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新魚市場の〝今〟

供用開始
から３ヵ月

安全・安心の境港ブランド全国へ
県営境港水産物地方卸売市場は、日本海側の重要
産地魚市場として、消費者の「安全・安心」のニー
ズに応え、高い水揚げ機能を備えた日本一魅力ある
漁港・市場を目指しています。現在、高度衛生管理
型漁港・市場の整備を進行中です。主要部分の１号
上屋と陸送上屋がことし６月から供用を開始。スタ

１号上屋と陸送上屋は、
水産物の搬入、荷さばき、
出荷準備、搬出などの用
途別に区域を分け、水産
物の動線を徹底した閉鎖
環境型の施設に生まれ変
わりました。
しかも、これまで使っ
ていた古い発泡スチロー
ルや木箱は、雑菌を持ち
込む可能性があるため、
木箱の使用を禁止。プラ
スティック箱や新品の発
泡箱使用への移行を促し、
すでに全ての漁船が対応
しています。

また、排ガス汚染防止
のため、排気ガスを排出
する車両の進入を禁止し、
電動フォークリフトを導
入。音がしない電動フォ
ークリフトは、危険な面
もありますが、動かす側
も周りの人も危険性を十
分知ったうえで、注意深
く行動しています。
さらに、汚染要因の持
ち込みを防止するため、
帽子を必ずかぶり、手洗
いや長靴洗浄など、人の
入場管理を徹底。市場内
で衛生管理員がチェック
しています。タバコを吸
う人もいなく、皆さんが
ルールをしっかり守って
います。
この市場から出荷され
た水産物には、シンボル
マークを貼り、境港ブラ
ンドの強化を目指してい
ます。これまでに 万枚
のシールが使われました。
当面は、地元のスーパ
ーや全国配送の鮮魚パッ
クなどで使用。デザイン
などのブラッシュアップ
を図って、来年以降に全
国へ向けて、展開してい
く予定です。
宇山所長は、
「 ６月の
供用開始から約３カ月が
たち、高度衛生管理型の
精神が徐々に浸透してき
ています。市場関係者に
も円滑に使用してもらっ
ています。そこで、我々
としては、これまで以上
に境港の安全で安心な魚
というブランドを広めて
いきたいです」と話しま

出雲

した。
現在行われている２号
上屋の取り壊しは９月中
に完了します。それから
耐震岸壁整備、地盤改良
に取り掛かり、２号上屋
の建設に入る予定です。

みを誘い、思わず笑ってしまいマシタ。

完成は２０２２年になる
予定で、最終的には２０
２３年に事業が完了する
計画となっています。
詳 し く は、 同 事 務 所
☎( ︱ ３ １ ６ ７ に) お
問い合わせください。

音は騒がしそうですね。それが逆におかし
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商談・展示会

圏域ビジネス
マッチング

日山陰最大級のＢ

︵平田会場︶

Ｂイベント

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

(10月11日･13日)

9:35 〜 10:55

8:45 〜 10:05

8:05

6:50 〜

8:40

米子鬼太郎空港

羽田空港

米子鬼太郎空港

12:30 〜 13:50

14:55 〜 16:15
18:20 〜 19:40
20:05 〜 21:25

〜
〜
〜
〜

日帰りでも東京滞在約12時間！
！

13

連携強化を図ります。
現在、受付中の一般来
場者は、展示ブースを出
展している企業と自由に
名刺交換や情報交換がで
きますので、ビジネスに
挑む皆様のご来場をお待
ちしています。入場は無

30

13:05
15:55
18:25
21:50

(10月11日･13日)

11:40
14:30
ダイヤはお断り無しに変更する場合があります。 16:55
詳しくは、ＡＮＡホームページをご確認ください。 20:20

ご搭乗分まで発売中！

(10月1日 10日･12日･14日 26日)

11:35 〜 13:00

2019年10月26日㈯

(10月1日 10日･12日･14日 26日)

9:45 〜 11:05

！
世界が広がる！世界とつながる

ご存じ芭蕉の名句から。蛙がとびこむ音

ジネスマッチング 中
海 」で検索 の)申込フォ
ームから事前登録
詳しくは、同実行委員
会事務局 ま(つえ産業支
援センター内、松江市北
陵町・☎０８５２︱ ︱
７１０１ に)お問い合わ
せください。

