第13回

回『妖怪川柳』コンテ
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若手社員の早期戦力化めざして
境港商議所 新入社員セミナー

境港商工会議所は、
４月16日・17日の２日間、
「新入社員セミナー」
を開催します。
同セミナーは、
社会人としての心構え、
ビジネ
スマナーの基本、
仕事に対する基本的な考え方や
取り組み方などについて、
実習を交えて習得して
いただこうというものです。
同セミナーのあらましは、
次の通り。
日 時 ①４月16日㈫ 午後１時～４時
②４月17日㈬ 午前10時～午後４時
場 所 境港商工会議所 ３階 大ホール
受講料 5 , 4 0 0 円
（税込、
テキスト代・昼食代含む）
定 員 40人
（定員になり次第締切）
講 師 大石信子氏
(㈱ミントス・チーフインストラクター)
詳しくは、
境港商工会議所相談課にお問い合
わせください。
☎44－１１１１
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十

傑

（妖怪川柳大賞を除く）

★境港市長賞

しょうけらも 監視カメラに 座を譲り

★境港商工会議所会頭賞

死にたくは ないと件が 黙秘権

★水木しげるロード振興会会長賞

帰ったら 寒戸の婆 まだ若手

(限界集落)

寝肥に ハズキルーペが 尻込みし

(セクハラ)

★水木しげる記念館館長賞

赤貧に 貧乏神が 家出する

★名物料理を作る会会長賞

(キンモクセイ)

覚さえ 逃げ出す 妻の 第六感

★夢みなとタワー館長賞

(社長)

こっそりと 閻魔に渡す 袖の下

(地獄の沙汰)

プラゴミを 食べて誤嚥の 海坊主

(中年やまめ)

★米子空港利用促進懇話会会長賞
★境港妖怪レーベル代表賞

少ないが 貧乏神にも お年玉

(気持ちが大事)

小・中学生の部 トップ10
◆第１位
目々連 どろぼうさんから 守ってね (ゆうせい)
◆第２位
妖怪を いっぱい知った 認定書
(ちさき)
◆第３位
かくれんぼ においでわかる ねずみ男 (ゆうせい)
◆第４位
通学の リュックはいつも 子泣き爺
(中学生)
◆第５位
悪夢消す 薬ないから 獏欲しい
(地獄)
◆第６位
僕の母 他人の前では 化け狸
(母たぬき)
◆第７位
つくも神 怒りが飛び交う ごみ捨て場 (大切に)
◆第８位
少子化か 座敷童子も 珍しく
(十六夜 龍)
◆第９位
百目のね 眼科検診 一時間
(はるぺん)
◆第10位
中学生 きっとみんな 天邪鬼
(まーひ)
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寝肥に ハズキルーペが 尻込みし
(セクハラ)
過疎の里 河童がひとり 月見酒 (けいちゃんぺっ )
死にたくは ないと件が 黙秘権
(さごじょう)
覗いてるしょうけら覗くおまわりさん (さごじょう)
敵わない 件も覚も 妻の勘
(さごじょう)
赤貧に 貧乏神が 家出する
(キンモクセイ)
神無月 貧乏神も いなくなり
(すさび老人)
貧乏神 住んで笑顔の 絶えぬ家
(らくちゃん)
来年も お邪魔しますと 貧乏神
(ナンサン)
管制塔 一反木綿に 飛行許可
(えのき)

！
世界が広がる！世界とつながる
2019年10月26日㈯

0570-029-222

ⓒ水木プロ

96

10

10

吹雪背に
インスタ映えの
雪女
（壁紙）

雪女は色白で、子供を10人産んでも年
をとらず、いつまでも若く美しい。吹雪
をバックに、微笑むお雪(雪女)。小泉八
雲の名作「ＫＷＡＩＤＡＮ」の一節。


選・桝田知身

2019年3月1日～2019年3月30日
米子鬼太郎空港

羽田空港

米子鬼太郎空港

7:20 ～ 8:40

6:55 ～ 8:20

9:00 ～ 10:15

9:25 ～ 10:50

11:40 ～ 13:00

12:30 ～ 13:55

14:35 ～ 15:55

15:00 ～ 16:25

17:05 ～ 18:30

18:25 ～ 19:50

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。 20:40 ～ 22:00

ANAホームページ・携帯サイトwww.ana.co.jp ANA国内線予約・案内
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境港市観光協会会長・桝田知身が選ぶマイベストテン（順不同）

米子鬼太郎空港から

日帰りでも東京滞在約12時間！
！

(さごじょう)

★境港市観光協会会長賞

！
お出かけは米子鬼太郎空港から！

ご搭乗分まで発売中！

(三郎)

10

が「十傑」を選び、妖怪
た。
応募者の最北端は北海 川柳大賞を決定。併せて、
道旭川市、最南端は沖縄 「小・中学生の部トップ
」も決め、同時に境港
県宮古島市。最年少は２
歳、最年長は 歳でした。 市観光協会の桝田知身会
同コンテストは、妖怪 長がマイベストテンを選
をお題とした川柳を全国 びました。
大賞を除く今回の「十
から募集するもので、今
、
「小・中学生の部ト
回も世相や流行を鮮やか 傑」
に切り取り、風刺を利か ップ 」と「境港市観光
せた作品が数多く寄せら 協会会長 桝田知身が選
れました。
ぶマイベストテン」は、
審査は７人の選考委員 次の通りです。

新就職者激励会

社会人として第一歩を踏
み出す新就職者の皆さん
を祝福し激励しようと、
毎年開催しているもの。
多くの皆さんのご参加を

1

10

境港市観光協会は、昨
年 月１日から 月 日
までの３カ月間、
「第
回『妖怪川柳』コンテス
ト」を実施。 都道府県
の全てから応募があり、
８０３９句が集まりまし

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
お待ちしています。
申込方法など、詳しく
会員事業所に採用された
激励会のあらましは、 新規学卒就職者
は境港商工会議所総務課
次の通りです。
参加料 無料
☎( ︱１１１１ へ)。
第 回
日時 ４月 日㈫ 午前
時 分～正午
場所 境港商工会議所
３階 大ホール 境(港市上
道町 )
対象者 境港商工会議所

