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出演アーティストは近日発表

妖怪ジャズフェスティバル

・ ☎ ︱ １ ０ ６ ８ に)お
問い合わせください。

り買いたい。
７時～７時 分 定(員
人 ▽)午前９時～９時

••••••••••••••••••••

議員職務執行者に就任

境 港
商議所

竹下朗社長
弓ヶ浜水産

米子鬼太郎空港

羽田空港

みなと祭前夜祭として開催

景や、タイミングが合え
ばセリや入札の場面など
も見ることができます。
ツアーには「おさかな
ガイド」が一緒に市場内
を解説しながら案内。最
近では香港など、海外か
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７月 日

選・桝田知身
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回目とな

毎回ジャズファンを魅了する出演者（昨年の妖怪ジャズフェスティバルで）

みなと祭前夜祭企画実施本部（後地良樹本部長）

らせします
チケット先行販売 公式
ホームページでチケット
の先行販売を行います
（当
日午後３時 分から会場
に先行入場できる特典が
あります）
プレイガイド ▽境港商
工会議所▽境港市観光案
内所▽水木しげる記念館
▽海とくらしの史料館▽
今井書店境港店▽ＰＬＡ
ＮＴ５境港店▽米子髙島
屋▽米子しんまち天満屋
ざ しきわら し

前夜祭企画実施本部事務
局（境港市通商観光課内

いいアイデアですね。わたしもこの建て売

50 30

44

は、みなと祭の前夜祭として、ことしで
日に開催します。

同フェスティバルのあ
らましは、次の通りです。
日時 ７月 日㈯ 午後
４時～ 時（開場＝午後
３時 分）
会場 ＪＲ境港駅前駐車
場特設ステージ（境港市
大正町）
入場料 ▽一般＝６００
０円（当日券＝７０００
円）▽高校生以下＝２０
００円（当日券＝２５０
０円）▽未就学児＝無料
出演アーティスト 近日、
15

公式ホームページ
（ http:// ▽米子市文化ホールなど
www.sakaiminato.net/ 同フェスティバルにつ
な ど で お 知 いて、詳しくはみなと祭
yo-kaijazz/)

21

います。
普段、一般の人は入る
ことのできない市場を見
学しながら、境漁港や魚
に関する豊富な知識を得
る絶好の機会です。四季
折々の水産物の水揚げ風
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
らの申し込みも増え、イ 分（ 定 員 人 ）▽ 午 前
ンバウンドに注目した視 時～ 時 分
（定員 人）
察なども多くなっていま ※いずれも２人以上から
す。
実施。各時間帯とも定員
同ツアーのあらましは、 に 達 し た ら 締 め 切 り ま
す
（先着順）
次の通りです。
開催日 月曜日～土曜日 料金 １人につき３００
円
（ 日曜日、祝日、８月
予約制 予約受け付けは、
日から 日まで、 月
日から１月 日を除く） ツアー実施の２日前まで
詳しくは、境港水産振
開催時間と定員 ▽午前
興協会
（☎ ︱６６６８）
にお問い合わせください。

境港妖怪ジャズフェス
ティバルは、境港の地域
資源である妖怪を活用し
て境港を全国にＰＲしよ
うと、２００２年からス
タートした音楽イベント。
毎年、著名なアーティ
ストが多数参加し、全国
のジャズファンらの注目
を集めるフェスティバル
となっています。

（とまと）
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米子鬼太郎空港駐車場 無料 米子空港利用促進懇話会

0570-029-222

ANAホームページ・携帯サイトwww.ana.co.jp ANA国内線予約・案内

座敷童子が家に入れば、その家は繁栄す

新しい議員職務執行者
は、次の通りです 敬(称
略）
。
竹下朗 た(けした・あき
ら ▽)事業所名＝弓ヶ浜
水産㈱ 境(港市竹内団地
２０５番地 ▽)役職＝代
表取締役社長▽変更年月
日＝２０１８年３月１日
▽前任者＝鶴岡比呂志
前(・代表取締役社長 )

8:45 〜 10:05

9:35 〜 10:55

11:35 〜 13:00

12:25 〜 13:45

2018年10月27日㈯

14:30 〜 15:55

14:55 〜 16:15

17:00 〜 18:30

18:25 〜 19:45

20:05 〜 21:25

ダイヤはお断り無しに変更する場合があります。
詳しくは、ＡＮＡホームページをご確認ください。 20:25 〜 21:55

日帰りでも東京滞在約12時間！
！

建て売りに

17

境港商工会議所議員の
うち、このたび弓ヶ浜水
産㈱の職務執行者が変更
になりました。任期は、
２０１９年 月 日まで。

！
世界が広がる！世界とつながる

ご搭乗分まで発売中！

市場でセリの様子を見学する参加者

米子鬼太郎空港

7:20 〜 8:40

6:50 〜 8:05

米子鬼太郎空港から

おまけつき
12

31

― 境港水産振興協会 ―

2018年3月25日〜2018年5月31日

！
お出かけは米子鬼太郎空港から！

る。それが、なんとおまけつきだという。

47

座敷童子の
10

50
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境漁港見学ツアー
一(社 境)港水産振興協
会は、漁港の魅力を深く
知ってもらおうと「漁港
見学ツアー」を開催して

1

おさかなガイドが案内

21

る「境港妖怪ジャズフェスティバル２０１８」を７
月
21

白須 邦夫

銀ザケの陸上養殖にチャレンジ
寄稿 共和水産㈱ 顧問

最近、養殖事業が水産業の新たな形態として注目
を集めています。境港でも多数展開されているこの

上の養殖作業に比べて危
険な作業や重労働は少な
く、作業の機械化などに
優れており、女性でも、
高齢者でも、飼育水に恵
まれれば、街の真ん中で
も魚を飼育することがで
きるという、新時代の魚
の養殖システムです。
現在、欧米諸国を中心
に陸の魚工場としての産

― マルテ水産 ―

業化が進んでいます。日
本でもあちこちで事業化
が進んでおり、鳥取県で
もＪＲ西日本の「お嬢サ
バ」
、
境港の三光㈱の「キ
ジハタ」などの陸上養殖
事業が進行中です。
今後の人手不足、海上
作業の困難性を考えると
陸上養殖は、新しい水産
物の生産手段となってい
くかもしれません。

マルテ水産は、各地の水産加工

会社から魚の下処理を受託していま

す。下処理には、ウロコを取り、頭

と内臓を取り除いた「ドレス」、そ

れを３枚におろした「フィーレ」、さ

らに皮をはいで切り分けた「切り身」

などの加工方法があります。

手銭社長は「魚の処理に慣れてい

ないし、後始末が大変なので、魚

が多いとよく聞きます。そのため、下処理をした魚の需要はもっと増

えると思います」と語りました。

し出す猫楠のキャラクタ
ーに惚れ込んだ戸田さん
が企画したオリジナルグ
ッズの猫楠貯金箱。招き
猫風のポーズで赤い座布
団に座り、小判を脇に抱
えていたずらっぽくウイ
ンクする姿は、福福しく
も愛らしく、たくさんの
福を招いてくれそうです。
よそにはなく、自分自
身が楽しめて、しかも出
来栄えにとことん納得で
きることをグッズづくり
のポリシーとする戸田さ
ん。構想から約２年を経
て誕生したこの猫楠貯金

