旅客上屋の名称 公 募 で 決 定
２０２０年春の完成を目指して工事が進められて
日に締め切った結果、北海道

いる竹内南地区貨客船ターミナルの旅客上屋の名称
公募が行われ、８月
から九州まで全国からたくさんの応募がありました。
境港管理組合は、９月初旬から名称総選挙を実施し
周年記念式典 こ(と

旅客上屋は竹内団地のランドマークに
（イメージ）

︱などです。
対象となる船舶は、国
内ＲＯＲＯ船、日・韓・
ロを結ぶ国際定期貨客船、
万㌧級の大型クルーズ
船などで、２０２０年春
の完成を目指しています。
旅客上屋は、鉄骨造・
平屋建てで、屋上一部に
送迎デッキを設置。ＣＩ
Ｑ
（ 出入国の際に必要と
される税関、出入国管理、
検疫の手続き ）エリアや
待合エリア、事務・会議
スペースがあります。
基本コンセプトは、▽
海の玄関にふさわしいバ
リアフリーで、乗船客に
とってシンプルな導線▽

旅客数に応じた可動式の
ＣＩＱ設備▽イベントや
展示など、多目的利用が
可能な待合ホール▽境港
らしさが感じられる大山、
美保湾が眺望できる送迎
デッキ▽地元産品を使っ
た内装、展示︱などです。
境港管理組合の永田英
明次長は「旅客上屋はで
きるだけ、山陰や境港ら
しさを表現しようと考え
ていますので、船の来な
い日でもたくさんのお客
様に来ていただきたいと
思います。今後、竹内団 ークになればと願ってい
地は境港のにぎわいの拠 ます」と語りました。
点となると思いますが、
詳しくは、境港管理組
旅客上屋がそのランドマ 合
（☎︎ ︱３７０５）
へ。

選・桝田知身
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２時〜３時 分
会場 境港商工会議所
３階 大ホール
（境港市上
道町）
定員
人
（ 定員になり
次第、締切）
受講料 無料
申込方法など、詳しく
は境港商工会議 所
（☎︎
︱１１１１）にお問い合
わせください。

をしなければならない、ということを理解し

30

て最優秀賞を決め、同組合の
し秋頃に開催予定 で
)その名称を公表します。

同ターミナル整備事業
は、国内ＲＯＲＯ船や大
型クルーズ船などに対応
した物流・人流ネットワ
ーク拠点として、山陰地
方の産業競争力強化を図
ることを目的としたもの。
整備する施設は、▽水
深 ｍ、長さ２８０ｍの
岸壁▽水深 ｍの泊地▽
ふ頭用地▽旅客上 屋
（タ
ーミナルビル ）▽観光バ
ス駐車場や一般車駐車場

で、ノンフィクション作
家・足立倫行氏の講演会
を開催します。
境港市出身の足立大使
が、故・水木しげる先生
を約３年にわたって取材
して書き上げた「妖怪と
歩く︱ドキュメント・水
木しげる」の復刻版を出
版したのは記憶に新しい
ところです。

県版経営革新「働き方改革型」

ただいま申請を受付中

9:35 ～ 10:55

12:15 ～ 13:40

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！
！

16

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
この度は、水木しげる げる先生の人間像を余す
ロードのリニューアルオ ところなく話していただ
ープンを記念して、足立 きます。
同講演会のあらましは、
大使の講演会を企画。当
日は、「水木ワールドと戦 次の通りです。
争 」をテーマに、水木し 日時 ９月 日㈫ 午後

境港市観光協会と境港
商工会議所は、境港フィ
ッシュ（ＦＩＳＨ）大使

向上を図る
「働き方改革」
は、魅力ある職場づくり
や従業員のワーク・ライ
フ・バランスの確保、さ
らには従業員の就労意識
向上につながります。
同補助金は、県内の中
小企業者が実施する複数
のモデルとなる働き方改
革の取り組みを支援する
ものです。
同補助金のあらましは、
次の通り。
対象となる取り組み ▽
職場環境改善タイプ＝職
場環境改善や従業員のワ

8:45 ～ 10:05

ご搭乗分まで発売中！

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

6:50 ～ 8:05

2018年10月27日㈯

7:20 ～ 8:40

！
世界が広がる！世界とつながる

まう。で、長生きをするためには「予言拒否」

80

60

米子鬼太郎空港

羽田空港

米子鬼太郎空港

米子鬼太郎空港から

（風信子）

鳥 取 県

講師の足立倫行大使

19

境港管理組合

ロードリニューアル記念で

てあげてください。

28

10

「水木ワールドと戦争」

件は予言をし、言い終えるとすぐ死んでし

26

10

足立倫行氏講演会
9月11日

11

•••••••••••••••••••••••••••••••
ーク・ライフ・バランス
促進な ど
（ テレワーク環
境整備、長期休暇取得促
進に向けた就業規則変更
など ）▽生産性向上タイ
鳥取県は、県版経営革
プ＝業務効率化システム
新総合支援補助金「働き
導入な ど
（ ＩＴ・クラウ
方改革型 」の申請を受け
ドシステム導入、業務内
付けています。
容・業務フローの電子化
職場環境改善や業務を
など）
効率化することで生産性
補助額 上限 ２
=００万
円
補助率 ３分の２
申請期限 ９月 日㈮ま
で
同補助金について、詳
しくは鳥取県商工労働部
企業支援 課
（☎︎０８５７
︱ ︱７２４２）にお問
い合わせください。

1

2018年9月1日～2018年9月30日

！
お出かけは米子鬼太郎空港から！

長生きが
くだん
したいと件
予言拒否
42

貨客船ターミナル整備事業

2 0 1 8 . 9 月〈 N o . 5 9 0 〉

浩 二

本社・工場／境港市昭和町13番地24 ☎(0859) 44－5510 Fax (0859) 44－3041
URL http://www.skk-eps.co.jp

需要はますます高まって
いくことでしょう。
詳しくは、米子自動車
学校
（☎ ︱１２３２）
に
お問い合わせください。

山陰化成工業株式会社

ローンの導入が進むでし
ょう。特に、企業の仕事
で使う時には飛行申請が
必要となることも多く想
定されますので、同校の

緑を守る包装材・食品容器・緩衝材・断熱材

許可を申請する際に書類
の一部を省略することも
できます」と説明しまし
た。
今後、様々な場面でド

発泡スチロールは環境への負荷が少なく
地球に優しい素材です。

濱

•••••••••••••••••••••••••••••••

境港妖羹

地球環境にやさしい発泡スチロール

Part

企業探訪 31

需要高まるドローン

入澤講師は「当ドロー
ン安全大学校は、開校当
初から同航空局のホーム
ページに掲載されていま
す。当校では、技能習得
と学科講習を行い、技能
講習修了証を発行します。
同修了証があると、飛行

リニューアルした境港妖羹 Ⓒ水木プロ

33

シリーズ

ちょっと

負担を軽減するなど、い
ろいろな分野で需要が高
まっています。
ドローンを安全に操縦
するためには、技術の習
得が必要です。国土交通
省航空局は、
「 無人航空
機の技能講習を行う民間
団体」をホームページに
掲載し、操縦者に講習会
の受講を呼びかけていま
す。
またドローンは、飛行
場周辺の上空や１５０ｍ
以上の上空、人口密集地
の上空が飛行禁止区域に
指定され、飛行可能な時
間帯や場所にも制約があ
るなど、飛行許可がなけ
れば、操縦できないケー
スも多いようです。

