性化センターによる経営支援施策について 

   （ひょうご産業活性化センター） 

 ６．北近畿エリアでの人材採用サービスについて 

   （株式会社北星社） 

 ７．平成３１年度 中小企業支援関連の補助金等について 

   （株式会社但馬銀行） 

 

 

 参加申込書 但馬銀行 法人営業部 宛  

（ＦＡＸ：０７９６－２４－４８３１ Ｅメール：houjin@tajimabank.co.jp） 

■セミナーへの参加を申し込みます。 

企 業 名                 役 職                

参 加 者                 電話番号                

※申込書にご記入いただいた個人情報は、本セミナーの実施のために使用させていただきます。 

申込方法 
下記の参加申込書に必要

事項をご記入のうえ、 

①但馬銀行の担当者・窓口

へお渡しいただくか、 

②ＦＡＸ 

③Ｅメールでお申し込み

下さい。 

 

主催：株式会社但馬銀行 

共催：兵庫県但馬県民局、朝来市、朝来市商工会 

協力：兵庫労働局、（公財）ひょうご産業活性化センター 

２０１９年４月１２日（金） 

１６：００～１７：３０（受付開始 15：30） 

朝来市役所 ４階会議室 
（朝来市和田山町東谷 213-1） 

問合せ先 
但馬銀行法人営業部 

℡：0796-24-2133 

担当：中島 

申込期限 
2019年 4月 10日（水） 

参加 
無料 
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