戸田 幸 保代表）の「猫楠（ねこぐす）貯金箱」です。

さち ほ

ーナー。今回は、ウインドショップとだ（松ヶ枝町、

境港市内事業所の一押し商品をご紹介するこのコ

ウインドショップとだ

猫楠貯金箱

手銭良社長は魚好きの味方

は好きだけど、購入しないという人

養殖事業にスポットを当てて、新シリーズをはじめ
ます。第１回は共和水産㈱の陸上養殖について、同

体重２５０ｇ、体長２５
０㎜ぐらいに成長してい
ます。特に魚の成育にと
って必要な年間安定した
水温で清澄な地下水に境
港は恵まれて
おり、銀ザケ
の飼育が可能
であることが
解ってきまし
た。
今後は、さ
らに成長を促
進し、経済性
のある１㎏以
上の魚の育成
を目指したい
と考えていま
す。
陸上での魚
類養殖は、海

下処理を行う会社です。同社事業の現状と課題について、手銭社長

博物学、民俗学、語学、
生物学など、広範囲な才
能で世界を驚愕させた日
本 人 南 方 熊 楠（ み な み
･
がた・くまぐす）
。
「猫楠」
は、日本史上最もバイタ
リティーに富んだ破天荒
な偉人である熊楠の波乱
に満ちた生涯を、飼い猫
の視点から水木しげる先
生が描いた漫画です。
漫画の中で猫楠が熊楠
と自由に会話したり、一
緒に踊ったりするユニー
クさが水木ワールドを楽
しく表現しています。
その独特の雰囲気を醸

ⓒ水木プロ

詳しくは、マルテ水産（☎44−2211）にお問い合わせください。

アジ、サバ、ブリなどのフィーレや切り身は、県内だけでなく県外

からも依頼が増えています。さらに、カニのシーズンになると、カニの

下処理の依頼が殺到しますが、すべて手作業で行うこともあり、人

員の確保に苦労するとのこと。

「魚好きのお役に立ちたい」と願う手銭社長。これからも人手不足

箱は、思い入れたっぷり
の自慢の一品です。
白くて、つるりんとし
たおなかも、しましま模
様のうしろ姿もとっても
キュートで、見ると思わ
ず、ホッコリした気分に
なります。気付いたら懐
もホッコリとなるかもし
れません。
詳しくは、ウインドシ
ョップとだ（☎ ︱２７
４８）にお問い合わせく
ださい。

福を招く猫楠貯金箱

社の白須邦夫顧問に寄稿していただきました。

共和水産は、２０１６
年 月から、鳥取大学工
学部、農学部と銀ザケの
陸上養殖について共同研
究に取り組んでいます。
２０１７年３月に弓ヶ
浜水産㈱から体重約 ｇ、
体長 ㎜の孵化稚魚２０
００尾を譲り受け、境港
市蓮池町の旧ドラッグス
トア跡地約１００㎡に銀
ザケ陸上養殖設備を建設
し、約１年かけて銀ザケ
を飼育しています。
２０１８年２月現在で

新たな事業展開を支援

価値化を図ろうとするも
の。企業の成長段階や経
営戦略に応じて、４つの
タイプがあり、実効性の
ある支援を目指します。
同支援事業のあらまし
は、次の通りです。
支援メニュー
①スタート型 新たなチ

県版経営革新総合支援事業
鳥取県は、県内の中小
・小規模事業者が行う新
事業展開を支援する「鳥
取県版経営革新総合支援
事業」を実施しています。
同事業は、新商品や新
サービスの開発、新たな
販売方法の確立などを促
進し、県内産業の高付加

の荒波を乗り切って、需要の増加に応えてほしいものです。

42

Part

魚の下処理を受託

企業探訪 28
シリーズ

養殖事業

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ャレンジの実施▽補助限 施するモデルとなる働き
度額＝２００万円▽補助 方改革の取り組み▽補助
メニュー＝商品開発・販 限度額＝２００万円
路開拓等、設備投資、正 ④成長・拡大型 新しい
ビジネスモデルの開発▽
規雇用
②生産性向上型 経営力 補助限度額＝１０００万
の強化▽補助限度額＝５ 円▽補助メニュー＝新商
００万円
（一般枠）
、１０ 品開発・販路開拓等、設
００万円
（高度枠）
▽補助 備投資、正規雇用
詳しくは、境港商工会
メニュー＝商品開発・販
議所相談課 ☎( ︱１１
路開拓等、設備投資
③働き方改革型 県内の １１ に)お問い合わせく
中小・小規模事業者が実 ださい。

10

2
に伺いました。

我が社
の一品

需要増も人手不足が課題に
44

銀ザケを養殖している同社の設備
（蓮池町）

シリーズ

10

50

マルテ水産㈲（昭和町、手銭良社長）は、山陰では数少ない魚の

工場本社を新設︑
移転

ちょっと

新設備で仕上がり向上へ
年の老舗です。先月、

㈲ 末 広 ド ラ イ（ 外 江 町、 岩 木 佑 二 社 長 ）は、 ド ラ
イクリーニング業を始めて約

毎月第２水曜日に開催

10

12

11

12

11

境港商工会議所 議員 遠藤 健司氏
マラソンで健 康を維 持

の皮靴やバッグ、皮コー
ト、皮財布などの皮革製
品を再生する技術もあり
ます。
岩木社長は、
「 汚れや
キズ、塗料が禿げた物で
も着色やツヤ出し加工を

境港商議所

工場本社および店舗を以前の場所のすぐ近くに新設

「これまで以上にお客様に喜んでいただきたい」と
話す岩木佑二社長

し、移転。今回の「ちょっと拝見」は新設の理由や
取り扱い業務について、岩木社長に伺いました。

同社は、境港市内と米
子市を合わせて、現在
店舗（直営８店舗、委託
２店舗）のクリーニング
店を展開し、現在の会員
数は１万２０００人以上
になりました。
工場本社を新設した理
由について、
「 工場と設
備が老朽化していたこと
もあるのですが、新しい
機械を導入し、社員の技
術力アップも含め、今ま
で以上に仕上がりを向上
させ、コストダウンと生
産性向上にも努め、一層
心のこもった接客を実践
し、お客様に喜んでいた
だきたいと思ったからで
す」と話す岩木社長。
同社には、お気に入り

特許等無料相談会

㈬

12

13

10

13

44

のの

して、風合いを再生でき どの取り扱いを完備して ▽７月 日㈬▽８月８日
ますので、買い替える前 います」とＰＲしました。 ▽９月 日㈬▽ 月
詳しくは、末広ドライ 日㈬▽ 月７日㈬▽ 月
に、一度当社にご相談く
日㈬▽１月９日㈬▽２
ださい。また、和服のク （ ☎ ︱ ５ ８ ３ ０）に お
月 日㈬▽３月 日㈬
リーニングもしみ抜きな 問い合わせください。
•••••••••••••••••••• 時間 午後１時～４時
場所 境港商工会議所
相談室（境港市上道町）
予約制 前日までに予約
が必要です
相談員 知財コーディネ
ーター（鳥取県知財総合
支援窓口から派遣）
詳しくは、境港商工会
議所相談課（☎ ︱１１
１１ に)お問い合わせく
ださい。