境港市観光協会

境港市内事業所の一押し商品をご紹介するこのコ

ようかん

ーナー。今 回は、境港市観光協会 竹(内団地、 桝田

あ ず き

・菓子どころ」松江らし
さが漂う上品な甘さでお れまで羊羹にあまり馴染
茶請けにピッタリ。
みのなかった人にも喜ば
小豆羊羹の上に、煮溶 れそうな一品です。
リニューアルした水木
かした寒天に甘味を加え
て固めた錦玉羹 き(んぎ しげるロードのお土産と
ょくかん を)重ねた透明 して、また市外にお出か
な美しさは、空を舞う一 けの際の手土産として、
反木綿の姿をつややかに 「境港妖羹」で地元・境
港をＰＲしてみませんか。
演出しています。
詳しくは、境港市観光
見た目はもちろん、小
ぶりで食べきりサイズに 協 会 ☎( ︱ ３ ８ ８ ０）
なったことも好評で、こ にお問い合わせください。

知身会長 の)「境港妖羹」です。

妖怪人気投票１位の一
反木綿をあしらったユニ
よう かん
ークな創作羊羹「境港妖
羹」
。境 港 の お 土 産 と し
て人気の和菓子です。そ
の「境港妖羹」が、水木
しげるロードのリニュー
アルオープンを機に、新
たな装いで販売を開始し
ました。
松江市の老舗和菓子屋
・風流堂と共同開発した
この妖羹は、
「 茶どころ

我が社
の一品

47

代表取締役社長

拝 見
安全大学校で技能指導

受講生を指導する入澤太郎講師
（右）

学校法人 米子自動車学校 米
(子市旗ヶ崎、柳谷由

写真は1992年4月29日、「大漁市場なかうら」を竹内団地にオ
ープンした時の竣工式・披露宴で、支配人としてあいさつして
いる感慨深い一枚です。当時、業務課長だった盟友の久良進一
郎君が隣にいてくれました。
そのころ竹内団地はまだ進出企業も少なく、草だらけの場所
にポツンと当施設が建っているという状態でした。しかし、翌
年には米子自動車道が開通し、関西方面を中心に観光バスの団
体をどんどん集客できるようになりました。
その頃は、400人を
収容できる「御食事
処 弓ヶ浜」を併設し
た効果もあり、毎年
お客様が増えて行く
時期でした。
1997年の夏には「山
陰・夢みなと博覧会」
が開催され、朝から
夜まで社員が一丸と
なり、真っ黒になっ
あいさつをする吉川真一氏（右）
て頑張りました。
そして、2006年には「がいな鬼太郎石像」を設置。お客様の
記念撮影スポットとして、今も大変好評です。
オープン以来26年が経過し、お客様の旅行形態やニーズも変
わってきました。時代の流れを感じますが、社是である「よりよ
き製品を創り、社会に貢献する」をモットーに、今後も境港の「さ
かな」と「食」を使った商品と食事をお客様に提供していきたい
と考えています。（談）

座に把握したり、農薬を
空中から散布して農家の

「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、会頭指名議員・吉川真一氏
（中浦食品㈱常務執行役員、63歳）の1枚です。

里理事長 は
)ことし６月、「ドローン安全大学校」（同

真一 氏

内 ）を 開 校。
市 法 勝 寺 町、 DARAZ CREATE BOX
いりざわ

境港商工会議所 会頭指名議員 吉川
大漁市場なかうらのオープン

今回のちょっと拝見は同校の入澤太郎講師に、ドロ

33

〝あのころ〟の1枚

ーンの基礎知識などについて伺いました。

無人航空機のドローン
は、災害の被災状況を即

思い出写真館

米子自動車
学
校

女性だけの体操教室

1日わずか30分で健康に
― カーブス境港 ―

カーブスは、日本全国に１９００教室あり、手軽に誰でも何
歳からでも始められる女性だけの体操教室として好評です。今
回の企業探訪は、クリエイティブサポート㈱(米子市両三柳、
はらしょう こ
伊田武志社長)が運営するカーブス境港(元町)の原 翔 子店長に
ご登場いただきました。
カーブス境港は、2007年9月から営業を開始。同店の現在の
会員数は、410人です。会員は女性だけということもあり、和気
あいあいとした雰囲気で、リラックスして気軽に運動できます。
原店長は「1日わずか30分で、美容と健康に必要な運動がで
きます。しかも、予約は必要ないので、家事の合間や買い物つ
いでの好きな時間に、ふらっと寄って運動される人が多いです。
スタッフもすべて女性で、一人
ひとりに親身になってサポート
させていただきます。当店が境
港のパワースポットになること
を目指しています」と語りました。
カーブスの行ったアンケート
調 査では、 運 動をして筋肉量
を 増 や すと、 腰 痛、 冷 え 性、
ひざ痛などが改善したという結
果が出ています。
「歳を重ねるごとに、未病と 参加者が和気あいあいと運動してい
言われる体調の変化が現れて る様子を紹介する原翔子店長（左）
きます。30歳を超えて、筋肉量が減ってくると基礎代謝が減り、
脂肪を燃やせなくなるので太りやすくなります。だから、筋肉
を維持していくことが大事なのです」と説明する原店長。
カーブス境港の営業時間は、午前10時から午後１時までと午
後３時から７時まで（土曜日は午前10時から午後１時まで）で、
定休日は日曜日と祝日です。
詳しくは、カーブス境港(☎44-2802)にお問い合わせください。

設計・監理
＜一社＞ 鳥取県建築士事務所協会会員

株式
会社
代表取締役

足 立 收 平

〒683－0067 米子市東町177番地 東町ビル
TEL（0859）32－6161（代） FAX（0859）22－6151
〒684－0033 境港市上道町336－2
TEL（0859）44－7177

2

価値の発信で売り上げ増へ
山本洋子さんが講演

境 港 フィッシュ
（ＦＩＳＨ）大使
ず、
「 私 は、お 米 の 酒 が
境 港 ベ ニ ガ ニ 有 志 の 〜」でした。
山本大使は、総務省の 日本を救うと真剣に考え
会
（川口利之会長）
と境港
商工会議所は７月３日、 「地域力創造アドバイザ ています。純米酒など、
「 地 方 に 生 お米の酒の上質を選ぶこ
山本洋子・境港フィッシ ー」を 務 め、
ュ
（ＦＩＳＨ）
大使を講師 まれた日本のお宝を応援 とで、酒のサカナ、つま
に講演会を開催。テーマ すること」をライフワー り魚やその加工品の価値
は、
「 境港の宝をリアル クとして活動中。近著に も上がると考えているか
宝 に！ 情 報 発 信 と 価 値 「ゼロから分かる！図解 らです」と日本酒を積極
づけで売り上げＵＰ〜誰 日本酒入門」があります。 的にＰＲしている理由を
に、何を、どう伝える？
講演会で山本大使はま 述べました。
続いて、日本にワイン
ブームをもたらしたフラ
ンスの手法について、「日
本人は初物と限定物が大
好き。その心理を見事に
ついてボジョレーヌーボ
ーを日本中に広めました。
相手を研究して商品の価
値を徹底的に伝えたので
す」と成功の秘訣を解説。
また、
「 お客様はおい
しい、面白い、うれしい、