51

第13回「妖怪川柳」
コンテスト

••••••••••••••••••••••••••••••••

境港商工会議所は、４
月 日に新就職者激励会
を開催します。
この催しは、これから
企業の一員として、また
16

新社会人の門出祝う

スタッフがコンテストの結果をパネルで報告 ⓒ水木プロ

く だん

妖怪川柳大賞決まる

境港市観光協会は、
「第

ス ト 」 の 大 賞 を「 Ａ Ｉ も 件 も 負 け る 妻 の 勘 こ
(ま

っちょ 」
)に決定。同大賞を含む「十傑」と「小・

日に境みなと・

21

」
、
「境港市観光協会会長 桝田

知身が選ぶマイベストテン」
を２月

中学生の部トップ

オアシス 大
(正町・みなとさかい交流館２階 で)発表

しました。

10

ＡＩも 件も負ける 妻の勘

2 0 1 9 . 3 月〈 N o . 5 9 5 〉

20:05 ～ 21:30

米子鬼太郎空港駐車場 無料 米子空港利用促進懇話会

24

取西支店の一員として鳥取しゃんしゃん祭の一斉傘踊りに参加した
時のものです。
当時はバブルの絶頂期で、同期の行員が２００人もいる超売り手
市場でした。その年12月の日経平均株価は最高値を付け、定期預
金の金利も6パーセント以上と、まさに右肩上がりの時代だったと言
えます。

マサバの水槽を清掃する山本健也室長

うになり、同センターの
主要な仕事の一つとなり
ました。稚魚の放流調査
も継続しています。
同センターは技術開発
を担当。そして、同居す
る 公( 財 鳥) 取 県 栽 培 漁
業協会が養殖事業者に稚
魚を販売し、アフターフ
ォローを行うという役割
を担っています。
同センターが最初に取
り組んだのは、マサバの
陸上養殖でした。当時、
高い値段で取引されてい
たことや、マサバの稚魚
が欲しいという要望もあ
ったためです。
マサバ養殖の可能性調
査に始まり、養殖方法の
検討や基礎研究を行う中

「24時間戦えますか」という
コマーシャルがはやり、私自身
もがむしゃらになって夜遅くま
で仕事をしていました。今では
考えられないことですね。
景気はずっと上昇していくも
のだと、皆が思っていました。
ある意味では、夢のある時代
しかし、その後にバブルがは
じけ、景気が冷えこみます。倒

一斉傘踊りに参加する長石徹氏

産処理もたくさん経験しました。今般の金融機関の立ち位置は、入
行当初からは変化しており、地域とお客様のために役立つことを第
一に考えています。
平成は、ことし4月に終わり、新しい元号に変わります。私の銀
行員生活は平成と共に駆け抜けたと言えるでしょう。
（談）

再エネ
22～24％程度
原子力
20～22％程度
電力
9,808億kWh程度

天然ガス
27％程度
石炭
26％程度

2030年度

2030年度

して、鳥取県の養殖事業
を応援していただけると、
ありがたいです」と呼び
かけました。
詳しくは、同センター
☎(０８５８︱ ︱３３
２１ に)お問い合わせく
ださい。

電源構成
（総発電電力量）
10,650億kWh程度

を密にしていきたいです。
要望はたくさん来ている
ので、できるだけ対応し
ます」と話しました。
さらに、
「 機会があれ
ばぜひ、県内で生産され
た養殖魚を賞味していた
だきたいと思います。そ

電源需要
徹底した省エネ
1,961億kWh程度
（対策前比▲17％）

も力を入れ、ワクチンの
的確な投薬方法や薬をや
るタイミングなどを指導
しています。
同センター養殖・漁場
環境室の山本健也室長は、
「鳥取県には、養殖業者
がまだ少ないので、連携

商議所建設業部会講演会

••••••••••••••••••••••••••••••
必要性は高まっている 」
県西部地域の道路整備テーマに
と指摘。
境港
また、「現在、圏域のま
米子
ちづくりの観点や産業及
境港商工会議所建設業 講演会を開催。テーマは び観光振興、防災などの
部 会 足 立 收 平 部 会 長 「鳥取県の西部地域の道 ストック効果についてワ
(
)
ーキンググループを設置
は２月８日、米子商工会 路整備」でした。
議所建設業部会と合同で、 米増室長は、全国の高 し、高速道路の必要性に
鳥取県県土整備部 道路 規格幹線道路の現状と鳥 ついてテーマごとに整理
企画課 高速道路推進室 取県内の整備状況につい ・検討を行っている。今
の米増俊文室長を招き、 て説明し、米子自動車道 後検討を進め、必要性の
の予定路線に指定されな 合意形成を早期に図って
がら、着工に至っていな いきたい」と述べました。
参加者からは、新規事
い米子・境港地域の高速
道路構想について「近年、 業化に向け圏域一体とな
港湾整備による取扱貨物 った取り組みの必要性な
やクルーズ船の増加、水 ど、多くの意見が寄せら
木しげるロードのリニュ れ、県内の道路整備につ
ーアルなど、道路整備の いて情報を共有しました。
講演する米増俊文室長

で、陸上養殖の事業化に
力を貸しました。また、
キジハタの事業化にも協
力。ウマズラハギ、ヒラ
メの試験や海藻、岩ガキ
などの検討も行っていま
す。
一方、魚の病気対策に

だったのではないでしょうか。

34

養殖事業

養殖の頼もしい支援機関

写真は、私が山陰合同銀行に入行した１９８９(平成元)年8月、鳥

流することでした。それ
を栽培漁業と言います。
しかし、漁獲量の低下
を受けて、２０１２ 平(
成 年)から鳥取県が養
殖振興にも力を入れるよ

「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。今回は常議員・長石徹氏(㈱山陰合
同銀行境港支店 支店長、52歳)の1枚です。