「思い出写真館」は、境港商工会議所役員・議員の〝あのころ〟
の写真をご紹介しています。今回は、議員・遠藤健司氏（㈱ケン
ズホーム代表取締役、59歳）の１枚です。

境港商工会議所は、「特 専門の相談員が応じます
。相談料は無
許等無料相談会」を毎月 （秘密厳守）
１回、第２水曜日に開催 料です。
同相談会のあらましは、
します。
最近、商標に関するト 次の通り。
ラブルが頻発しています。 開催日 ▽４月 日㈬▽
自社の商標を侵害されて ５月９日㈬▽６月 日㈬
いる場合や、長年使って
いた自社商品の名前が他
社の商標に抵触している
場合など、深刻な問題が
発生することも珍しくあ
りません。
こうした知的財産権に
ついての調査や特許、商
標、意匠の出願・登録方
法など、様々なご相談に

11

13

小学生以下を対象に「桜」
をテーマにした絵を募集しま
した。境台場公園桜まつり期
間中（ 3月3 0日㈮から4月1 2
日㈭）、入賞候補作品を境港
灯台内（花町）
に掲示します。
気に入った作 品に投 票しま
しょう。
詳しくは、桜まつり実行委員
会事務局（境港市観光協会
内・☎47−3880）
にお問い合
わせください。

50

29

思い出写真館〝あのころ〟の1枚
なりました。これまで
紆余曲折はあったもの
の、順調に事務所を継
続してきましたが、こ
のことは今後を保証す
るものではありません。
より安定した事務所運
営の必要性を痛感し、
法人設立に至りまし
た」と語りました。
法人化した同事務所
は▽業務提供の安定性
▽継続性の確保▽関与
先企業様の安心感向上
▽事務所職員の雇用の
安定▽継続企業として
発展▽より質の高いサ
ービスの提供︱を目指
します。

桜まつり実行委員会

員員

会会

ただきました。

作品を展示中

10

業務中の松本正福代表社員

33

44

「桜の絵」
コンテスト

今今
（税）松本会計事務所

松本正福税理士事務所
（外江町、松本正福所長）
は、今年２月に税理士法
人松本会計事務所に生ま
れ変わりました。同時に
神戸事務所も開設し、主
たる事務所を境港事務所、
従たる事務所を神戸事務
所としています。
松本正福氏が同法人と
境港事務所の代表社員と 税理士個人が死亡するな
「 会 員 の 今 」 は、 境
なり、ご子息で税理士の ど、仕事を続けることが
たか ふみ
港商工会議所会員の動
松本考史氏が神戸事務所 できなくなると、廃業や
向をお伝えしています。 の代表社員となりました。 停止、事業閉鎖といった
今回は、法人に組織変
考史氏は、境港事務所の リスクがあります」と税
更した 松本会計事務
理士事務所の課題を指摘。
業務にも従事します。
まさ とみ
所（前・松本 正 福 税理
また法人化について、
松本正福氏は「税理士
資格は個人に与えられた 「当事務所は設立から
一身専属の資格なので、 年目となり、私も 歳に

事務所を法人化

士 事 務 所 ）に ご 登 場 い

（税）

写真は２００３年の12月、ホノルルマラソンに45歳で出場し、ゴー
ル直後にプレゼンターやマスコットキャラクターとともに撮影した
時のものです。市民ランナーの目標でもあるサブフォー（４時間を
切るタイム）は達成できませんでしたが、初マラソンで完走を果た
すことができました。
健康管理のために
始めたマラソンです
が、学生の時にも走
った経験は無く、ウ
ォーキングから始め
て、ジョギング、そ
して５㎞、10㎞と距
離を伸ばし、ハーフ ホノルルマラソンで完走した遠藤健司氏（中央）
マラソンが走れるようになって、８カ月でフルマラソンにたどり着
きました。
ホノルルマラソンは朝５時のまだ暗いうちに、花火とともにスタ
ートします。ダイヤモンドヘッドを走っている時に朝日が昇った光
景は忘れられません。
実は、前日の練習で身体を冷やして風邪をひいてしまいましたが、
微熱のある中、ドクターストップを振り切っての出走でした。
その後も、ニューヨークマラソン、東京マラソン、大阪マラソン
などに出場していますが、中でも福山をスタートして今治でゴール
する「しまなみ海道100㎞ウルトラ遠足」を完走したことが大きな
自信になっています。
マラソンを通して健康を維持することができました。ただ、現在
は腰を悪くしたので、スポーツジムのランニングマシンで汗を流し
ています。
（談）

3

30

末広ドライ
68

拝 見

境港商議所

１３００年を迎え

合事務所大山振興室内・
☎ ︱９３６３ に)お問
い合わせください。

高年齢者の就職を促進

•••••••••••••••••••

と話しました。
詳しくは、同実行委員
会事務局 鳥(取県西部総

「第三章・灯す」〜献灯と山祭り〜山を守る聖地・大山からの恩恵

キャリア人材バンク事業
同事業は、生涯現役社
会の実現に向けて、高年
齢の退職予定者および離
職者などのキャリアや能

その他、季節に応じた相談アドバイスも行っております

4
▷水木しげるロードリニューアルオープニングイベント
（開催時期
＝7月、
場所＝水木しげるロード）
▷特別版もひとり神事（開催日＝7
月14日㈯・15日㈰、場所＝大神山神社奥宮、大山山頂）
▷大山
「星」のフェスティバル
（開催日＝7月14日㈯、場所＝南部町母塚
山、開催日＝7月21日㈯、場所＝伯耆町桝水高原）
▷大山山麓の
謎解き宝探し
（開催期間＝7月1日㈰〜9月30日㈰、場所＝大山山
麓エリア）
▷妖怪ナイトウォーク
（開催期間＝7月下旬頃〜、
場所＝
水木しげるロード）
ほか

公(財 産)業雇用安定セ
ンターは、高年齢退職予
定者キャリア人材バンク
事業を実施しています。

を行っております。

蓮池店／境港市蓮池町102 TEL0859-47-0325
元町店／境港市元町1797 TEL0859-42-3436

㈲増谷慶一郎薬局

保険薬局

大山開山1300年祭主要イベントのスケジュール
「第一章・開く」〜祈りと山開き〜1300年祭の幕開け

みを感じるプロジェク
ト」
、
「水と食プロジェク
ト」
、「緑のプロジェクト」
を展開するものです。
１３００年祭実行委員
会事務局の源光靖課長補
佐は「地元の皆さんにも
たくさんのイベントに参
加してもらい、楽しんで
ほしいです。そして、大
山の良さを再確認して、
広げていってもらえたら」

昨年度は境港市健康まつり
（2017.9.3）、外江公民館まつり
（2017.9.2）、境公民館まつり
（2017.10.1）
余子公民館まつり
（2017.10.21）にてお薬相談会を実施いたしました。第10回日本在宅薬学会学術大会
（2017.7.29）にて発表いたしました。これからも市民の皆さまのお役に立てるよう活動していきます。