今今

幸せ、ヘルシー、オンリ
ーワン、プレミアムなど
の価値を求めて商品を買
います」と指摘しました。
さらに、「 現代は、ＳＮ
Ｓ
（インスタグラム、
ツイ
ッター、フェイスブック
など ）を使ったＰＲが大
変有効です」と提案し、
ＳＮＳを使った具体例を
詳しく紹介。
「 伝 え る べ き 相 手 は、
商品を知らない人である
ことを自覚すること。そ
うした人にも分かるよう
に、商品の魅力を分解し、
強い言葉でつなぐことが

大切です。頭に絵が思い
描ける短い言葉が心に響
きます。特に、数字を使
ったメッセージはインパ
クトがあります。また、
写真と文字情報を合わせ
た表現は効果的です」と
語りました。
最後に山本大使は、「価
値は自分で決める。それ
がブランドです。自分の
思いを発信しましょう 」
境港商工会議所は、「特
と強調。
許等無料相談会」を毎月
商品の価値をどう伝え １回
（第２水曜日）
開催し
るかのヒントがたくさん ています。
あり、参加者の心に強く
知的財産権についての
響く講演会でした。
調査や特許、商標、意匠
の出願・登録方法など、
様々なご相談に専門の相

•••••••••••••••••••

境港商議所議員

談員が応じます（秘密厳
守）
。
９月に開催する同相談
会のあらましは、次の通
りです。
日時 ９月 日㈬ 午後
１時〜４時
場所 境 港 商 工 会 議 所
会議室
（境港市上道町）
料金 無料
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。

•••••••••••••••••••
職務執行者が変更になり ＝２０１８年７月１日▽
ました。
前任者＝原田大輔（前・
任期は２０１９年 月 支店長）
日まで。
杉山孝 志
（ すぎやま・た
新しい職務執行者は、 かし）▽事業所名＝㈲杉
次の通りです
（敬称略）
。 山実 業
（ 境港市京町１０
竹野下聡
（ た け の し た・ ０番地）▽役職＝代表取
さとし）▽事業所名＝㈱ 締役▽変更年月日＝２０
島根銀行境支 店
（境港市 １８年８月１日▽前任者
浜ノ町１２２番地 ）▽役 ＝坂本靖 夫
（ 前・代表取
職＝支店長▽変更年月日 締役、現・取締役会長）

ー 境港商工会議所 ー

谷田税理士を講師に

複式簿記講習会

•••••••••••••••••••••••••••••••
曜日
（ 合計 回、※初回
のみ水曜日 ）時間はいず
れも午後６時 分〜８時
分
会場 境港商工会議所
会議室
（境港市上道町）
定員
人
（ 定員になり
次第締切）
受講料 ▽会員＝２１６
０円▽一般＝４３２０円
講習内容や申込方法な
ど、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。

境港商工会議所議員の
うち、このたび㈱島根銀
行境支店と㈲杉山実業の

２社の職務執行者が変更

いきます。
明光ｅポートフォリ
オは、生徒の学びを記
録し、いつでもどこで
もアクセスすることが
できるシステムです。
足立夏海・同教室長
は、
「新しい取り組み
も皆さんにとても喜ん
でいただいています。
当教室は、講師がてい
ねいに個別指導します
ので、安心して勉強で
きます」とＰＲしまし
た。
詳しくは、
同教室
（☎︎
︱３４０３）にお問
い合わせください。

境港商工会議所は、複
式簿記講習会を開催しま
す。同講習会は、複式簿
記の基礎から決 算
（ 日商
簿記検定３級程度）まで
の習得を目指した内容で、
検定試験対策も実施しま す。
同講習会のあらましは
す。
講師は、山陰みらい税 次の通り。
理士法人境港事務所所長 日時 ９月 日㈬〜 月
日㈫までの毎週火・金
で税理士の谷田真基氏で

4 2 － 3131（代）

本社／境港市朝日町20 ＴＥＬ

（有）神戸ベーカリー

徹

本

山

代表取締役

ティータイムに 人気です
法事等のお土産に

44

44

水木ロード店 TEL44－6265

元町本店 TEL42－2578

杉山孝志・議員

12

15

30

のの

また、振り返り授業は、
生徒が自ら主体的に考え、
本質的に理解するために
〝 学 び の 振 り 返 り 〟を す
るというものです。生徒
と講師は、
「 わかったこ
と」
「 わからなかったこ
と 」を確認し、
「 振り返
りノート」に書き込んで

30

熱く語りかける山本洋子・フィッシュ大使

同教室は、全国の明光
義塾がことし４月から一
斉にスタートした▽みら
い英語▽振り返り授業▽
明光ｅポートフォリオ︱
といった三つの取り組み
を行っています。
みらい英語は、２０２
０年に正式教科となる小
学生の英語を先取りした
もので、
英語の４技能
「聞
く、話 す、読 む、書 く 」
をタブレットとワークブ
ックを使って楽しく学べ
るコンテンツです。レッ
スンを進める中で、英語
に自信が持てるようにな
ります。

30

竹野下聡・議員

特許等無料相談会

26

お知らせ
42

9月は12日に開催
31

13

員員

会会
今 回、
「会員の今」
年目になる明光

でご登場いただくのは、
開校

義塾境教室
（ 上 道 町、
運営会社＝㈱ Mnet Co
、渡部正人
rporation

社 長 ）で す。 同 教 室 が

始めた新しい取り組み

ていねいに指導するスタッフ

山 陰 冷 蔵 (株)

マフィン

しっとり
リッチ

ー 明光義塾境教室 ー

10

境港商議所

講師の谷田真基氏

11

33
新しい取り組み開始

をご紹介します。

3

境港商議所

11

また、北朝鮮の脅威が
なくなり、日本人客の利
用も増加。これまで、韓
国に行っていなかった人
が行こうと思うようにな
り、国内より海外旅行に
という機運も高まってい
ます。ＬＣＣ 格(安航空
会社 な)らではの価格も
好評です。
エアソウル米子支店の
山根保彦支店長は、
「米
子鬼太郎空港の国際定期
便としては、初のほぼ毎
日運航となり、飛躍的に
利便性が向上します。ぜ
ひご利用ください。また、
これまで以上に韓国から
のお客様がたくさん来ら
れることと思います。そ

こで、境港や山陰のいい
ところを感じて帰っても
らえるよう、ご協力をお
願いします」と呼びかけ
ました。
米子︱ソウル便につい
て、詳しくはエアソウル
米子支店 ☎︎
( ︱３３２
１ に)お問い合わせくだ
さい。

の導入と効果について解
説しました。
続いて、現地視察に移
り、点字ブロックやフラ
ットな歩道などを見学。
夜の演出で必要不可欠と
なるスポットライト照明
は、コンピューター制御
や省エネ化が図られてい
ることなど、妖怪の世界