ビジネスに挑む皆様のご来場をお待ちしています

（駄斉）

料です。
同商談・展示会のあら
ましは次の通り。
日時
月 日㈭ 午前
９時 分～午後４時 分
場所 平田文化館 出(雲
市平田町 )
申込方法 同実行委員会
の公式ホームページ 「(ビ
21

7:20 〜

米子鬼太郎空港から

選・桝田知身



60

to

同イベントは、ビジネ
スのご縁を結ぶ山陰最大
級のＢ Ｂイベントです。
ものづくり企業を中心と
した同圏域の企業が幅広
くエントリー。また、圏
域外の発注企業も多数参
加し、企業間の取引拡大、
to

2019年10月1日〜2019年10月26日

！
お出かけは米子鬼太郎空港から！

は静かさを際立たせるが、河童がとびこむ

42

古池や
カッパとびこむ
水の音
11

30

月

中海・宍道湖・大山圏
域ものづくり連携事業実
行委員会は 月 日、平
田 文 化 館 出( 雲 市 平 田
町 で)、
「中海・宍道湖・
大山圏域ビジネスマッチ
ン グ 商 談・ 展 示 会 」を
開催します。
21

in

1

21

11

11

ートから３カ月が経った両施設について、鳥取県境
港水産事務所の宇山俊彦所長に伺いました。
徹底した衛生管理のもとで仕事をする市場関係者の皆さん

応募作品を展示し、来場
者の投票で最優秀賞、優
秀賞、優良賞が決まりま
す。
最近では、２階の民芸
品展示コーナーなどを各
種のイベントスペースと
して貸し出すことも多く
なりました。
就任３年目の大池館長

月 日セミナー

外国人雇用の概要と手続き

働者を受け入れる仕組み
が始まっています。
同セミナーでは、外国
人雇用についての概要と
具体的な手続き、問題点

は、
「 マンボウ祭やサメ
祭は好評でした。マンボ
ウ祭は恒例イベントにし
たいです。また、サメ祭
の時は、サメの展示数が
日本で２番目ということ
がわかりました」と、好
調な同館の現状を報告。
また、
「 イベントの告
知を始め、広報に力を入

れることで、当館の存在
を好ましく思っている人
が増えていると感じてい
ます。今後は、展示の入
れ替えや収蔵品の追加な
どに努めていきたいで
す」と話しました。
詳しくは、同館 ☎(
︱２０００ に)お問い合
わせください。
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フルーツセラピー
フジッコ㈱ 境 港工場
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 、 フ ジ ッ コ ㈱ 境 港 工 場 竹( 内 団 地 、
福嶋博司工場長 の)「フルーツセラピー」です。

環境をテーマに確かな一歩を印す

建築金物・製作金物・仮設金物

中 西 一 郎 商 店

http://nakanishiichiro.co.jp/

イベントや広報が好評

ちょっと

展示品の入れ替えと収蔵に意欲

海とくらしの史料館 花
(町、大池明館長 に)注目が

ル展やサメ生体パネル展、
サメ料理試食会などを行
っています。
現在は、魚の絵コンテ
ストを開催中です。７月
日から８月 日まで▽
幼児部門▽小学生部門▽
中学生部門▽一般部門︱
の作品を募集。９月 日
から 月７日まで同館に
11
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などについて解説します。 次第締切 )
ただいま、受講者を募 受講料 無料
講師 坂口繁雄氏 鳥(取
集中です。
同セミナーのあらまし 労働局委嘱外国人雇用管
理アドバイザー )
は、次の通り。
セミナーの内容や受講
日時
月 日㈮ 午後
方法など、詳しくは境港
１時 分～４時
場 所 境 港 商 工 会 議 所 商工会議所相談課 ☎(
会議室 境港市上道町 ) ︱１１１１ に)お問い合
(
定員
人 定(員になり わせください。