シリーズ

県内の事業者拡大に尽力

56

境港市を中心とした養殖事業にスポットを当てた

境港商工会議所 常議員 長石 徹 氏
平成と共に駆け抜けた行員生活

「シリーズ養殖事業」。最終回は、鳥取県栽培漁業

38

〝あのころ〟の1枚

センター 湯
(梨浜町 を)ご紹介します。

同センターは、鳥取県
農林水産部の一部門。１
９ ８ １ 昭( 和
年) に 開
設しました。当初の目的
は、安定した漁獲量確保
のために、稚魚を育て放

思い出写真館

県栽培漁業
セ ン タ ー

Part

企業探訪 36 最新技術で看板制作
耐久性に優れた素材が一役
― EDOON（えどおん）―
たずぬ

ＥＤＯＯＮ(花町、江戸 温 代表)は、創業24年目の看板など
を制作している企業。名称は、江戸代表の名前を音読みにして
英語表記にしたものです。今回の「企業探訪」は同社の江戸代
表に、昔と今の看板制作の違いなどについて伺いました。
江戸代表は、大学を卒業して米子市内の会社で勤務した後、
同社を立ち上げました。きっかけは、高校時代に看板制作のアル
バイトをしたことでした。
「アルバイトをしていた頃は、手書きで看板を作っていました。
今は大型の看板でもデザインや図柄をパソコンで制作した後、印
刷機で印刷して、看板の枠に貼
り付けるという当時では考えら
れない方法で 制作しています」
と語る江戸代表。
また、
「一番苦労したのは、パ
ソコンでデザインを制作するた
めに、グラフィックの難解なソフ
トを一から覚えたことでした」
と話しました。
最近は、ポスターや看板の材

横断幕の納品作業をする江戸温代表

料も進化し、雨や雪などにも強く耐久性に優れた素材が用途別に
開発されたこともあり、屋外の看板や横断幕、多色刷りの看板な
どの需要も増えています。
詳しくは、同社(☎42－３８１２)にお問い合わせください。

長期エネルギー需要の見通しと電源構成について
地
熱…1.0～1.1％程度
バイオマス…3.7～4.6％程度
風
力…………1.7％程度
太 陽 光…………7.0％程度
水
力…8.8～9.2％程度

・将来の日本に望ましい電源構成が示されています
※ベースロード電源：コストが低く、発電量の調整は行わず一定。
原子力、石炭火力、一般水力、地熱を足したもの
出典：経済産業省 資源エネルギー庁 長期需要見通し小委員会
「長期エネルギー需要見通し
（2015年7月）」

ベースロード電源※比率 56％程度
石油3％程度

資料提供：中国電力㈱鳥取支社

［中国地域エネルギーフォーラム鳥取県支部］
〈事務局〉境港商工会議所 相談課内

☎0859-44-1111

2

る源泉だと感じていま
す」と挑戦する気持ちを
語りました。
また、
「 会社を成長さ
せることで、育てていた
だいたこの地域に恩返し
がしたい」とも話す上田
社長。同社の活躍に注目
が集まります。
詳しくは、同社 ☎(
︱０７７０ へ)。

)

そのいわしを使った商
品を製造販売する㈱大新
が、このたび境港総合技
術高校の生徒とのコラボ
商品を開発。
その名も
「境
港市のいわしワンタン」
。
そのネーミングから地元
愛を感じ取ることができ、
また「県特産ナゾの４種
類入り」とうたう心憎い
演出は、遊び心も感じ取
れます。
高校生のアイデアを商
品という形にするまでは、

一つのドキュメンタリー
番組ができそうなくらい
だったとか。試行錯誤と
紆余曲折の数々を経て完
成した製品は、青春真っ
只中の若者が大人社会を
垣間見て学び、成長して
いく姿と重なります。
子どもでも食べやすい
味付けにしてあり、魚が
苦手な人にこそ、ぜひ食
べてもらいたい一品です。
「 いわしワンタンをき
っかけに地元の魚をたく
さん味わってもらいた
い」
、
「好きになってもら
いたい」と望む高校生の
心意気を感じ取りつつ、
地元の食を味わってみま
せんか。
詳しくは、同社 ☎(
︱１３３５ に)お問い合
わせください。

44

新車・中古車・車検・鈑金塗装

人と車にやさしいメンテナンス

中国運輸局長指定民間車検工場

新しいことに日々挑戦

ちょっと

ビジネスの拠点となりま
した。
上田社長は「創業当時
は苦労しましたが、今は
当時の 倍の売り上げに
なりました。新しいこと
への挑戦は日々、怠らな
いように心掛けています。
緊張と不安が付きまとう
仕事ですが、この不安感
が自分を成長させてくれ

•••••••••••••••••••

新

境港市のいわしワンタン
大

境港市内事業所の一押し商品をご紹介するこの
コーナー。今回は、㈱大新 昭(和町、山本一徳社長

の「境港市のいわしワンタン」です。

境港を代表する魚のひ ームで注目を浴びている
とつで、ＤＨＡ ド(コサ 魚のひとつです。
ヘキサエン酸 や)ＥＰＡ
エ(イコサペンタエン酸 )
を多く含むことで知られ
るいわし。近年の健康ブ

ＦＡＸ(0859)45－6165
E―mail:kawabata＠lime.ocn.ne.jp

〒684－0062 鳥取県境港市蓮池町67番地1
TEL 0859-44-0665 http://eco‾moriwaki.com/

来店型ビジネスの展開も

兼ねて大規模な社内イベ
うえだイベント㈱ 上(道町、上田康文社長 は
)、
ントを企画する企業も増
年前に創業。２年前には、新社屋を建設しています。
え、同社のニーズはます
今回のちょっと拝見は、上田社長に同社の経営方針
ます高まってきました。
などについて、伺いました。
同社は３年前、岡山市
うえだイベントは、企 まざまな形態のイベント に支店を開設した直後、
業や団体の社内表彰式、 を企画・運営しています。 ホンダジェット 本(田技
祝賀会、研修会など、さ 最近は、従業員の慰労を 研工業㈱が開発した航空
機 の)披露パーティーを
受注。それがきっかけと
なり、岡山でも知名度が
上がり、同市内の大学の
学園祭なども手掛けるよ
うになりました。
２年前、国道４３１号
線沿いに建てた新社屋に
は、イベント機材や商品
を実際に見てもらうため
の展示スペースを設置。
さらに、印象的な看板も
取り付けるなど、来店型

今今
のの

境港商工会議所は、「特
許等無料相談会」を毎月
１回、第２水曜日に開催
します ８(月は第３水曜
日 。)
最近、社名や商品名な
どの商標に関するトラブ
ルが頻発しています。自
社の商標を侵害されてい
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