〒684 0046 鳥 取 県 境 港 市 竹 内 団 地 1 5 8 番 地
代
表 TEL 0859ｰ45ｰ2031 FAX 0859ｰ45ｰ4565
第1営業部 TEL 0859ｰ45ｰ2031 FAX 0859ｰ45ｰ4565
第2営業部 TEL 0859ｰ21ｰ3210 FAX 0859ｰ21ｰ3211
E-mail:n-yamaguchi@yamashin.sanin.jp

伯耆国「大山開山１３０
０年祭」を展開します。
同祭は、大山寺や大神
山神社などの地元地区や
伯耆国「大山開山１３０
０年祭」実行委員会、自
治体、民間団体などが様
々な催しや取り組み、情
報発信を行い、大山圏域
が持つ様々な魅力を国内
in

●蓮池店▶第4水曜日14-15時など
●元町店▶第1木曜日午後など

山進運輸株式会社

大山開山1300
年祭実行委

外にＰＲし、更なる誘客
と地域活性化を図るもの
です。
中核事業としては、８
月に伯耆国「大山開山１
３００年祭」記念式典と、
第３回「山の日」記念全
国大会 鳥取を開催。記
念式典では、自然と共生
してきた人々の営み、刀
剣やたたらなどの歴史・
文化を全国にＰＲし、「山
の日」記念全国大会では、
自然保護憲章発祥の地、
「 一 木 一 石 運 動 」な ど が
根付いた
「山を守る聖地」
大山をアピールします。
事業の全体像は、①大
山への祈りのステージと
して、
「調ふ と(とのう 」)
をテーマとした地元主催
事業②大山からの恵みの
ステージとして、
「 不思
議と素敵・大山ワンダー」
をテーマに、
「 大山の恵

市民の皆様を対象とした

健康＆禁煙相談会

一般貨物自動車運送事業

「第四章・調ふ」〜秋祭と継承〜次の100年に向かうステップへ

力といった情報を登録し、
そうした能力を希望する
事業主に仲介・あっせん
することで、高年齢者の
就業促進を図るものです。
支援対象者は、 歳以
上の在職者で契約満了後
に再就職を希望する人
在(職中登録者 、)または
離職後１年以内の人 一(
般登録者 。)
歳以降も働き続ける
ことができる人材受け入
れ情報を同センターが収
集し、登録者に紹介しま
す。国 厚(生労働省 の)委
託を受けて行っている事
業なので、費用の発生は
ありません。
鳥取県内事業所の情報
を多く把握している同セ
ンター鳥取事務所の職員
を専任制で割り付け、離
職者の要望に沿った再就
職支援を行います。
詳しくは、同センター
鳥取事務所 ☎(０８５７
︱ ︱１５００ へ)。

60

大山寺
開 創

境港商工会議所建設業
部会 足(立收平部会長 は)
２月 日、山内・中村法

65

▷伯耆国「大山開山1300年祭」記念式典（開催日＝8月9日㈭、
場
所＝米子市）
▷第3回「山の日」記念全国大会in鳥取（開催日＝8
月10日㈮・11日㈯、
場所＝米子市・大山）
▷大山の大献灯（和傘灯
り、開催期間＝8月10日㈮〜13日㈪、8月24日㈮〜26日㈰、9月22日
㈯〜24日㈪、場所＝大山寺参道付近）
▷特別展示「大山山麓の
至宝〜「大山」ゆかりの刀を中心に〜」
（開催期間＝7月29日㈰〜
8月26日㈰、
場所＝米子市美術館）
ほか

31

「第二章・遊ぶ」〜神事と山遊び〜大山圏域の夜の魅力
産業雇用安定
セ ン タ ー

春…アレルギー 夏…熱中症 秋…乾燥に対する保湿 冬…インフルエンザ 等

文

尚

口

山

代表取締役社長

1300本のたいまつ行列も9月30日に実施
ⓒ柄木孝志
（写真は昨年の様子）

▷開創法要／御輿行列
（開催日＝5月20日㈰、
場所＝大山博労座・
大山寺本堂）
▷皆生・大山SEA TO SUMMIT 10thアニバーサ
リー大会／SEA TO SUMMITサミット
（開催日＝5月19日㈯・20日
㈰、
場所＝皆生・大山）
ほか
ポイントを解説する中村栄治弁護士

多彩なイベントで全国にアピール

境港商議所建設業部会

▷1300本のたいまつ行列（開催日＝9月30日㈰、場所＝大神山神
社奥宮〜博労座駐車場）
▷新しい「大山詣り」ホーリートレイル大
会（開催日＝9月30日㈰、
場所＝米子市・大山町・伯耆町の大山古
道）
▷山ガールサミットin鳥取大山（開催日＝9月16日㈰・17日㈪、
場所＝大山町）
▷大山ワンダーフォーラム
（1300年祭のクライマッ
クスイベント、開催日＝10月20日㈯・21日㈰、場所＝米子コンベン
ションセンターなど）
ほか

20

２０１８年は、７１８
養( 老 ２ 年) に 大 山 寺 が
開創されてから１３００
年となる節目の年であり、
地元の大山寺地区では開
創法要、特別祈祷といっ
た特別祭事などが行われ
ます。同時に大山山麓地
域では、官民が一体とな
った一大ムーブメント・

中村弁護士招き講演会

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
律事務所 米(子市・加茂 指摘した上で、紛争とな 容に変更が生じた場合の が生じ、予定した以上に 紛争は極めて少ないよう
町 の弁護士・中村栄治 りやすいケースとして、 注意点について解説しま 費用を要した場合などに です。一方で、残業代な
)
ついて、発注者に対して ど労使関係の問題が多く、
氏を招き、講演会を開催 発注者に通知をしないま した。
続いて、設計図に示さ その費用を請求すること 会社の存続にかかわるケ
しました。同講演会は、 ま、臨機応変に対応して
建設業経営における危機 しまうことなど、工事内 れていない予期せぬ障害 ができないとした過去の ースも増えています」と
当地域の特色を指摘。
判例も紹介。
管理などについて認識を
さらに、
「 民法改正で
あらゆるケースを予測
深めようと開催したもの。
した上で、契約を締結す 労働者からの賃金請求や
まず、中村氏は「営業
ることや、変更時には見 工事請負代金の時効期間
内容が多岐にわたり、技
積書を提示し相互で理解 の見直しが検討されるよ
術的な対応も多い建設業
し合うことなど、重要な うになったため、就業規
は、ルールが細かく整備
ポイントを解説しました。 則や安全指導、契約にお
され、契約終了後もリス
また、「当地域では、信 ける債務の確認などに早
クを伴う特殊な業種です」
頼関係や取引の継続性な めの対策が重要です」と
と説明。
どのために企業同士での 注意を呼びかけました。
次に契約書の重要性を

工事契約の注意点を解説
27

⇒

⇒

砂浜 夢みなと公園
（７㎞）※ノルディック
ポールの貸出しあり 当(
日受付時に申込、先着
人まで）
募集定員 ３００人 先(
着順、定員に達していな
い場合のみ、当日現地申
込可能）
参加料 ▽一般 高(校生

