境港青色申告会 青色ひろば

つ

湊さんがダンスと出合
ったのは、大学の陸上部
で。走り幅跳びなどをや
っていましたが、たまた
ま陸上の指導者がダンス
も教えていたそうです。
その指導者の開いていた
子どもダンス教室にスタ
ッフとして参加などして
いるうちに、湊さんはダ
ンスの魅力に取り憑かれ
ました。
思えば、高校時代も文
化祭でソーラン節を踊っ
たこともあり、ステージ
に立つことが好きだった
らしいのです。
大学卒業後の進路は、
ダンスの演技者になるこ
とも考えましたが、地元
でダンスを教える道を選

びました。小学校の教員
免許を取得しており、子
どもたちと触れ合いダン
スを教えることに、より
意義を感じたのでしょう。
ダンスは
「人を幸せに
する」「楽しい」「自分をさ
らけ出して表現できる 」
「言葉のないコミュニケ
ーションツール」と、湊
さんからは肯定的な言葉
が並びました。
初めは、ちょっと照れ
もあり、体の動かし方が
ぎこちなかった子どもが
そのうち殻を破ったよう
に自由に表現できるよう

になります。積極性も出
てくるようです。
ＦＬＡＰＳでは、スト
リートダンスのほか、フ
ラダンス、ヨガ、健康体
操 シ(ニア と)、ジャンル
ごとの講師を揃え、幅広
い年代に向けたレッスン
を用意しています。
４歳くらいから小学校
低学年向けの入門クラス
では、体を動かす楽しさ
を体験してもらい、大人

向けには楽しくダンスを
行うエンジョイクラス、基
礎・応用クラスなど、目
的やレベルに応じて年齢
に関係なく選択できます。
また、普段のレッスン
で身につけた踊りを披露
する場として、２月には
発表会を催し、地元の祭
りにも積極的に参加して
います。プロミュージシ
ャンのステージに出るこ
ともあるそうです。

PEGAZOU shop ぺガ蔵
佐々木 隆成

「地域に根差したダン
ススタジオ」が目標の湊
さん。「ダンスが初めての
人、大歓迎です。ダンス
をうまくなりたい、リズ
ム感を身につけたい、元
気になりたい、ダイエッ
トしたいなど、目的は違
っても、きっと新しい自
分に会えます」と話す湊
さんを見て、目標はもう
実現しつつあるのではな
いかと思えました。

ホームページ：www.youwa-hoken.jp/
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介代表 を)紹介します。
湊さんは、地元のダン
ススタジオから独立して
２０１４年１月、ＦＬＡ
ＰＳを開業しました。
そして、ことし４月に
元町から誠道町に移転し
て、より広いスタジオス
ペースを確保。レッスン
の様子を見ることができ
る待合室を設け、レッス
ンメニューを増やして、
さらに羽ばたこう Ｆ(Ｌ
ＡＰ と)しています。

•••••••••••••••••••••••••••••••
止して今後、通常の方法 した金額を除却損として
で事業のために使うこと 経費にすることができま
ができないと認められる す。これを有姿除去と言
固定資産などは、実際に います。
現物と固定資産台帳を
廃棄などを行っていなく
ても、その資産の帳簿価 チェックしてみてはいか
建物や機械装置など、 額から処分見込額を控除 がでしょうか。
事業用の固定資産を使用
•••••••••••••••••••
ら、新型コロナウイルス
しなくなった場合、特に
女性部だより
の脅威もまた止むことが
大型の設備などは、廃棄
なく、日々何かに怯える
や取り壊しに多額の費用、
ご意見お寄せください
ような不安定な生活です。
時間が掛かるといった理
由で、除却せずに放置し
昨今の天候不順、７月 皆様もご苦労されている
ていることがあります。 中旬からの大雨で境港で ことでしょう。
今年度もレクリエーシ
事業用の減価償却資産 も被害が発生し、全国ニ
の除却損が認められるの ュースになり、私にもあ ョンに適したところをと、
は、実際にその資産を廃 ちこちから心配する連絡 ネット検索をしていまし
た。その中で、自分が行
棄処分した時が原則です。 がありました。
ただし、その使用を廃
お天気もさることなが ったことのない場所、知
らない地名の何と多いこ
とかと驚きました。山陰
地方の名所、隠れた名刹
など、もっと興味を持っ
て調べていきたいです。
青色申告会女性部の今
年度の行事なども、これ
から皆様と確認しながら
進めていきたいと思いま
す。
ご意見、ご希望、アイ
デアなど、沢山お寄せく
ださい。お待ちしていま
す。