〒684－0046 鳥取県境港市竹内団地267
ＴＥＬ(0859)45－6161(代)

㈲森脇自動車

46

ー 境港商議所 ー

•••••••••••••••••••••••••••••••
生することも珍しくあり 相談室 境(港市上道町 )
ません。
予約制 前日までに予約
こうした、知的財産権 が必要です
についての調査や特許、 相談員 知財コーディネ
商標、意匠の出願・登録 ーター 鳥(取県知的所有
方法など、様々なご相談 権センターから派遣 )
に専門の相談員が応じま
詳しくは、境港商工会
す 秘(密厳守 。)相談料は 議所相談課 ☎( ︱１１
無料です。
１１ へ)。
同相談会のあらましは、
次の通りです。
開催日 ▽２０１９年３
月 日㈬▽同４月 日㈬
▽同５月８日㈬▽同６月
日㈬▽同７月 日㈬▽
同８月 ㈬▽同９月 日
㈬▽同 月９日㈬▽同
月 日㈬▽同 月 日㈬
▽２０２０年１月８日㈬
▽同２月 日㈬▽同３月
日㈬
時間 午後１時～４時
場所 境港商工会議所

特許等無料相談会

印刷・パッケージ・シール

賢いマイカープランはじめました

18

営業です。企業などを
訪問して出張の切符の
手配や社員旅行の対応
などを行います。営業
エリアは鳥取県西部地
区全体です。
渡 部 所 長 は、
「市内
にある唯一の旅行会社
なので、どんな小さな
依頼にも対応します。
一枚の切符手配から国
内外旅行まで。旅行は
楽しみのためにするも
のなので、そのお手伝
いができればと思って
います」と話しました。
詳しくは、同社境港
営業所 ☎( ︱３１６
１ へ)。

44

ー 岡田商店 ー
㈲岡田商店（幸神町、岡田信行社長）は、
家庭でかんたんにできる手前味噌作り教室
を岡田商店（幸神町）
で開催します。
▷日時＝３月23日㈯ 13：30～15：30▷講師＝
田村範夫氏（こうじ屋田村商店四代目）
▷定
員＝20人▷材料費＝1,800円
（税込）
詳しくは、同社（☎45－6333）へ。

員員

会会

市内の旅行会社に長く勤
務した後、ＪＡ鳥取西部
に在籍。その時は、水木
しげるロードのまちなか
アスパル Ｊ(Ａ鳥取西部
のアンテナショップ の)
店長をしていたこともあ
ります。昨年、一畑トラ
ベルの求人募集に応じて
入社しました。
渡部所長の主な仕事は、

12

会員の今は、境港商

同社は、松江市に拠点
がある一畑グループの一
員です。電車や百貨店、
ホテル、建設関係などの
会社があり、その中での
旅行部門という位置づけ
になっています。みなと
さかい交流館内にある境
港営業所は、境港市で唯
一の旅行社でもあります。
境港市内外の人や外国
人客も訪れ、同社のオリ
ジナルツアーや他社のツ
アー商品などを販売。ま
た、島根県が造成した旅
に便利な各種サービスプ
ランの紹介や販売も行っ
ています。
渡部所長は以前、米子

44

うえだイベント
笑顔で応対する渡部真弓所長

13

新社屋をPRする上田康文社長

遊び心満載のパッケージ

11

11

10

10

11

工会議所会員の動向を
日に

お伝えしています。今
回は、昨年９月

境港市出身の新所長が
着任した㈱一畑トラベ
ルサービス境港営業所
大
( 正 町、 渡 部 真 弓 所
長 を)ご紹介します。

手前みそ作り教室

3月23日

10 21

12

13

12

13

11

一 畑トラベル
サ ー ビ ス 境港営業所

10

毎月第2水曜日に開催

3

38
新所長が誕生

我が社
の一品

拝 見

境港商議所

30

50

㈫・４日㈭・５日㈮の４
日間 ４(月３日㈬は休館
日 )午 後 １ 時 分 ～ ２
時 分 準( 備 体 操 ５ 分、
入水 分 )
対象 ３歳～ 歳 小(学
校６年生まで )
種目 水慣れ～４種目
ク(ロ ー ル、背 泳 ぎ、 バ

募集開始は３月４日から

境港スイミング
ス ク ー ル

短期水泳教室

2019年3月分（4月納付分）からの
協会けんぽの保険料率について
お知らせします

私が妖怪に興味を持っ る先生の妖怪の本を両親
た最初のきっかけは「忍 に買ってもらうようにな
者戦隊カクレンジャー」 りました。そして妖怪関
という作品でした。毎週、
昔の妖怪画と一緒に現代
風にアレンジされた妖怪
が登場するのですが、第
一話でカッパを見たとき
の衝撃を今でも覚えてい
ます。
それからというもの、
キャラクターとしての多
様さにひかれ、水木しげ

関門トンネルを旅行中の高山佳祐さん

受講料 ４０００円 税(
込、スイミングクラブ保
険料含む )
申込期間 ３月４日㈪～
日㈯

酒蔵開放

24

千代むすび
酒
造

44

42

一

航

賀

又

代表取締役社長

T E L 47－0303

4
協会けんぽ鳥取支部加入者の皆さまへ
特定非営利活動法人境
港スイミングスクール
境(港市民温水プール内 )
は、境港市民温水プール
中(野町 で)、短期水泳教
室を実施します。
同教室のあらましは、
次の通りです。
日時 ４月１日㈪・２日

協会けんぽ鳥取支部 企画総務グループ
☎0857-25-0051

【問い合わせ先】

生誕 年祝う
（ 同公会堂でのイベント
は事前申込が必要で、申
込受付は締め切り済み）
一方、水木しげるロー
ドでは、夕方６時 分か
ら妖怪の仮装をした人た
ちの「妖怪仮装大行進」
が行われ、同ロードのリ
ニューアルで完成した影
絵やライトアップなどの
夜間演出照明の中を練り
歩く予定です。
当日は、水木しげる先
生のお祝いをして、リニ
ューアル工事の完成した
水木しげるロードを楽し
みませんか。
米子市公会堂で開催さ
れるイベントについて、
詳しくは鳥取県まんが王
国官房 ☎(０８５７―
― ７ ２ ３ ２ へ)。 ま た、
水木しげるロードで開催
されるイベントについて、
詳しくは境港市産業部通
商観光課 ☎( ―１０６
８ に)お問い合わせくだ
さい。