以上 ＝)１０００円 当(日、 プレゼント▽参加者に境 人１杯限り、 円の飲み
現地申込の場合は１５０ 港 ベ ニ ガ ニ 有 志 の 会 が 物だけの注文はご遠慮く
。
０円 ▽小人 小・中学生 「カニ汁」ふるまい▽完 ださい）
)
(
)
営業時間は、火曜日か
＝５００円 当日、現地 歩者に「完歩証」プレゼ
(
ら金曜日までは午前 時
申 込 の 場 合 は １ ０ ０ ０ ント
円 ▽)小学生未満＝無料 申 込 期 限 ４ 月 日 ㈫ から午後８時まで 午(後
３時から５時までは休
保(護者の同伴が必要で （必着）
申込方法など、詳しく 憩）
、月 曜 日 が 午 前 時
す）
参加特典 ▽参加者に大 は境港美保ライオンズク から午後３時まで 昼(の
会オリジナル
「缶バッジ」 ラブ ☎ ︱３２７７）へ。 み ）
、土・日曜日は休憩
(
なしの午前 時から午後
８時までです。
亀田店長は、
「 地元の
人に愛されるお店になり
たいです」と話します。
詳しくは、太田屋 ☎(
︱１００１ に)お問い
合わせください。

10

42

11

⇒

⇒

•••••••••••••••••••

11

山陰信販から寄付受ける

【地域密着】アミ戸 1 枚から増改築・新築まで
【見積無料】まずはお電話下さい

境港土建株式会社

潮風浴びて弓ヶ浜半島を歩こう

砂浜ウォーク

第２回
出発＝午前９時 分
コース 夢みなと公園
砂浜 アジア博物館
折 り 返 し 館( 内 見 学 可 ）

夜の営業も充実

正

松本

44

市内観光の振興に活用

「地元の人に愛されるお店に」
と
話す亀田日出雄店長
（右）

昨年に続き、境港美保
ライオンズクラブ 足(立祥
会長 は)、
４月 日に「さ
かいみなと砂浜ウォー
ク」を開催します。同ラ

45

マンボウ祭

鳥取県知事許可
総 合 建 設 業 （特ｰ29）
第6546号

みなとタクシー をどうぞ

10

この寄付は、同社発行
境港市観光協会（桝田
知 身 会 長 ）は ３ 月 日、 のクレジットカードの利
山陰信販㈱（青山隆一社 用ポイントなどを積み立
長）から寄付金の贈呈を て、境港市と水木しげる
受けました。同社は事業 ロードの観光振興に役立
活動を通じ、積極的に地 ててもらおうとの目的で
域貢献活動に取り組み、 始めたものです。
贈呈式には鬼太郎とね
山陰両県でこうした活動
を続けています。境港市 ずみ男も参加。青山隆一
観光協会への寄付も毎年 社長から寄付金が贈られ、
行われ、今年で８回目。 桝田会長が感謝状を手渡
しました。
これまで境港市観光協
会はこの寄付金で、情報
発信のツールなどを整備
してきました。今回は小
型翻訳機を購入し、境港
市観光案内所とみなとま
ち商店街に設置。昨今の
インバウンド対策の重要
性を踏まえ、今後も今以
上に増加が予想される外
国人観光客の対応に活用
します。

鬼太郎らも参加した贈呈式 ⓒ水木プロ

境港市西工業団地145番地
☎ 0859ｰ44ｰ5611
マッケンリフォーム（住宅・リフォーム部）
0120ｰ742ｰ123

境港市上道町パティオ横角
境港市元町１２３

営 業 所
本社事務所

30

海 と く ら し の 史 料 館 ウということになりまし
（花町、大池明館長）は３ た。
月 日から５月６日まで、 ウシマンボウの発見に
「マンボウ祭」を開催し 重要な役割を果たし、「マ
ます。
同館には、日本一のマ
ンボウのはく製 愛(称＝チ
ョボリン が)あります。そ
のマンボウが同館に設置
された当初は、日本３番
目でした。しかし、日本
一と２番のはく製はその
後、ウシマンボウという
種類だと分かり、同館の
はく製が日本一のマンボ

建築工事・土木工事
住宅工事（リフォーム・増改築・建替え・修繕工事）

タクシー
の御用命は
代行運転

50

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
「夜
いだ純粋な牛骨ラーメン チャーハン、チャーハン、 アピールしようと、
牛骨おでんといった新メ 得サービス！タイム」を
を提供しています。
メニューは牛骨の旨味 ニューを追加しました。 実施中です。４月末まで
を凝縮した醤油ラーメン、 月代わりの変わり種メニ の期間限定で、平日午後
６時から８時まで、ビー
塩ラーメン、牛骨カレー ューも提供します。
このたび、夜の営業も ルまたはハイボールを１
など。このたび、カレー
杯 円で提供します（一

30

11

境港市観光協会

45

境港美保ライ
オンズクラブ
―太田屋―

日本一のマンボウのはく製・チョボリン
ちゃんと来場を呼び掛ける大池明館長

代表取締役

吾

真

砂浜を思い思いのペースで歩く参加者
（昨年の大会で）

10

20

純粋な牛骨ラーメン提供
昨年５月にオープンし
たラーメン店・太田屋
（上
道町、亀田日出雄店長）
。
米子の老舗だった千久家
ち( く や の) 味 を 受 け 継

10

11

本

イオンズクラブは、日頃
から白砂青松の弓ヶ浜半
島の美化活動を行ってい
ます。同ウォークは、そ
のＰＲの一環として昨年
立ち上げたもので、今回
は第２回となります。
穏やかな春爛漫の潮風
を感じながら、砂浜を踏
みしめるいつもとは違う
ウォーキングを楽しんで
みませんか。
同ウォークのあらまし
は、次の通りです。
開 催 日 ４月 日㈰（ 雨
天決行）
集合場所 夢みなと公園
（竹内団地）
日程 ▽受付＝午前８時
分～９時 分▽開会式
＝午前９時 分～ 分▽

21

30

杉

15

21

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ンボウのひみつ」という 境港総合技術高校の生徒 りなす怪しいマンボウの
澤井悦郎氏招きトークショーも
著書も出している澤井悦 が調理したマンボウを食 数々）など
郎氏は調査のため、同館 べることもできます。
澤 井 悦 郎 氏（
「マンボウ
３月 日〜５月６日
大池館長は、
「 せっか のひみつ」著者）トーク
を訪問。大池館長はこの
出会いをきっかけとし、 く日本一のマンボウがあ ショー
同祭開催を企画したもの るのです。ぜひこの祭に 日時 ▽４月７日㈯ 午
参加して、マンボウ博士 後 ２ 時 ～ ▽ ４ 月 ８ 日 ㈰
です。
今回のマンボウ祭では、 になっていただきたいで 午前 時～
すね」と呼びかけました。 マンボウの肉試食会
マンボウ祭のあらまし 日時 ▽４月７日㈯ 午
は、次の通りです。
後１時～▽４月８日㈰
期間 ３月 日㈬～５月 午前 時～（いずれも先
６日㈰
着１００人に無料試食）
時間 午前９時 分～午
両日ともマンボウグッ
後５時（最終入館時間＝ ズ販売と屋外軽食ブース
午後４時 分）
があります。
内容 ▽マンボウのひみ
詳しくは、
同史料館
（☎
つパネル展▽江戸時代の
︱２０００ に)お問い
マンボウ図鑑（色彩が織 合わせください。
44
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代表取締役社長