対象地域に

企業の先端設備導入を支援

代理所 境港商工会議所

リニューアルオープン直前に

☎ 0859－44－1111

〒684－8686 境港市上道町3002

○死亡事故（300万円限度）
、
後遺障害
（300万円限度）
、
入通院等に対応
○特約 自損事故にも対応（3万円以上の車両損害の場合に3万円支給）
対物事故にも対応（2万円以上の損害の場合に3万円支給）
○契約者が法人の場合、
契約者のほか従業員さんの運転事故にも対応します。
○契約者が個人の場合、
契約者のほか家族とその他 2 名の運転事故にも対応します。
※詳しくは、
右記へお問い合わせください。

〒690－0886 松江市母衣町55－4

まごころ共済は、道義的責任
（誠意）
としてのお見舞い、供花料、通夜費用、香典料等の費用を補填します。

人気が集まり、韓国人客
が順調に増え、特に個人
客が増加する傾向にあり
ます。

灘課長
（左）
から説明を受ける参加者
（しおさい会館で）

☎ 0852－21－0249

「自賠責保険と任意保険。それだけで十分でしょうか？」

4

観を実現する数多くの取
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ー対策や、景観を保ちな り組みについて学びまし
立晴夫課長補佐を招き、
がらもコスト削減を実現 た。
「 水木しげるロードリニ
した建設素材の活用、ま
灘課長は、
「 同リニュ
ューアルオープン完成前
た植栽工事での新技術の ーアル事業は単なるにぎ
視察研修会」を開催しま
導入などを紹介。
わいの継続ではなく、雇
した。
次に、地元住民や店舗 用や消費など、産業とし
同研修会は、リニュー
との調整、工事関係者に て循環していく構造へと
アル事業の工事設計など
設計内容をよく理解して 今後さらに成長すること
が高く評価され、国土交
もらうための取り組みと が重要」と指摘。
通省の都市再生整備計画
して、完成後の同ロード
参加者にとって、今後
に基づく「第 回まち交
を３Ｄ立体画像でリアル のまちづくりの認識を深
大賞」で「創意工夫大賞」
に再現するＶＲ バ(ーチ めた大変有意義な研修会
を受賞した同ロードの整
備概要と将来のまちづく
ャルリアリティー 技)術 でした。
りに向けた認識を高めよ
•••••••••••••••••••
うと開催したもの。
生産性向上
灘課長はまず、計画の
境港商工会議所建設業
特別措置法
部 会 足( 立 收 平 部 会 長 ) 経緯、宿泊者数増加など
は７月６日、境港市建設 を示した目標指数、事業
部水木しげるロードリニ 工程などを説明し、妖怪
ューアル推進課の灘英樹 ブロンズ像再配置でスト
課長（建設部次長）と足 ーリー性を高めた同ロー ドの徹底したバリアフリ

視察研修

水木しげる
ロ ー ド

【お申し込み・お問い合わせ】

月 日から 週６往 復へ

米子鬼太郎空港に到着したエアソウル機

同社は、日本の地方空
港とソウルを結ぶ８路線
のうち、米子便を含む週
５往復の４路線は、週３
往復への減便か週６往復
以上への増便を検討。そ
の結果、米子便は増便す
ることになったもの。
最近の米子︱ソウル便
の利用状況は、リニュー
アルしたばかりの水木し
げるロードや大山などに

29

47

ことし６月６日に、中 を作り、市の認定を受け
小企業の労働生産性向上 ると、機械装置、測定・
の促進を目的とした「生 検査工具、ソフトウエア
産性向上特別措置法」が など、労働生産性向上の
制定されました。国は、 ために導入した設備につ
２０１８年度から２０２ いて、固定資産税が３年
０年度までの３年間を集 間ゼロになるなどの支援
中投資期間と位置づけ、 を受けることができます。
ただいま、計画の申請
中小企業の労働生産性の
向上を加速させようとし を受け付け中です。
詳しくは、同市商工農
ています。
境港市は、この法律に 政課商工振興係 ☎︎
( ︱
基づく「導入促進基本計 １ ０ ５ ６ へ)。ま た、同
画」を作り、国の同意を 市 の 公 式 ホ ー ム ペ ー ジ
得て、法律の適用を受け （ h t t p s : / / w w w . c i t y .
る対象地域になりました。
sakaiminato.lg.jp/index.
境港市内の中小事業者
をご
php?view=108675)
は
「先端設備等導入計画」 覧ください。

まごころ 共 済（自動車事故費用共済）

『自動車運転』もしあなたが人身事故を起こしたら、もし加害者になったら

米子ーソウル便が増便
米子︱ソウル便を運航
するエアソウル ㈱
（ 曺圭
英・チョギュヨン社長）
は、
同便を 月 日から週６
往復に増便する方針を発
表。８月 日から 月
日の間、同便は機材繰り
の関係で週３往復となっ
ていますが、その後は新
たに水曜日の運航を加え、
月曜日を除く連日運航を
することが決まりました。
27

― サポートオフィス鳥取 ―

島根県火災共済協同組合

多額の自己負担

と

大きな責任

10

働き方改革推進に力

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
「 働き方改革を推進す
鳥取労働局はことし４ 者の処遇改善に向けた取 ため、どのようにしたら
るための関係法律の整備 月、
「 働き方改革 」に取 り組み▽弾力的な労働時 よいのか教えてほしい︱
に関する法律」がことし り組む企業を支援する窓 間制度の構築▽生産性の など、様々な相談に応じ
６月 日に成立し、７月 口「働き方改革サポート 向上による賃金引上げ▽ ます。
相談は無料、相談内容
６日に公布されました。 オフィス鳥取」を鳥取県 人材の定着確保・育成に
２０１９年４月１日か 社会保険労務士会に委託 効果的な労務管理︱など、 は秘密厳守で対応します。
ら▽時間外労働の上限規 して開設しました。
働き方改革全般に関する 専門家が直接企業に訪問
制の導入▽年次有給休暇
同オフィスは、▽就業 総合的な支援を行います。 することも可能です。ま
の確実な取得▽正規雇用 規則の作成方法▽賃金規
さらに、▽ 協定につ た、出張相談会やセミナ
労働者と非正規雇用労働 程の見直し▽労働関係助 いて詳しく知りたい▽従 ーも開催しています。
詳しくは、同オフィス
者の間の不合理な待遇差 成金の活用▽労働時間管 業員の定着を良くしたい
別の禁止︱などについて、 理のノウハウ▽時間外労 ▽賃金引上げに活用でき
鳥(取 市 富 安、☎︎０８０
必要な措置が順次実施さ 働の上限規制に向けた対 る国の支援制度を知りた ０︱２００︱３２９５ に)
れます。
応方法▽非正規雇用労働 い▽人手不足に対応する お問い合わせください。
36

境港市

47

13

28

28

27

エアソウル

― 境港商議所建設業部会 ―

10
10

相談・支援の体制を強化

んでもらいたいと、同観
光協会担当者もＰＲに余
念がありませんでした。
第 回境港妖怪検定は、
月 日に実施。申込受
付期間は８月 日から９
月 日です。
詳しくは、境港商工会
議所妖怪検定係 ☎︎
( ︱
１ １ １ １ へ)。ま た、公
式ホームページ（ http://
をご
youkai-kentei.com)
覧ください。