サンアート山陰

本 店 〒683-0802 鳥取県米子市東福原7-2-6 TEL（0859）34-4938 FAX34-5660
境港店 〒684-0071 鳥取県境港市外江町2361-2 TEL（0859）21-0117 FAX21-0118

有限会社

ダンススタジオ FLAPS

友和・保険センター

株式会社

鳥取県公安委員会認定 第61号
㈳全国警備業協会加盟・鳥取県警備業協会会員
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新総合収入保障ワイド

◎介護や医療費の負担増といった社会課題に対応した商品に！

＆LIFE

鳥取県西部・島根県東部など

新収入保障保険がさらに進化（三井住友あいおい生命）
＜7/2NEWリリース＞ ニッポンの働く人を応援する

● 元気な方なら、
18歳〜65歳位までOK
● 勤務場所は、境港市内・米子市周辺

フラップス

ダンススタジオ FLAPS

東京オリンピック２０
２０のテレビ中継やテレ
ビの番組、お祭りなどで
ダンスをしている人たち
を見て、ああいう風に踊
れたらいいなあと思った
ことはありませんか。
でも、ダンスはちょっ
と無理かもとか、恥ずか
しいなどと、尻込みして
いるあなたに、ダンスス
タジオＦＬＡＰＳ 湊(俊

便利な音声認識機能
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新しい自分を発見しよう

ついこの間、スリランカから国際電話がか
かってきました。国際電話詐欺の記事を思い
出して、すぐにワン切詐欺電話と気づきまし
た。
警察庁の特殊詐欺対策ページというのがあ
ります。オレオレ詐欺と検索すれば、一番上
位に出てきますので、手口や対策を事前に確
認しておきたいですね。おかしいと思ったと
きの相談電話は「#9110」です。
ところで、グーグルの音声認識機能を使っ
たことがありますか。
「OKグーグル」と、テ
レビのコマーシャルで紹介していた機能です。
一緒に使うと非常に便利な、無料で使えるア
プリもあります。エバーノートという緑色の
象が目印のアプリです。
このアプリは使い方によって、生活や仕事
の仕方自体が変わり効率的になります。２端
末(スマホとパソコンの両方)使えるので、ス
マホで入力して、パソコンで編集するといっ
たことも簡単にできてしまいます。
地域に根差したスタジオを目指す湊俊介代表
仕事での使い方は、タスク管理、名刺一括
管理、プレゼンテーション機能などがありま
【事業所のあらまし】
事業所名 ダンススタジオ FLAPS
すが、ここでは誰でも簡単に使えるノートと
代 表 者 湊 俊介（みなと・しゅんすけ）
メモ機能を紹介します。
住
所 境港市誠道町57
このメモ機能と音声認識機能を使うことで、 事業内容 ダンススタジオ
定 休 日 日曜日
手で入力せずにメモすることができる超便利
営業時間 11：00～22：30(レッスンコースによる)
なツールとなります。
T E L 080-5100-7166
音声文字入力機能の使い方は、文字入力時
H
P http://flaps-dancestudio.cloud-line.com/
に左上部にあるツールでマイクのアイコンを
M a i l flapsdancestudio@gmail.com
押えると起動します。
その後、言葉をしゃべると文字に変換して
入力されます。LINEやメールの文字入力に
も使えます。楽になりますよ。
エバーノートにはたくさんのノートを作る
ことができるので、買い物メモ、覚書、用事
など、音声で手軽に、簡単に入力して利用で
きます。その上、検索機能ですぐに見つける
ことができるのです。
また、音声をそのまま残しておくこともで
きるし、ノートをほかの人と共有することも
できます。手軽で簡単というのが一番使いや
すいポイントだと思います。ぜひ、インスト
ールして使ってみてください。
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青色申告会の元気企業
インターネットの基礎知識 ⑰

〜 境港店店長 鷲澤からのお得情報 〜

一度、当代理店ホームページへ↓↓↓