15

30 20

４月15日
海とくらし
の史料館

21

で個別に相談に応じます。
（無料）

センターまで。☎２２－３５７０

ロゴマークを決定

○お問い合わせは、西部地域産業保健

レーザー級世界選手権大会

○平日、
午後１時３０分から３時３０分まで。

セーリン
グ競技

自反自己︵じはんじこ︶

〔 笑顔で乾杯は、今回
が最終回です〕

産業医

46

松本奈緒子

「己を尽くす」ために には何ができるか」をと ました。
ちゃんと生きていれ
大切なのは「今」という ことん積極的に考えてい
ば、周りの人が助けて
こと。この言葉の本質は、 くことが大切です。
先日、陰陽五 行
（ いん くれる。ちゃんと生き
目の前で起こっているこ
とを
「しょうがないよね」 ようごぎょう ）を学ぶ友 ていれば、周りの人が
「 奈緒子さんと 笑顔でいてくれる。今、
で済まさないことだと思 人から、
同じ星を持っているのに、 私の周りには、私を支
います。
えてくれる友人が以前
より増えました。この
宝物を大切にしていき
たいので、これからも、
ちゃんと生きていこう
と思います。
ある人とあなたは、真逆
な運命だね」と言われま
した。
そ の と き、
「 そ れ は、
これまでの生き様です 」
と自信を持って言えた自
分を少しだけ誇りに思い

４月26日㈭

この「しょうがない」
をどう改善していくのか、
改善のためには自分は何
ができるのかを考えるこ
とが大切。
「 しょうがな
い」のままでは他責にな
ってしまいます。
「 自分

産業医

自反自己という言葉
が あ り ま す。そ れ は、
「 自らを反りみて、己
を尽くすこと 」
。つ ま
り、
「自責の念を持っ
て、自分の全力を尽く
すこと」という意味で
す。

渋滞と交通事故

４月19日㈭

セーリング競技・２０
１９レーザー級世界選手
権大会のロゴマークが決
定しました。
同実行委員会（安田優
子 実 行 委 員 長 ）は、２ ０
１９年に境港市で開催さ
れる同大会を多くの皆さ
んに知ってもらい、親し

10

鳥取から世界にはばたく、進化する老舗

「千代むすび 大吟醸袋どりしずく酒」
インターナショナル・サケ・チャレンジ2017
トロフィー受賞

〒684-0004 鳥取県境港市大正町131
TEL（0859）42-3191 FAX（0859）42-3515
http://www.chiyomusubi.co.jp E-mail/oroshibu@sea.chukai.ne.jp

6

ＧＷ期間中は気を付けて

産業医

乾杯

ら ％がこの大会で決定
する見込みです。
レーザー級世界選手権
大会について、詳しくは
実行委員会事務 局
（ 境港
ゴールデンウィーク期
公共マリーナ３階・☎
間中は、行楽などの車で
︱ ０ ５ ０ ５）へ。 ま た、 混雑し、交通渋滞や交通
鳥取県スポーツ課の公式 事故が多発する傾向にあ

４月12日㈭

44
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境港警察署

４月５日㈭

15

10

笑顔で
23

ホームページ
（ http://www. ります。次のことに気を
pref.tottori.lg.jp/sports 付けて、楽しいゴールデ
）
をご覧ください。 ンウィークにしましょう。
hinkou

○米子市久米町の西部医師会館会議室

④全ての座席でシートベ
ルト、チャイルドシート
を正しく着用しましょう
⑤日没前に前照灯を点灯
させ、ハイビームを有効
車を運転する人の注意点
に活用しましょう
①事前に迂回路などの情
歩行者・自転車利用の人
報を確認し、休憩を取り
の注意点
入れたゆとりある運転計
①道路を横断するとき
画をたてましょう
②「あおり運転」は重大 は、左右の安全確認を必
な交通事故につながる危 ずしましょう
険な行為です。車間距離 ②薄暮時・夜間は反射材
を十分にとり、思いやり 用品を着用し、自転車は
ライトを点灯しましょう
運転をしましょう
詳しくは、境港警察署
③運転するときは、運転
に集中し、疲れたら適宜 （☎ ︱０１１０）にお
問い合わせください。
休憩をとりましょう

４月の相談日

みのあるものとするため、 く、スピード感あふれる
ロゴマークを募集。日本 墨絵で表現したもの。落
全国から３０１件の応募 款印をイメージした赤い
まる た きょう
があり、丸 田杏さん（ 大 「鳥取境港」の文字もあ
阪市在住）の作品が選定 ります。
同大会の期間は、２０
されました。
ロゴマークは、セーリ １９年夏の３週間。レー
ング
（レーザー級の帆）と ス前に１週間、クラスご
大山、美保湾の海を力強 とにトレーニングした後、
レースを６日間実施しま
す。場所は、境港公共マ
リーナ
（新屋町）
で、参加
人数は、約３５０人。ま
た、鳥取の良さをＰＲす
る各種併催イベントも予
定されています。
また同大会は、２０２
０年の東京オリンピック
に向けて、国・地域の出
場枠を懸けた予選会を兼
ねており、大会で世界の
トップ選手が参加。オリ
ンピック出場枠の ％か

仕込み味噌の作り方を指導する
田村商店の田村範夫さん（中央）

田村範夫さんが手ほどき

16

減塩米糀味噌を仕込む

ためのお試しセッ ト
（仕
込み時のできあがり３・
２㎏程度 ）を使って、塩
分 ％の減塩米糀味噌を
仕込み、醸造するという
もの。
お試しセットには、大
豆５合
（６６０ｇ）
と、米
糀１升
（１㎏）
、それに塩
３２０ｇの詰め合わせが
入っています。
田村さんはまず、軟ら
かく煮た大豆と米糀がそ

西部地域産業保健センターは、企
業と労働者の健康や長時間労働に
ついて個別相談を行っています。

大会ロゴマークを発表する安田優子実行委員
長（左）と作者の丸田杏さん

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
してください。秋口の涼
れぞれ入ったビニール袋、 でした。
続いて田村さんは、醸 しい風が吹き、気候が落
塩、大豆の煮汁をあらか
じめ用意して、仕込み味 造の方法について解説。 ち着いてきたころ、天然
「仕込み味噌は、ご家庭 醸造の『手づくり味噌』
噌の作り方を指導。
参加者は、ビニールに の風通しの良い湿気のた ができあがります」と話
入っている米糀をつぶす まりにくい冷暗所に貯蔵 しました。
ところからスタートしま
した。その糀に塩を入れ
て、混ぜ合わせるのが第
２段階。続いて、別のビ
ニール袋に入っている大
豆をつぶし、その袋に糀
を入れ、大豆の煮汁を入
れて混ぜ合わせ、完成と
なりました。手を汚すこ
となく簡単に仕込み味噌
ができ、皆さん満足そう
境港商工会議所と㈲岡
田商店は３月 日、講師
に田村商店
（伯耆町）
の田
村範夫さんを招き、
「味
噌作り教室・自家製味噌
仕込もう」を岡田商店本
店
（幸神町）
で開催。当初、
人の予定で募集したと
ころ、大きな反響があり
同日、２回に分けての実
施となりました。
同教室は、自分だけの
「 手 づ く り 味 噌 」を 作 る