峰厚介氏は１９４４年、東京生まれ。１９７０年のスイングジャ
第２位となり、新人アルトプレーヤーとして注目を集めました。

クスも吹き始め、ジャズフュージ

１９７１年からは、テナーサッ

たアルバムがこの年のスイングジ

ャーナル誌ジャズディスク大賞の

日本ジャズ賞を受賞しています。

会

場

夢みなとタワー ４階 Mirage

板橋文夫(Piano)

米木康志(Bass)

●

本田珠也(Drums)

●

峰厚介(Ｔ.Sax)

詳しくは、境港市観光協会(☎︎47－３８８０)にお問い合わせく

どの広告物は自家用で適
切な大きさ、建物との調
和などを求めています。
境港市は今年度に５件
分の利用を想定。同協議
会が設置する審議会を経
て、市に申請をすること
になります。
詳しくは、境港市水木
しげるロードリニューア
ル推進 課
（☎︎ ︱１０２
６）
へ。

10月17日㈬

りです。

みルールは、和風を基調
とし、▽昭和レトロのイ
メージを持たせる▽建物
の高さはおおむね２階建
て以下▽色彩は水木しげ
る作品にある自然素材の
色を基調とする▽原則と
して傾斜屋根とする▽壁
面は水木しげる作品を想
起させる素材や意匠とす
る︱など。
また、看板やのぼりな

１９９３年に同グループの発表し

「完走証」 万人突破

•••••••••••••••••••••••••••••••

したもの。沿道の店舗や
住宅などの外観改修を対
象に、改修費の９分の７
上(限２００万円、市と
県の補助金を含む が)補
助されます。
水木しげるロードには、
延長約８００ｍの同ロー
ドの沿線に約１２０の店
舗や住宅、駐車場などが
あります。
協定に定められた街な

時

妖怪スタンプラリー

に渡されます。
妖怪スタンプラリーに
ついて、詳しくは境港市
観光協 会
（☎︎ ︱３８８
０）にお問い合わせくだ
さい。

こだわりの食材をいかした
風味あふれる創作料理

コメダ珈琲店米子車尾店

妖 怪 検 定 受験者を募集
るロードは、お盆休み期
間中ということもあり、
たくさんのお客様でにぎ
わっていました。
サラリーマン山田は、
同検定のチラシを観光客
に配ったり、一緒に写真
に収まるなど、精力的に
ＰＲ活動を展開。
また同検定を通して、
妖怪の魅力に触れ、妖怪
の聖地・境港と水木しげ
るロードをより深く楽し

夢みなとタワーと境港市観光協会は10月17日、峰厚介クインテ

元自治会や商店街などは、
同ロード街なみ環境整備
協定運営協議会 京(久野
勝之会長 を)発足し、街
なみ環境整備協定を策定
しました。
住民の発意で街づくり
協定を締結した場合、個
人の店舗や住宅でも助成
を受けることができる国
土交通省の「街なみ環境
整備事業」の制度を活用

▷開場＝午後６時▷開演＝午後７時

日

申込締め切りは９月 日
ことしで 回目の開催
となる境港妖怪検定 境(
港商工会議所・境港市観
光協会主催 は)、８月
日から受験申込の受付を
スタートしました。
受付開始の当日には、
境港市観光協会の担当者
とともに、サラリーマン
山田も水木しげるロード
にある「砂かけ屋」前で
ＰＲ。リニューアルが完
成したばかりの水木しげ

••••••••

水木しげるロードの地

２年には、峰クインテットを結成。

鬼太郎らから妖怪グッズ
の詰め合わせをプレゼン
トされました。
妖怪スタンプラリーの
「 完 走 証 」は ２ ０ ０ ７ 年
にスタート。水木しげる
ロードに設置されている
個全てのスタンプを
「 妖 怪 ガ イ ド ブ ッ ク 」に
押して、ゴールの境港市
観光案内所に来たお客様

もよろしくお願いたします。

ットライブを開催します。

水木しげるロードの定
番アトラクションとなっ
ている「妖怪スタンプラ
リー」の完走者が 万人
を突破しました。
万人目となったお客
様は、岐阜県から家族６
人で２泊３日の鳥取旅行
みず かわ なな み
に来た水川七海さん。「４
０００００」の数字が入
った完走証を受け取り、

（米子市大篠津町689-11・☎30-2378）

ださい。

プレゼントを手にする水川七海さん
（左から2人目）と鬼太郎ら ⓒ水木プロ

夢みなとタワーでライブ

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
現在、全国各地の教育 います。
本的な説明やワークシー
い ず れ も「 漫 画 故 事 トのデータなども収録さ
関係機関などで国語教育
の副教材として活用され、 成語」に掲載されている れ、冊子版同様に国語教
累計販売部数が７万１０ ４コマ漫画を元に動画と 育の現場で活用できる内
００部を超える大ベスト して制作したものです。 容となっています。
セラーとなっています。 そのほか、故事成語の基
Ｄ Ｖ Ｄ「 漫 画 故 事 成
こうした状況を受け、
語〈入門編〉
」は、販売価
「漫画 故事成語」のＤＶ
格２０００円 税(別 で)す。
Ｄ版をＮＨＫエディケー
境港市観光案内所、みな
ショナルが制作。ことし
とまち商店街、境港市観
８月４日に発売しました。
光協会で取り扱い、通信
このＤＶＤには「漁夫
販売も行っています。
の利」
「塞翁が馬」
「朝三
詳しくは、境港市観光
暮四」など、代表的な故
協 会 ☎︎
( ︱ ３ ８ ８ ０）
事成語８編が収録されて
にお問い合わせください。
境港市観光協会が発行
し た 冊 子「 漫 画 故 事 成
語」は、販売を開始して
年が経過しました。

47

鳥取県境港 市 昭 和 町 5番 地 17

コメダ珈琲店米子弓ヶ浜店

米子市四日市町38-3
Tel.0859-30-4806 Fax.0859-30-4807
営業時間 17：30～23：30
定休日：日曜日

（米子市車尾3-1-35・☎30-4810）

守谷美由貴(A.Sax)