※40歳から64歳までの人（介護保険第2号被保険者）
には、健康保険料率に介護保険料率が加わります。
※賞与については、支給日が3月1日分から変更後の
保険料率が適用されます。

10

24

24

24

10

〒684－0075
境港市西工業団地100 番地

鳥取県境港市竹内町769番地 ＴＥＬ45－0734

1.57%
15

12

水木しげる
先
生

第8回 上級合格者 高山佳祐さん

日 新

NISSIN

1.73%
介護保険料率

2019年3月分
（4月納付分）から

2019年2月分
（3月納付分）
まで

水木ロードで妖怪仮装大行進も

頼光さんによる活弁「水
存命なら３月８日に
「水木しげる生誕祭」
が３月９日に開催されま 歳を迎えていた水木しげ 木しげるの人生絵巻」な
す。同イベントは、２０ る先生の生誕を祝うため、 ど、多彩なイベントを実
１５年 月 日に逝去さ 地元関係者や全国各地の 施します。
ゲゲゲの鬼太郎のテレ
れた水木しげる先生の誕 ファンが集まります。
米子市公会堂での催し ビアニメ化 周年を迎え
生日を祝う催し。今回の
会場は、米子市公会堂と は、午後２時 分からス た昨年から放送が始まっ
水木しげるロードです。 タート。活動弁士・坂本 た第６期アニメ「ゲゲゲ
の鬼太郎」に出演する声
優さんたちをスペシャル
ゲストとしたトークショ
ー
「ゲゲゲ談義２０１９」
も開催。
過去に鬼太郎の声を演
じ、現在放送中のアニメ
では目玉おやじを演じる
声優界のレジェンド・野
沢雅子さんやねずみ男を
演じる古川登志夫さん、
ねこ娘役の庄司宇芽香さ
ん、犬山まな役の藤井ゆ
きよさんが登場します。
30

47

30

26

詳しくは、境港スイミ
タフライ、平泳ぎ )
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
係の漫画を読みあさり、 祭の一環で「かわいよう 場所 境港市民温水プー ングスクール ☎( ―３
昨年 月に開催した境港妖怪検定で、第８回上級
民俗学を学ぶことができ かいあーとふぇす」とい ル 境港市中野町 )
７２５ へ)。
けいすけ
(
第
(６回妖怪検定から上級実施 を)合格した高山佳祐
る大学を選択して進学す う催しが開かれ、楽しか
•••••••••••••••••••
さん 奈良県在住 に寄稿していただきましたので、
(
)
っ
たです。
る
ほ
ど
、
の
め
り
込
み
ま
し
ご紹介します。
３月 日
妖怪検定の存在を知っ
た。
妖怪という言葉自体は、 てから受験するまでは早
子どもが楽しめるイベントも
かつて格調高い文章にだ かったと思います。初級、
け使われる傾向にあった 中級、上級と縁あって認
千代むすび酒造㈱ 大( んです。
そうですが、今では誰し 定していただきましたが、 正町、岡空晴夫社長 は)
同イベントのあらまし
もが知っている言葉です。 今まで妖怪好きとして、 ３月 日、同社の酒蔵で は、次の通り。
文学、美術、教育、風習、 あれこれ経験したことが 「酒蔵開放」を実施しま 日時 ３月 日㈰ 午前
信仰、娯楽と、様々な分 ひとつの形になったのか す。毎年春に開催して今
時～午後３時
野と密接している独特な なと思っています。
会場 千 代 む す び 酒 造
回が 回目。
文化だといえるでしょう。 人間がいる限り妖怪は
酒かすや梅の実のつめ 酒蔵 境(港市大正町 )
境港のように町おこし 不滅。我々の生活の中で 放題、餅つき大会、酒蔵
酒蔵開放について、詳
に貢献しているのも面白 にぎやかに百鬼夜行する 見学や小さいお子さんも しくは同社 ☎( ―３１
く、私が住んでいる奈良 様子を、これからも楽し 楽しめる催しなど、楽し ９１ に)お問い合わせく
でも、一昨年に国民文化 んでいきたいです。
いイベントが盛りだくさ ださい。