企業・労働者の相談窓口

境港商議所
岡田商店

20

境港青色申告会 青色ひろば

― 継続は力なり ―

４月は、新たな門出と始まりの季節。そして、新しい

フィットネスが生活の一部であることが当たり前とな

りつつある近頃、薄着の季節になってくると、どうして
も気になるのが、カラダのこと。

カラダづくりの基本は運動することだけではなく、意

識すべきは先ず「食べ物」なのです。

シンプルに運動することで基礎代謝を上げ、食事内容

を消費カロリーよりも摂取カロリーを抑えれば、理想的

なカラダになっていきます。カラダづくりは貯金と同じ。

「毎日コツコツと」がとても大切なのです。

健康とカラダづくりは１日にしてならず。まずは、３

カ月後の自分をイメージして、毎日の食事と適度な運動

を気楽に楽しんでいきませんか。

ですが、運動したら翌日から自動的に脂肪が落ち、次の

んか。答えは全て
“No”
です。

山芳亭

ひえづ物産館
新鮮市場店

西伯郡日吉津村1026−1
イオン日吉津店駐車場内
TEL 0 8 5 9−3 7−1 0 1 1

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

ホームページ：www.youwa-hoken.jp/

有限
会社
本社・本店
境港市元町７
TEL 0 8 5 9−4 2−3 2 6 6

りました。奥様との二人
三脚なら実現もそう遠く
ないでしょう。
ペガ蔵を取材したお蔭
で、佐々木さんの熱心な
説明でネットショップの
ことが多少理解できまし
た。これを機に私もペガ
蔵を利用してみようかな。
私同様、アナログ人間
のあなた、パソコンやス
マホで一度ペガ蔵を覗い
てみませんか。ワクワク
するような商品に出合え
るかもしれません。

◎三大疾病・ガン・介護保障もさらに充実。認知症への備えを手厚く！

山芳海産

一度、当代理店ホームページへ↓↓↓

友和・保険センター

株式会社

を受賞しました！

81
№

それらは我慢の多い辛いものだけだと決めつけていませ

ボタン掛けが楽になるな」
と。
事業は順調に推移して
います。将来はオリジナ
ル商品の開発・創造・販
売を目指し、ベトナムか
らの商品仕入れも考慮に
入れ、さらにアメリカで
の事業展開も目論んでい
ます。
「境港の特性を活かし、
コンテナ単位での仕入れ
ができるようになれば 」
と、佐々木さんはペガ蔵
の将来展望を熱く熱く語

◎女性に優しい保障をさらに充実。女性の皆さまを強力にサポート

会

日から体重が減り始めると思っていませんか。そして、

で、紹介記事がペガ蔵の
名前入りで、ある有名雑
誌に掲載されました。現
在の売れ筋商品は壁紙と
シリコン製のバケツ（丸
ではなく長方形）だそう
です。
とにかくペガ蔵が扱う
商品は多種多様で、たま
たま事務所に置いてあっ
た「片手で簡単ボタン掛
け」は、最近指先の動き
が鈍くなっている私には
最適な商品だと思えまし
た。
「 Ｙシャツの袖口の

Facebook/Benhurs-Gym

Y

M

•••••••••••••••••••
ら魅力ある会にできるの
女性部だより
か。０から考えてみたい
と思います。
活動方針のアイデア募集
桜梅桃李、色々な独自
性を生かして活動の中に
取り組むことができれば
良いと思っています。ど
んな意見でも喜びます。
活動方針の中に活かせれ
ば、骨組みも太くなって
いき、少しずつでも成長
できるのではないかと願
うばかりです。
また、活動の一つでも
ある古切手の収集活動も
引き続きお願いします。
近年にない全国的な大
雪があり、そして平昌冬
季オリンピックが報道さ
れる中、横目でチラチラ
気にはなりながらも、よ
うやく確定申告が終りま
した。ほっと、一息つい
た頃、あちこちで桜の開
花の様子が伝えられてい
ます。
新年度は、心機一転。
会員の皆様との輪を広げ
るために、またどうした

◎短期・長期入院をさらに手厚く保障。通院保障にも対応！

青色申告の利点

••••••••••••••••••••••••••••••
にとめることがありませ 業について、日々の記帳
んが、実は青色申告を選 を正確に、そしてスピー
択すると、様々なメリッ ディーに行うことは、経
営状況の的確な把握、得
トがあります。
それは、▽青色申告特 意先や金融機関からの信
別控除▽純損失の繰り越 用力の強化、経営の近代
し控除▽青色事業専従者 化、後継者への円滑な事
給与▽少額減価償却資産 業承継などなど、多くの
の特例▽その他︱などで メリットがあります。
青色申告のメリットを
す。
青色申告のメリットは、 これから数回に分けてご
税金に関することだけで 紹介していきます。
はありません。自身の事

RYT200/ YOGA instructor 阿部亜理沙

16

ベンハーズジム

鳥取市で明治30年に創業し、1999年から
海鮮どんぶりの店「山芳亭」の営業も行っ
ております。境港産にこだわった商品を取
り揃えておりますので、
どうぞお気軽にご相
談ください。

新医療保険 Aプレミア新発売

…17

instagram/@benhursgym

２０１７年分の確定申
告が終わりました。皆様
の事業はいかがでしたか。
毎年２月 日から３月
日が確定申告期間とな
っています。この時期を
除いて、普段はあまり気

は、誰しもが必要なのではないでしょうか。

１８９７年の創業から１世紀余り。「第4回境港市水産加工大賞」

山芳亭の 昆布じめ丼の素 白はた が

鷲澤からのお得情報 〜

〜 境港店店長

税 務・会 計
一 口メモ
なので、少しの努力と、頑張る自分を褒めてあげること

7

E

15

カラダづくりも健康も、豊かな暮らしの元になるもの

境 港
豊かで健康な暮らしの中で「適度な運動」は今や必須

お客さんからの信頼を第
一と考え、商品をできる
だけ安く早くお届けする
ことはもちろん、品質に
は充分過ぎるほど注意を
払っていますし、アフタ
ーにも対応しています
よ」と自信に満ちた笑顔
で話す佐々木さんです。
「 これまでに購入して
いただいた商品で印象深
いものといえば、
『 防蜂
防護服』でしょう」と佐
々木さん。宇宙飛行士が
着用する宇宙服そっくり

で調整していけばいいのです。

て切れず、興味を持って
いたネットショップの世
界に昨年進出しました。
現在、ペガ蔵は大手の
アマゾンを主舞台に事業
を展開し、商品は中国か
ら輸入しています。機械
部品、インテリア用品、
一般日用雑貨等々です。
その種類は多数あり、お
客さんに好まれそうな品、
これから売れそうな品、
また他店ではまだあまり
扱われていない品などを
選んで輸入、提供するよ
う努めています。
「 目利き、リサーチが
大事だと考えています。

毎日70点くらいの食事内容と運動を心がけて、長い目

PEGAZOU shop ペガ蔵
ことを始めるのに良い時期。

青色申告

ＧＡＺＯＵ）経営の佐々
木隆成さんは調理専門学
校で学び、イタリアンレ
ストランで腕を振るった
のを皮切りに、運送業に
も携わり、産業廃棄物処
理の会社では管理職に就
くなど、これまでに色々
な職業を経験しました。
しかし、以前から抱い
ていた自立への欲求が捨