●

●

●

出演者

同ライブのあらましは、次の通

テナーサックス奏者の峰厚介氏

▷当日＝３５００円

チケット ▷前売り＝３０００円

47

結成して人気を博します。１９９

40

35

21 13

30

15

店舗外観など改修へ

10月17日

10

30

街なみ環境整備協定で

ョングループ「ネイティブサン」を

40

水木しげるロードで妖怪検定をPRす
るサラリーマン山田
（左） ⓒ水木プロ

峰厚介クインテット
47

15

― 境港市観光協会 ―

44

水木しげるロード
漫画 故事成語のDVD

13

DVDになって新発売

ーナル誌の読者人気投票アルトサックス部門で渡辺貞夫氏に次ぐ

40

5

漫画 故事成語〈入門編〉
10

９月27日㈭

産業医

センターまで。☎２２－３５７０

大人気のベニズワイガニのふるまい

44

50

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/

〒684-0043 鳥取県境港市竹内町1362番地
ＴＥＬ ０８５９－４５－２２２８

株式会社

友和・保険センター

サンアート山陰

有限会社

一度、当代理店ホームページへ↓↓↓

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

！
！チェックポイント！
！

◎万が一の時は建物だけでなく家財にも保険が必要です。
◎地震保険は単独で加入することができません。

鳥取県西部・島根県東部など

鷲澤からのお得情報 ～

9月1日は「防災の日」

～ 境港店店長

日に開催 参加者募集中

産業医

10

上京したその先にあるもの。

９月20日㈭

月

10

火災保険の点検をしませんか？

● 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

す。
「君の名は。
」などの キャラの境港出身者に会 変えていく」と書いて
作品でも所属の声優が活 うと、もうそれだけで感 あり、そこに登場する
動してしまい、お互い抱 地方出身者に、大いに
躍しています。
東京で働いていると、 き合わんばかりになるの 共感しました。
大抵その人は
「東
境港のことを意識する機 ですが、
株式会社Ｂ︱Ｂｏｘ
会がだいたい２週間に１ 京で成功する」という気 の西山社長もそのレア
回くらいあります。例え 迫がすごくてアクも強い。 キャラ境港出身者で、
ば、虎ノ門の事務所での だから人として好きにな 芸能の世界を変えたい
会議で「 境港好きです。 ります。
と、やはり毎日寝る暇
もない程ものすごいテ
ンションで仕事をして
います。実は私の顧問
契約第１号となった会
社で大恩人です。
上京したその先にあ
るもの、その匂いだけ
でも皆さんに伝えるこ
とができたら嬉しいと
思っています。
弁護士 西浦善彦

で個別に相談に応じます。
（無料）

少し前、あるブログに
東京都新宿区に株式 今度行きます」という東
会社Ｂ︱Ｂｏｘという 京人に会うと、社交辞令 「東京出身の私にとって
会社がありまして、社 かと疑心暗鬼になりつつ、 地方出身者はすごく嫌だ。
長は西山佐知子さんと 「楓林っていう中華料理 なぜなら、ものすごいテ
言います。声優界を代 屋と足立パンに行かない ンションで上京してきて、
表する井上和彦さんな と後悔しますよ」と伝え ものすごいテンションで
仕事をして、私たちの街
どの著名声優を抱える たりします。
また、東京では超レア ・東京を勝手にどんどん
芸能プロダクションで

○お問い合わせは、西部地域産業保健

９月 日から全国一斉に

○平日、午後１時３０分から３時３０分まで。

秋の交通安全運動

産業医

９月 日から秋の全国
交通安全運動が始まりま
す。期間は、９月 日ま
での 日間で、９月 日
は交通死亡事故ゼロを目
指します。

○米子市久米町の西部医師会館会議室

転車乗車中の交通事故防
止▽全ての座席のシート
ベルトとチャイルドシー
トの正しい着用の徹底▽
飲酒運転の根絶︱です。
日没時間が早まるこの
時期は、夕暮れ時や夜間
に重大な交通事故が発生
しやすくなります。県民
一人一人が交通ルールの
順守と交通マナーの実践
を習慣づけて、交通事故
を予防しましょう。
詳しくは、境港警察署
☎︎
( ︱０１１０ へ)。

９月13日㈭

44

産業医

15

境港さかな ・妖怪ウォーク

― 境港水産振興協会 ―

境港警察署

９月６日㈭

以上）
＝１５００円
（当日
の現地申込＝２０００
円 ）▽小人
（小・中学生 ）
＝８００ 円
（ 当日の現地
申込＝１３００円）
申込方法など、
詳しくは
同実行委員会 境(港市観
光協会内・☎︎ ︱３８８
０）にお問い合わせくだ
さい。

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。

30

30

18

30

、または
「 みなと
境港さかな・妖怪ウォ
今回の集合・解散場所 サウナ」
（大浴場）
」
ークが 月 日に開催さ は「水木しげるロード」 温泉ほのかみ
れます。同実行委員会は、 で、正福寺、皇の松、境 のうち、いずれかの入浴
９年前から毎年秋にウォ 港水産物直売センターな を無料▽夢みなとタワー
（ みなとまち商
ーキング大会を開催して どを通る８㎞のコースを 周辺施設
店街、境港さかなセンタ
きました。
歩きます。
リニューアルオープン ー、大漁市場なかうら ）
「お買い物券
（５００円
した
「水木しげるロード」 の
」プレゼント︱です。
を中心に、ウォーキング 分）
同ウォークのあらまし
後も１日ゆっくり境港観
光を楽しんでもらおうと、 は、次の通り。
月 日㈰
より魅力的な企画にパワ 開 催 日 時
（雨天決行）
▽午前９時
ーアップしています。
（ ＪＲ境
ウォーク終了後には、 分＝集合、受 付
恒例となっている「のの 港駅前公園、境港市大正
こめし」と「カニ汁」の 町 ）▽ ９ 時 分 出 発 式、
ふるまいがあります。さ 準備体操▽午前 時＝ス
らに、毎年の参加特典に タート※午前９時〜９時
分＝河童の 泉
（ 境港市
加え、新たな特典を追加
大 正 町 ）で「 河 童 神 事 」
しました。
新しい特典は▽水木し が行われます
げる記念館・夢みなとタ 募集定員 先着３００人
ワー・海とくらしの史料 （定員に達していない場
館の入館を無料▽日帰り 合は当日の現地申込可）
（ 高校生
入浴施設「さかいポート 参加料 ▽一 般

水産まつり

10月7日

鳥取県は、ことしの交
通安全年間スローガンを
「つくろうよ 事故なし
笑顔の鳥取県」として、
交通安全運動にも積極的
に取り組んでいます。
交通安全運動の重点は、
▽子どもと高齢者の安全
な通行の確保と高齢運転
者の交通事故予防▽夕暮
れ時と夜間の歩行中、自

企業・労働者の相談窓口

完歩を目指し出発する参加者の皆さん
（昨年の同ウォークで）

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
娯楽コーナーでは、松
境港最大の水産イベン 体ショーも実施。その場 が驚きの価格で競り落と
ト「境港水産まつり」が で解体したマグロに加え されていく「セリ体験」 江市美保関町出身の演歌
かず や
歌手・愛田幾也さんのス
月７日、境港魚市場周 て、前浜の新鮮な水産物 も毎年大盛況です。
辺
（境港市昭和町）
で行わ
テージなどがあります。
れます。主催は、（ 一社 ）
境港水産振興協会の江尻
境港水産振興協会。
敏美専務理事が作詞、愛
目玉企画の魚食普及コ
田さんが作曲した「共和
おとこうた
ーナーでは、
「 ベニズワ
船団男詩」の披露も。
イガニボイル丸ごと１２
一方、総勢 以上の出
００食分」を無料でふる
店が軒を連ねる鮮魚や水
まいます。カニ汁 １２
産加工品の即売コーナー
(
は、
まさにお買い得。
屋台
００食分 や)イワシのつ
コーナーも見逃せません。
みれ汁 ６００食分 の
(
)
詳しくは、同水産振興
無料提供もあります。
協会 ☎︎
また、恒例のマグロ解
( ︱６６６８ へ)。