11

妖怪好きが一つの形に

株式会社

あなたの街のでんきやさん

9.96%
15

55

コーチの指導で楽しく上達

鳥取支部の健康保険料率は変更となります。
介護保険料率（全国一律）も変更となります。
皆さまのご理解をお願いします。

23

10.00%

健康保険料率

97

97

妖怪の仮装で鬼太郎らと水木しげるロードを
ⓒ水木プロ
練り歩く大行進の参加者

2019年3月分
（4月納付分）から
2019年2月分
（3月納付分）
まで

3月9日

境港妖怪検定 合格者の声… 26

選りすぐりの
〝いいもの〟
を販売

10

10

30

少年の健全育成にご協力を

境港市上道町3000 境港市役所別館1階

開所時間【月～土】
（8：30～17：15）

県立ハローワークに登録しませんか！

鳥取県立HW

10

25

30

10

検索

☎0859-44-3395

鳥取県立境港ハローワーク

毎年見事な花を咲かせる台場公園の桜

11

ただいま出展者募集中
11

水産加工大賞

みんなで選ぶ
境 港 の
24

写真は全てイメージです

主催：鳥取県立境港ハローワーク
後援：境港市、いちごハウス、わんぱくキッズ、スマイル

参加費
無料

予 約不

要

門永水産・テンプスタッフフォーラム米子オフィス・
弓ヶ浜水産・CTRマクドナルド境港店・澤井珈琲・
こめや産業

子育て応援お仕事
相談会開催

境港市上道町３０００

●参加予定事業所

就活

パート

11

3月の相談日

11

10

場所

境港市保健相談センター１階

子育て中

30

センターまで。☎２２－３５７０

１２：３０～１６：００

扶養範囲内

15

○お問い合わせは、西部地域産業保健

10

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。

15

47

31

で個別に相談に応じます。
（無料）

15

○米子市久米町の西部医師会館会議室

44

29

○平日、午後１時３０分から３時３０分まで。

平成31年３月１４日㈭

日時

鳥取県立境港ハローワーク

出張

境台場公園桜まつり

24

多彩な催し にぎやかに

出展商品 ▽境港市で製
象に「桜」をテーマにし 灯台内、時間＝期間中の
造され、販売実績のある
た絵を募集。１次選考通 午前 時～午後５時
)
水産加工品 過(去の出展
過の作品を掲示し、来場
同桜まつりについて、
者による投票も実施。作 詳しくは実行委員会 ☎
商品も含む ＝)加工大賞
(
品募集期限は、３月 日
︱３８８０ に)お問い
選考商品▽境港市で製造
㈪まで 展示場所＝境港 合わせください。
され、販売実績のない水
(
産加工品＝チャレンジ商
日㈪～４月７日㈰まで
境台場公園桜まつりが ７日㈰ 桜(の開花状況に
••••••••••••••••••••
は、２００９年から７回
品
の午前 時～午後５時 。
３月 日から４月７日ま より変更の場合あり
)
)
を数え、地元でどのよう
出展商品数 ▽加工大賞
で開催されます。
会場 境台場公園 境(港 併せて、昭花クラブバザ
な魚が水揚げされ、加工 開 催 日 時 ５ 月 日 ㈯ 選考商品＝１事業所２品
境台場公園は桜の名所 市花町 )
ーも実施▽ステージベン
品として市場に流通して 午前 時 分～午後２時 まで▽チャレンジ商品＝
として有名で、毎年桜の 内容 桜の木約２５０本、 ト＝踊り、太鼓、バンド
分
いるかの認知度向上に大
１事業所１品まで
咲く時期に桜まつりを行 ぼんぼり約１００基設置、 演奏など。出演者を募集
場所 夢みなとタワー１ 申込期限 ３月 日㈮
いに役立っています。
っているもの。期間中は、 ぼ ん ぼ り ラ イ ト ア ッ プ 中。応募期限は３月 日
こうした成果を踏まえ、 階 多目的ホール 境(港市
表彰 水産加工大賞 １(
ぼんぼりライトアップや
時(間＝午後６時～ 時 ) ㈪まで。なお、ステージ
今回はみんなで選ぶ「大 竹内団地 )
各種イベントを行い、多 イベント ▽昭花クラブ が空いている時には、地
位～３位 と)審査員特別
賞」に加え、販売する加 内容 境港市で生産され 賞に表彰状、副賞を授与
くの来場者で賑わいます。 連合会作品展＝地元の人 域活動などにステージを
工品として優秀であるか た水産加工品の試食品評
同桜まつりのあらまし の手芸品や絵画などの力 利用できます 連(絡先＝
チ(ャレンジ商品には順
どうかを審査する「特別 会 試(食品は無料 。)会場 位を付けない )
は、次の通りです。
作が並ぶ作品展 場(所＝ 同実行委員会、境港市観
賞」を選ぶことも開催目 前で即売もあり
期間 ３月 日㈯～４月 境港灯台内、日時＝３月 光協会内・☎ ︱３８８
詳しくは、同実行委員
０ ▽)お花見クイズラリ
出展者 境港市に事業所 会事務局 境(港市産業部
みんなで選ぶ境港の水 的の一つとしました。
同イベント出展者募集 を有する法人および個人 水産課内・☎ ︱１０５
ー＝境港市内の桜の名所 産加工大賞が５月 日、
を巡って、設置してある ２年ぶりに開催されます。 のあらましは、次の通り。 事業主
５ へ)。
問題を解きます。抽選で 主 催 は、 同 実 行 委 員 会
•••••••••••••••••••••••••••••••
を呼びかけています。
賞品をプレゼント。 時(
島(谷憲司会長 で)、今回
進学や進級時に多い非行や犯罪被害
少年に関する悩みやご
間＝期間中の午前 時～ が８回目。ただいま、出
相談は、▽西部少年サポ
午後４時 ▽)第６回「 桜 展者を募集しています。
ートセンター ☎( ︱１５
境港市は全国有数の水
川柳」コンテスト作品展
示＝２月に、春にちなん 揚げを誇る水産都市であ
例年、進学や進級時は、 どの各種活動を通じた少 ７４、時間は平日午前８
だ川柳を募集。 傑を含 り、水産業と水産加工業 生活環境の変化などに伴 年の非行や犯罪被害防止 時 分～午後５時 分 )
む 作品程度の入賞作品 は当市の基幹産業として い、少年が深夜はいかい、 活動を重点的に推進しま ▽ヤングテレホン ☎(０
を会場内に掲示▽第５回 地域経済を支え、地域の 喫煙などの不良行為や万 す。
８５７︱ ︱０８０８、
「桜の絵」コンテスト作 発展に貢献してきました。 引き、自転車盗などの非
境港警察署は、皆さん 時 間 は 平 日 午 前 ８ 時
同水産加工大賞の開催 行に走ることがあります。 に地域ぐるみで少年に対 分～午後５時 分 ▽
品展示＝小学生以下を対
)ヤ
またこの時期は、スマ する声かけ運動や見守り ングメール
(youngmail
ートフォンなどのインタ 活動、ペアレンタルコン
▽境
@pref.tottori.lg.jp)
ーネット接続機器を買い トロールの啓発など、少 港警察署 ☎( ︱０１１
与えられることが多く、 年の健全育成へのご協力 ０ ︱)にご連絡ください。
少年がインターネットを
利用することで有害情報
を閲覧したり、児童買春
や児童ポルノなどの犯罪
被害に遭う場合もあるで
しょう。
このため警察は、３月
中旬ころから４月中旬こ
ろまでの進学・進級時期
に街頭補導や少年相談な

松江城周辺で開催

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
同イベントのあらまし 日時 ３月 日㈰ 午前
中海・宍道湖・大山圏
時～午後４時 荒(天中
域を中心に、山陰の逸品 は、次の通りです。
を一堂に集めて販売する
止、小雨決行）
「山陰いいものマルシェ」
場所 国宝松江城周辺
が３月 日、松江市殿町
松江市殿町 )
(
の国宝松江城周辺で開催
店舗
店舗
されます。主催は、山陰
詳しくは、同実行委員
いいものマルシェプロジ
会事務局 松(江商工会議
ェクト実行委員会。
所産業振興課内・☎０８
良質な農水産品や加工
５２︱ ︱０５０５ へ)。
品、伝統工芸品など、山
また、専用ホームページ
陰が誇る選りすぐりの
(http://sanin-iimono.
“いいもの”
が集まります。
をご覧ください。
jp/)