バランスが大切。週に１回はオフの日を設け、１週間頑

多彩な商品をネットで販売

大変です！ 今回の取
材は、青色申告会きって
のアナログ人間である私
に、時代の先端を行くネ
ットショップ取材の命が
下されました。命とあら
ば止むを得ず、こわごわ
恐る恐る出掛けました。
ショップ ペガ蔵（ＰＥ

げる日も。

【事業所のあらまし】
事業所名 PEGAZOU shop ペガ蔵
代 表 者 佐々木 隆成
（ささき・たかしげ）
所 在 地 境港市上道町３０９０
事業内容 インターネット通信販売
営業時間 なし
定 休 日 無休
Ｔ Ｅ Ｌ ０９０－３７４８－５３８５
E - M a i l takarina2００５@gmai
l.
com

張った自分を褒めて、好きなものを食べて甘やかしてあ

「現在の売れ筋商品はシリコン製のバケ
ツです」
と話す佐々木隆成さん

もちろん、毎日がオンでは疲れてしまいます。何事も

青色申告会の元気企業
豊かなライフスタイルの演出⑤

商工会議所会員を招いて

永見サイクル

招待席

永見 修（ながみ・おさむ）
境港市幸神町105
0859-45-0642
9：00～19：00
毎週水曜日
自転車・原付バイク販売、
修理

ウインドショップとだ（松ヶ枝町）の「猫楠（ね
こぐす）貯金箱」は、猫楠が脇に何かを抱えてい
ます。それは何でしょう。
（ヒントは２ページ）
① 小銭
おすすめの電動自転車

ハガキにクイズの答え、住所、氏名、年齢、電話番号、
境港商工会議所ニュースについてのひとことを明記
して、下記の宛先まで送ってください。

宛先 〒６８４-８６８６ 境港市上道町３００２


境港商工会議所 クイズ係
ＦＡＸ（４２－６５７７）
［E-mail］cci＠sakaiminato.comでもＯＫ。

応募締切 4月9日（月）当日消印有効
スポンサー

過去の
出展実績

・手芸品販売
・洋菓子販売
・特産品販売
など…

米子空港オンラインショップでの
販売につながるかも？

米子鬼太郎空港は地域の産業を応援しています！

・書画展示
・絵画展示
・地域PR
イベントなど…

※販売品目並びに作品展示の内容によってはお断りさせていただく
場合もあります。

米子空港ビル株式会社

TEL：0859-45-6121

URL:http://www.ynago-air.com/

夢みなとタワー

過去の
出展実績

世界へアピールの
チャンス！！

場所 １階 多目的ホール
時間 午前９時～午後５
時 入(場終了＝午後４時
分 )
料金 ▽３歳以上＝６０
０ 円 ２( 歳 以 下 は 無 料 )
▽高校生以上＝７００円
別(途料金が必要なアト
ラクションもあります )
同イベントについて、
詳しくは、夢タワー（☎
︱３８００ に)お問い合
わせください。

イベント

乗り物など“遊べる”体
験型のアトラクションが
登場。
開催期間中の土・日曜
日と祝日は、夢みなと工
房 午(前 時から午後４
時 も) 同 時 開 催 し ま す。
ぜひ、ご家族おそろい
でお出掛けください。
開催期間 開催中～５月
６日㈰ ※(４月９日㈪～
４月 日㈮は土・日曜日
のみ開催 )

作品展

４

奥久美子（上道町）▽小
徳潤一（元町）
賞品 大山黒牛カレー
スポンサー 日本食品工
業㈱

物販催事

正解と当選者

れは何でしょう」という
もので、正解は②の「ブ
イヨン」でした。
当選者（ 敬称略 ） ▽景
山としえ（中野町）▽滝

米子鬼太郎空港「チャレンジショップ」でPRしませんか！？
商品販売

ウインドショップ戸田

月のイベント

米子鬼太郎空港
→

ⓒ水木プロ

応募のきまり

あそべる宇宙博

永見サイクル

２名様

宇宙をテーマに、宇宙
航空研究開発機構 Ｊ(Ａ
ＸＡ が)所有するロケッ
トや小型惑星探査機の模
型をはじめ、満天の星が
広がるプラネタリウムや
銀河鉄道をイメージした

北

賞品 「猫楠貯金箱」

「日本食品工業㈱（竹内
町）の新商品『大山黒牛
カレー』は、原材料とし
て５時間かけて煮込んで
前回クイズの問題は、 いるものがあります。そ

つばさ保育園
●

③ 大判焼

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
の提供を目指して、様々 るそうです。これらの料 地域のブランドとなるこ
ペンを置いて
な活動を実施中です。昨 理が今後も磨かれて、当 とを期待しています。
年は、米子市や境港市を
中心とした県西部の飲食
店・宿泊施設などが１３
００年祭記念料理を開発
し、発表会も開催されま
した。今年は各店舗で、
この記念料理が食べられ

市民の森

② 小判

伯耆国「大山開山１３
００年祭」では、水と食
をテーマとしたプロジェ
クトも展開しています。
大山の清水に育まれた山
・里・海の幸、名物料理

○創業のきっかけ？…父が開業し、経営していましたが、
2002
（平成14）
年に病で倒れ、翌年、息子である私が32
歳の時に後を継ぎました。本来はもっと後で継ぐ予定だ
ったため、最初は技術面でかなり苦労しました。修理の
依頼がある度に、知り合いの自転車屋へ持ち込んで技術
を教わり、3年ほど経ってやっと軌道に乗り始めました。
○おすすめ＆セールスポイントは？…チェーン部分がベル
トになっている自転車です。高額ですが、毎日の通学・
通勤に使用される人にはおすすめです。軽量で、ペダル
の踏み込みも軽く、油をささなくても良いためメンテナ
ンスがほとんど必要ありません。
購入された人からは
「買
って良かった」
という声を聞くことが多いです。
○お客様は？…学生、年配の人、主婦の人によくご利用い
ただいています。パンク修理の依頼が多く、15分程度
お待ちいただければ、修理のほか、点検や油をさすサー
ビスも行っています。また、最近ではクロスバイクやロ
ードレーサーにこだわりを持つ男性客からの修理依頼も
増えてきています。一部取り扱っていない部品に関して
はご要望に沿えないこともありますが、できる限り対応
させていただいています。
○今後の事業展開
（展望）
？…電動自転車の良さを皆さんに
知っていただき、もっと普及させたいと考えています。
重さも改良され、バッテリーも車種によっては10年ほ
ど持つようになるなど、特に年配の人にとって生活の助
けになる自転車です。
○一言PR ！…ぜひ一度ご来店いただき、試乗してみてく
ださい。ほかにも、ライトやブレーキ、ベルなど、消耗
品にも対応しますので、気軽にお尋ねください。

2階の展示窓に特色のある外観

解です。
正解した人には抽選でプレ
ゼントを差し上げます。

【事業所のあらまし】
代 表 者
所 在 地
T E L
営業時間
休 業 日
事業内容

次のクイズに答えてください。
①～③までのうち、
どれか一つが正

27

10

30

47

8