９月の相談日

21

21

18
18

6
10

11

45

3
47

11
第10回
11

境港最大の水産イベント

境港青色申告会 青色ひろば

ンターネット通販業者）
を目指し、日々努力して
を担当します。しばらくの間、よろしくお願いし
ところで、インターネットというと何を想像し

トワークです。

では、このネットワークでいったい何ができる

のでしょうか？ どのように便利なのでしょうか。

そのことについて、ご紹介させていただきます。

一番基本的で、普段からよく使うのが
「検索」
実はインターネットは、ものではなく、世界中

て、つながっているネットワークのことです。

極めて基本的なポーズ
でしたが、５秒程度で腰
はグーッと、太ももやふ
くらはぎはプルプル。見
るのとするでは大違い、
軽くみていました。
運動不足の皆様、これ
はお勧めです。マット一
枚あればどこでもできま
す。ぜひ、挑戦していた
だきたいと思います。

URL http://www.sangyokoyo.or.jp/

廊の花畑の中での星空ヨ
ガなど、自然を満喫しな
がら開催する野外教室も
皆様から大変好評をいた
だいているようです。
マットの上でポーズを
し、呼吸をする。これだ
けで本当に効果があるの
か、筆者自ら体験してみ
ました。結論は「効果あ
り」の一言です。

•••••••••••••••••••
エーションや講演会を実
女性部だより
施する予定です。また、
青色申告会中国ブロック
周年の節目を迎えて
大会にも皆さんで参加し
ましょう。
周年記念の「写真立
て」は、いかがだったで
しょうか。お気に入りの
素敵な写真を額に収め、
飾っていただけたら幸い
です。
今日からまた一歩一歩
階段を昇っていきたいと
思います。そして、皆様
のご意見を女性部の活動
に活かしていきたいと願
っています。

■鳥取事務所 TEL（0857）2 0 - 1500

境港市湊町84番地（市役所前）
ＴＥＬ 44 － 6517 ＦＡＸ 44 － 4333
メールアドレス:nagae123 @ eos.ocn.ne.jp

事務所

産業雇用安定センター

長栄善二郎事務所

・増員/補充などで「人材募集」をされるとき

86 50

31

行政書士

こんな時、
・雇用調整などで「人材の送り出し」をされるとき
ご連絡・ご相談ください。・定年退職者の「再就職先斡旋」をされるとき

司法書士

当センターは出向・移籍の専門機関として業種、地域、企業系列を
超えて企業間の出向・移籍の斡旋（無料）を行っております。
また新たに60歳～65歳の退職者を対象に再就職支援の
取り扱いをはじめました。

M

E

企業間の
人材マッチングを
支援しています。

失業なき労働移動をめざして

15 12

西日本豪雨の被災地の
皆さまは、過酷な日々を
お過ごしのことと思いま
す。一日も早く元の生活
を取り戻されることを祈
るのみです。
境港青色申告会女性部
総会の後、８月 日には、
鳥取県青色申告会連合会
女性部総会を境港市で開
催しました。ことしは、
当女性部の創立 周年。
記念行事としてのレクリ

30

10

公益財団法人

10

不動産・会社・法人・船舶等の登記申請代理
簡易裁判所訴訟代理
民事裁判・家事調停及審判の訴状・申立書作成・提出
建設業許可申請及び各行政機関に対する書類の作成

企業の皆様へ

も申し込むことができま
す。入会金は不要で１回
ごとに料金が定められ、
お得な回数券も用意され
ていますので、詳細はジ
ムにお尋ねください。
特徴の一つとして、個
人でもグループでも要請
があれば、出張指導も可
能です。さらに夢みなと
タワーや、とっとり花回

佐々木 隆成

す」と阿部さん。
また、
「 ヨガはしなや
かで柔らかい筋肉を育て、
体の内の活性化を促し、
健康で美しい体を創造し
ます。そして、体幹トレ
ーニングでフィットネス
効果をもたらします。器
具による体への負荷はあ
りませんので、老若男女
誰でも取り組むことがで
きます」とヨガのメリッ
トをＰＲしました。
ベンハーズジムのヨガ
は完全予約制ですが、１
回 分のレッスンは誰で

PEGAZOU shop ぺガ蔵

http://benhurs-gym.
com/

T

••••••••••••••••••••••••••••••
青色事業専従者給与の
につき最高 万円
（配偶者
の場合最高 万円）を 必 適正額は、労務に従事し
要経費とみなすことがで た期間、労務の性質及び
提供の程度、その事業の
きます。
種類、規模、収益の状況
などに照らし、労務の対
価として相当の金額であ
ることが必要です。
青色事業専従者給与の
届け出は、その年の３月
日まで（その年の１月
日以後新たに事業を開
始したときや、新たに専
従者がいることとなった
ときは、その日から２カ
月以内）に行わなければ
なりません。

にさせていただきます。お楽しみに。

16 15

10

青色申告の利点③

青色事業専従者給 与
（青
色申告者の場合）
個人事業主が生計を一
青色事業専従者の要件
にする配偶者やその他の
親族に給料、家賃、利息 は、①青色申告者と生計
などを支払ってもその金 を一にする配偶者その他
額は必要経費に算入する の親族であること②その
ことはできません。ただ 年の 月 日現在で、年
し例外として「専従者控 齢が 歳以上であること
除」と「青色事業専従者 ③その年を通じて６カ月
給与」の制度があります。 を超える期間、事業にも
っぱら従事していること
︱となっています。

さらに便利な使い方や情報を数回に分けて記事

0859－44－3976

H

…19

専従者控 除
（ 白色申告者
の場合）

使ったことのない人でも簡単にできますよね。

Ｔ Ｅ Ｌ

P

税 務・会 計
一 口メモ

れるかもしれません。文字を打ち込むくらいは、

7

0859－44－3976

ださい。きっと、今の境港の天気が表示されるは

事業に専従する親族が
いる場合、その親族一人
ずです。気温、風速、明日の天気も一緒に表示さ

Ｔ Ｅ Ｌ

●
境港商工会議所

ジム（フィットネス、トレーニング、ヨガ）

試しに
「境港 天気」
と文字を打ち込んでみてく

至（あべ・いたる）

山陰合同
銀行●

事業内容

きます。

境港市湊町176

などなど、ありとあらゆるものを調べることがで

阿部

所 在 地

たちかわ
耳鼻咽喉科
●

代 表 者

い店はどこだろう」
とか、
「この漢字はどう読むの」

BENHUR’
S GYM

83
№

の人が機器を通して電話回線や光回線などを使っ

50

北

BENHUR’S GYM

「明日の天気はどうだろう」
とか、
「境港のおいし

事業所名

べられます。

会

ソコンでしょうか、携帯電話、スマートフォン…。

いました。
きれいな海と白い砂、
島根半島と大山の緑、こ
の風景が故郷境港へのＵ
ターンに結びついたので
す。
阿部さんは、ハワイで
２００時間の特訓研修を
受け、全米ヨガアライア
ンスのヨガインストラク
ターの資格を取得しまし
た。
「 教室開設以降、８月
で１年になりました。大
きな広告は出していませ
んが、皆様の口コミで多
くの人にご入会いただき
ました。現在は女性会員
が多数を占めていますが、
男性も徐々に増えていま