国宝

産業医

30

３月14日㈭

30

企業・労働者の相談窓口

出展商品を試食する来場者

産業医

5月11日開催

60

32

境港警察署

３月７日㈭

47

10

47

5

23

山陰いいもの
マ ル シ ェ

3月23日から

23

（一社）境港青年会議所 ＪＣプレス

（一社）境港青年会議所

事務局：〒６８４－００３３ 境港市上道町３１４７
電 話：４４－２７００ ＦＡＸ：４４－４６４９
Ｅ-mａ
ｉ
ｌ：sakaijc@chukai.ne.jp
ホームページ：http://www.sakaiminato-jc.com/

４月に次世代交流会

境港青年会議所まちづ
くり委員会は今年度、境
港市民の皆様に対して、
まちづくりに関する「ア
ンケート調査」を実施し
ます。
これまで当会は、５年

Ｒコード参照 や
) ＳＮＳ
などで発信していきます。
ぜひチェックしてみてく
ださい。皆
様のご参加
をお待ちし
ています。

ごとに組織の活動指針と
して「提言」を作成して
きました。創立 周年を
迎える２０２０年の提言
では、市民の様々な要望
や考えを把握した上で、
青年会議所としてできる

まちづくり委員会 委員長石倉眞彦

事業ＰＲ

アンケートにご協力を

•••••••••••••••••••

いと思います。
詳細は今後、境港青年
会議所ホームページ Ｑ
(

会員拡大委員会 委員長庄司慎平

境港青年会議所は、４
月に次世代交流会を企画
しています。
当会は、渡邉冬樹理事
長のスローガン「笑部屋
シ
( ョールーム 」)のもと、
笑顔と夢と挑戦と幸せの
輪を広げるべく活動をし
ているところです。
交流会では地域の若者
と当会会員に「学び」と
「 交 流 」の 場 を 提 供 す る
予定です。学びを得なが
ら楽しく交流し、地域の
若者がつながる場とした

私たちと一緒に活動しませんか

ただいま会員募集中

私たちは、常に地域 一緒にこのような事業を
と時代に即した事業活 企画・運営していただけ
動を、若さあふれるパ る人をメンバー一同お待
ワーと情熱を持って実 ちしています。
〈会員資格〉
行してきました。
境港青年会議所の会 ●年齢が満 歳以上で
員となって、私たちと 歳以下の人
ことを考えていきたいと
思っているところです。
詳細が決まり次第、当
青年会議所ホームページ
やＳＮＳなどでご案内し
ますので、多くの皆様の
ご意見をお願いします。

●境港市内及び近郊に
在住、または勤務して
いる人
●境港青年会議所に賛
同していただける人
ご興味のある人は、
境港青年会議所事務局
☎( ︱ ２ ７ ０ ０ へ)。
また、当青年会議所ホ
ームページもご覧くだ
さい。

新入会員ごあいさつ

よろしくお願いします

44

このたび、境港青年会議所に新入会員が誕生しま

した。ここにご紹介します。

11

１月例会・新年祝賀会

表明し、今年度の方針を
全会員で確認。また、各
委員会の委員長が今年度
の抱負を述べました。
続いて、新年祝賀会に
移行。会員同士で餅つき
を行って連帯感を高め、

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

38

•••••••••••••••••••••••••••••••
その後のアトラクション
渡邉冬樹理事長が所信を表明
は、各委員会の担当副理
事長、委員長、副委員長
が一緒になって実施。初
めての共同作業を行うと
いう意気込みが感じられ
るものでした。
祝賀会は、笑顔の絶え
ない「笑部屋 シ
( ョール
ーム 」)とすることがで
きました。
境港青年会議所は１月
日に経営人財委員会の
設営で、１月例会を旨い
か つ き ま る
もん市場 海月丸 相
(生
町 で
)開催しました。
ことし初めての例会で、
渡邉冬樹理事長は所信を

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

20

継ぎ、また地元の農産物
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
岡空 聡 お(かそら・そう )
続いて、場所をお食事
を使用した発酵食品で皆
地 で開催。岩田謙二郎・ ービー 創立からの懐か
)
(
千代むすび酒造㈱
様の健康づくりのお役に
ＯＢ会長をはじめ、数多 しい映像 で
) 始まり、緊 処 美 な と 亭 に 移 し、懇
（境港市大正町）
立つことを目指していま
くのＯＢの皆さんにご参 張感の中にも笑いのある 親会を開催。冒頭のあい
す。
加いただきました。
境港青年会議所らしい例 さ つ で 岩 田 Ｏ Ｂ 会 長 に
【今後の意気込み】
例会は、セレモニーム 会でした。
「 現 役 会 員 の 皆 さ ん は、
昨年 月に境港青年会
ＯＢ会員全員とあいさつ
議所に入会しました。素
をして、ぜひ交流を深め
晴らしい境港の魅力を観
てほしい」と話していた
光で来られた皆様のみで
だき、例年以上にＯＢ会
なく、子どもたちの世代
員の皆さんとの深い交流 【企業ＰＲ】
当社は、
「 鳥取から世 にも伝えていくべく、や
を持つことができました。
また新入会員は、ＯＢ 界にはばたく、進化する る気があり、パワフルな
会員の皆さんの前でなぞ 老舗」をスローガンに慶 同志と活動していく所存
かけをして、これからの 応元年 １
(８６５年 か)ら です。一緒に境港市を盛
意気込みを表現しました。 続く伝統の酒造業を受け り上げましょう！

新入会員は意気込み表明も

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

専用のドライブレコーダーでお客さまの
安全運転をしっかり見守ります！

◎事故緊急自動通報サービス 安全運転支援アラート など

鳥取県西部・島根県東部など

境港青年会議所

～ 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↓↓↓

6
11

先輩諸氏と親交深める

境港青年会議所は、２
月 日が創立記念日とい
うこともあり、毎年２月
の例会に境港青年会議所
ＯＢ会の皆さんを招いて
ＯＢ合同例会を開催して
います。
ことしは、合同例会を
夢みなとタワー３階の夢
みなとシアター 竹
( 内団

OB会員と共に4回連続の100％例会達成を祝う当会メンバー

GK 見守るクルマの保険

● 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

55

事業ＰＲ

OB合同例会・懇親会を開催
11

検索

境港青年会議所

7

アクサ生命は、
商工会議所と協力し、
会員事業所の各種二一ズ
（弔慰金・見舞金制度、
退職金制度、
リスク対策や事業承継など）
を共済制度／福祉制度
でサポートしています。
アクサ生命保険株式会社 山陰支社 米子営業所
〒683-0823 米子市加茂町2-204米子商工会議所5F TEL 0859-33-9101

リフレサロン

商工会議所会員を招いて

招待席

Rei

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

【事業所のあらまし】
代 表 者 大塚 志穂(おおつか・しほ)
所 在 地 境港市外江町1752-1
T E L 090-7773-0969
営業時間 10：00～17：00（18：00）
休 業 日 毎週水・日曜日、祝日
事業内容 リラクゼーションサロン
（女性専用）、セラピストス
クール、アロマとチャクラ
カラー雑貨販売

ゼントを差し上げます。

㈱大新(昭和町)の一押し商品
「境港市のいわしワン
タン」の原料であるいわしに多く含まれている成分
は、
ＤＨＡと次のどれでしょう。
（ヒントは３ページ）
① ＥＰＡ

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
スポンサー

3月7日㈭(当日消印有効)

㈱大新

正解と当選者

26

18

16

23

境港市竹内団地280

TEL・FAX 0859

45-0788

必要事項を記入してご持参いた

特典 だき、ご飲食されたお客様に

200ポイント進呈！
有効期限／2019年3月31日

電

話

ー

ー

みなとさかい店
境港市大正町215

E-mail

TEL・FAX 0859

44-5522

料金 ▽前売券＝４００
円▽当日券＝６００円▽
２歳未満無料※別途料金
が必要なアトラクション
有り

47

スクスク子育てフェスタ

10

10

境港店

ご住所

夢みなとタワー

10

フリガナ

お名前

月のイベント

夢みなとタワー
「フリーマーケット」

日時 ３月２日㈯・３日
㈰ 午前 時～午後２時
場所 １階 多目的ホール
料金 入場無料

ダンボール遊園地
２０１９

見本

20

30

日時 ３月 日㈯ 午前
時～午後４時
場所 １階 エントラン
ス ロ ビ ー、３ 階 夢 み な
とシアターほか
料金 入場無料
詳しくは、夢みなとタ
ワー ☎( ︱３８００ へ)。

探す人たちの関心を引き
付けるような内容の充実
が必要なのです。働き方
改革への取り組みは、そ
の解決策になるかもしれ
ません。

境港店・みなとさかい店

10

3

ボールが遊具に大変身。
今回のテーマは「恐竜ワ
ールド」です。開催期間
中の土・日曜日、祝日は、
夢みなと工房 午(前 時
～午後４時 も)同時開催
開催期間 ３月 日㈯～
５月６日㈪ ３(月 日㈪
～ 日㈬は休館、４月８
日㈪～４月 日㈮は土・
日曜日のみ開催 )
時間 午前 時～午後５
時 入(場終了時間＝午後
４時 分 )
場所 １階 多目的ホール

強会がありました。印象
的だったのは、今や企業
が選ばれる立場になって
いるということでした。
勤務時間や休日、職場の
働きやすさなど、仕事を

ポイントカードの
ご案内

エコで身近な素材・段

倉元内科医院
●

応募のきまり

瑠美子 森
( 岡町 ▽
) 川井
憲司 米
( 川町 ▽
) 長井昌
江 誠
( 道町 )
賞品 ＴＡＲＡ ＣＯＦ
ＦＥＥのコーヒー豆
スポンサー カメラ＆ス
タジオ八田・ナマステカ
トマンドゥ

Rei

10名様

ペンを置いて

リフレサロン

北

賞品 境港市のいわしワンタン１袋

このたび、人手不足の
企業を支援するための勉

山陰合同銀行●
境西出張所

③ ＰＰＡＰ

前回クイズの問題は、
「カメラ＆スタジオ八田・
ナマステカトマンドゥ
上
( 道町 で
) 販売するコ
ーヒーの産地はどこでし
ょう」というもので、正
解は③の「ネパール」で
した。
当選者 敬称略
▽松
(
)
篠嘉代子 財
( ノ木町 ▽
)
足立栄造 渡
(町 ▽
) 永井

○創業のきっかけ？…以前、施設勤めをしていた時に感じ
ていたシビアな環境を変え、手に職をつけようと考えて、
リフレクソロジーを学び始めたことがきっかけです。自
分と同じように心や体が疲れている人を癒したいと思い、
初めは自宅で行っていましたが、思い切って昨年1月に
今の店舗で開業しました。
○おすすめ＆セールスポイントは？…痛みを感じさせない
オリジナル睡眠リフレクソロジーや手足のケアを施すサ
ロンのほか、セラピストを養成する資格取得スクールの
開講も行っています。また、アロマオイルや7色のチャ
クラカラーを使ったセラピーを得意としていて、その関
連雑貨も取り揃えています。
○お客様は？…公民館や小学校が近いため、子育て中のお
母さんからお年寄りの人まで幅広くご来店いただいてい
ます。また、月に1回開催しているアロマのワークショ
ップでは、男性の利用客もいらっしゃいます。
○今後の事業展開
（展望）
？…セラピストの育成、そして雇
用できる環境を整えていきたいと思っています。また、
毎月キャンペーンを行っていて、3月は
「絶対寝てしま
う頭のリフレクソロジー」です。通常料金から1,000円
OFFにします。さらに、お客様からフェイシャルメニュ
ーのリクエストをいただくことが多いため、4月からメ
ニューに追加する予定です。ほかにも、定期的に行って
いる出張セミナーやボランティア活動、SNSの配信な
どを今後も続けて、自らの経験や技術を発信することで
地域貢献したいと考えています。
○一言PR ！…人が集う場所になるよう、今後とも趣向を
凝らしていきますので、ぜひご来店ください。

可愛いロゴが目を引く店舗外観

② ＴＰＰ

販売しているアロマオイル
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