あなたがもし、携帯電話をお持ちならその電話

青色申告

りませんが、その中に阿
部亜理沙さんが主導する
ヨガ教室が誕生している
のです。
学校卒業後、大阪のイ
ベント企画制作会社に勤
務していましたが、かね
て「ある年齢になったら
生活スタイルを一層充実
したものに変える。自然
に恵まれた環境の中で心
身を鍛え、健康で毎日を
楽しく過ごす」と決めて

を通して世界とつながることができる便利なネッ

境 港
ますか？ 何か大きなコンピュータ、それともパ

（ベンハーズジム）

いる佐々木といいます。今回から、こちらの記事

今回は、ベンハーズジ
あ り さ
ムに阿部亜理沙さんを訪
ねました。
「 何故いまさ
らベンハーズジムなん
だ！ ムキムキマッチョ
のジムなんか興味ない
よ」とおっしゃるあなた、
ちょっと耳をお貸しくだ
さい。
従来のジムに変わりあ

ます。

BENHUR'S GYM

初めまして。境港市で一番のネットセラー（イ

【事業所のあらまし】

です。ネットワークを活用して、色々なことが調

ヨガ教室で健康増進

検索機能は無料情報案内所

ヨガの基本ポーズを取る阿部亜理沙さん

です。この機能を一言で表すと、無料情報案内所

青色申告会の元気企業
インターネットの基礎知識 ①

KINNA
RELAXATION
SALON

商工会議所会員を招いて

招待席

（キンナリラクゼーション サロン）

【事業所のあらまし】
代 表 者 宇野 まり恵（うの・まりえ）
所 在 地 境港市上道町2184-1
パドマ2階
T E L 070-4101-0539
営業時間 10：00～21：00
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
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。

境港市観光協会
（竹内団地）の一押し商品・境
よう かん
港妖羹は、空を舞うある妖怪をあしらってい
ます。その妖怪は何でしょう。
（ヒントは２ペ
ージ）

（女性限定、完全予約制）

月、木曜日
エステ、リラクゼーション
サロン

① 一反木綿

施術をする宇野代表（左）

② ぬりかべ

○創業のきっかけ？…高校を卒業後、女子スポーツのトレ

③ 河童

ーナーやサポートの仕事に就きたいと思い、技術を学ぶ
ために関西へ出ました。女性の視点に立って必要だと感
じたことに対しては、他の分野でも積極的に学んできま

賞品 境港妖羹

5名様

した。約10年間、様々な技術を習得していくうちに、
それらを合わせて施術できるお店を地元で開業したいと

応募のきまり
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。

考えるようになり、今年の4月1日にオープンしました。
○おすすめ＆セールスポイントは？…当店は、スポーツト
レーナーの知識を活かしたマッサージが基本になってい
ます。加えて、リラクゼーション分野のリフレクソロジ
ーやオイルの知識、タイ古式の技術、またエステ分野の
デトックスやフェイシャルの技術も兼ね備えています。
コースは四つあり、
「アロマボディトリートメントコー
ス」
、
「デトックスリンパコース」
、
「ボディケアコース」
、

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

１名様限定で6,000円になるサービスも用意しています。
○お客様は？…地元の人が多く、20代から60代まで幅広
くご利用いただいています。子育てがひと段落した人や、
チラシを見た若い人が中心です。
○今後の事業展開
（展望）
？…まずは、始めたばかりの今の
店をしっかり軌道に乗せて、将来は従業員を雇えるくら
いの大きな店舗にしていけるようになりたいです。

●
さかゑや

北

←境港市内

落ち着いたオシャレな店内

●
カメラ＆スタジオ 八田

↓米子

一般大人

900円 → 500円

一般小人（3歳～11歳）

450円 → 300円

同伴大人

700円 → 500円

同伴小人（3歳～11歳）

350円 → 300円

割引対象期間（平成30年8月27日～10月27日）

第６回
増谷麟記念

9/24（月・祝）開場10：00～
●会

場／境港市文化ホール
（境港市中野町）
●チケット／500円
（当日＝700円）
詳しくは、
境港市文化ホール
（☎44－1000）
へ。

日時 ９月１日㈯～９日
㈰ 午前９時～午後５時
場所 １階 多目的ホール
料金 入場無料

●料金（税込み）

ンドメイドや古着など、
多数販売。
日時 ９月 日㈯・ 日
㈰ 午前 時～午後２時
場所 １階 多目的ホール
料金 入場無料
イベントの内容など、
詳しくは夢みなとタワ
ー
（☎ ︱３８００）
にお
問い合わせください。

ラウンジ大山では国際線利用者を対象に8月27日～10月27日の間、キャンペー
ンを実施します。期間中は下記の通り、特別価格でご利用いただけます。出発前
のひと時をラウンジで過ごしませんか。皆様のお越しをお待ちしています。

うもので、
正解は①の
「市
松」でした。
当 選 者 敬( 称 略 ▽) 堀 田
紀 代 美 東( 雲 町 ▽) 秋 田
佳代 外(江町 )
賞品 手織りマフラー
スポンサー ㈲柏木商会

☆ラウンジ大山☆
国際線利用者対象キャンペーン実施！

９

夢みなとタワー

境水道大橋↑

正解と当選者

月のイベント

キンナ
リラクゼーション
サロン

20

夢みなと美術館
夢みなとタワー
「フリーマーケット」
鳥取県民の皆さんが日
頃から創作している絵画、 夢みなとタワー恒例の
写真、書、彫刻などの作 フリーマーケットで掘り
品を展示します。
出し物を見つけよう。ハ

らえるサロンにしていきます。

24

前回クイズの問題は、
「 ㈲柏木商会 松(ヶ枝町 )
の一押し商品『弓浜絣の
下駄』の鼻緒の柄は２種
類あります。一つは『菊
水』といいますが、もう
一つは何でしょう」とい

○一言PR ！…地元の人に愛され、また来たいと思っても

•••••••••••••••••••••••••••••••
うちの「用心棒」に出演 せるこうした企画は、今
ペンを置いて
した司葉子さんのトーク 後も継続してほしいもの
ショーもあります。同映 です。
画祭は境港市出身で、「Ｐ
ＣＬ映画製作 所
（ 現在の
東宝 ）
」の創立者・増谷
麟氏を顕彰して毎年開催
されています。今回が６
回目。中央で活躍したふ
るさとの偉人に思いを馳

コース」
もあります。こちらは通常8,500円ですが、1日

境港市観光協会

「海とみなとの映画祭」
が９月 日に境港市文化
ホール
（中野町）
で開催さ
れます。今回は、黒澤明
監督の没後 年記念とし
て、同監督作品が３本上
映される予定です。この

を組み合わせて、その人に合った施術を行う
「キンリラ

9月7日（金）当日消印有効

スポンサー

8月からの新メニュー
「フェイシャルトリートメントコー
ス」
です。さらに、各コース
（フェイシャルコースを除く）

ⓒ水木プロ

47
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22
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8