44

一大ブームを経たナタ
デココは、ココナッツを
絞ったジュースが原料と 技術の粋を結集した、超
なっている発酵食品で、 こだわりの一品です。
フルーツセラピーのシ
食物繊維が豊富。カロリ
ーも低いので、美容や健 リーズには、定番の５種
康にも一役買っています。 類に加えて、期間限定商
ナタデココは、国内で唯 品も２種類あります。
１日頑張った自分への
一、ここフジッコ㈱境港
工場が生産しています。 〝プチご褒美〟に、フル
このフルーツセラピー ーツセラピーで心身をリ
は、発酵などの独自技術 フレッシュしてみません
の強みを活かして作って か。
詳しくは、同社境港工
いますが、中身はもちろ
んのこと、パッケージに 場 ☎( ︱ ２ ２ １ １ に)
至るまで、会社の様々な お問い合わせください。

健一郎

西

中

代表取締役

10

境港商工会議所は、「外
国人雇用対策セミナー」
を開催します。
２０１９年４月１日か
ら改正入国管理法が施行
されました。
「特定技能」
という在留資格が新設さ
れ、 介 護、 外 食、 建 設、
宿泊、ビルクリーニング
など、人手不足が深刻な
分野を対象に外国人労

11

集まっています。各種の自主イベントや広報を積極

てらし

31

11

的に行い、イベントスペースとしての役割も増えま

「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・赫太郎氏(甲陽ケミカ
ル㈱境港工場・代表取締役社長、52歳)の１枚です。

17

10

した。今回の「ちょっと拝見」は、大池館長に同館

27

13

海とくらしの
史 料 館

同館は、７００種類・
４０００点のはく製を収
蔵。現在は、マンボウや
サメ、リュウグウノツカ
イ、各種のカニなど、２
０００点を展示していま
す。同館の職員は、３人。
入館者の対応や収蔵品の
整理、イベントの準備な
どが日常の業務です。
ことしは、４月 日か
ら５月 日まで、マンボ
ウ祭を開催。ヤリマンボ
ウとクサビフグのはく製
やマンボウのパネルを展
示し、江戸時代に描かれ
た 翻 車 魚 マ( ン ボ ウ の)
絵も展示しました。
また、７月 日から９
月２日まで、サメ祭を開
催。山陰サメ文化のパネ

境港商議所

ホッと一息、そんな時
にピッタリなデザート・
フジッコ㈱のフルーツセ
ラピー。フローズンフレ
ッシュフルーツ フ(レッ
シュなフルーツを凍らせ
たもの に)、ナタデココ
をプラスした、フルーツ
味の濃いジュレ風ゼリー
です。
フレッシュ感いっぱい
で、のどごしが良いフル
フルの食感と、ナタデコ
コの独特な食感が心と体
に安らぎを与え、まさに
癒し系のスイーツ。

47

44

1番人気のバレンシアオレンジ

10

30

30

本 社／境 港 市 中 町 2 6
営業所／境 港 市 上 道 町 3 1 5 2 (市役所通り)
TEL44−1122㈹ FAX44−1125

鳥取県境港市外江町2056番地1
0859−44−1551 ＦＡＸ．
0859−44−6043
ＴＥＬ．
E-mail：honsha@k-kinoken.co.jp

の今の状況について伺いました。

境港商工会議所 議員 赫 太郎 氏
今も役立つアメリカの留学経験

2

我が社
の一品

有限
会社

株式会社 木 下 建 設

コンテスト中の絵を紹介する大池明館長

写真は１９８６年、私が高校３年生の時、アメリカ・カリフォルニア
州都のサクラメントで、ホームステイ中にホストファミリーや友人と一緒
に撮影したものです。
私は、高校２年生から交換留学生制度を利用して、アメリカの高等
学校に通っていました。最初は短期留学のつもりでしたが、居心地が
よく、大学までの７年間をアメリカで過ごしました。
アメリカ人の友人も増え、文化の違いはあっても、考え方が理解で
きるようになりました。勉強よりもスポーツやキャンプ、スキーなど、
野外で活動した記憶が残っ
ています。日本ではなかな
かできないことをたくさん経
験できました。
１９９２年に帰国し、その
半 年 後に今の 会社に入社。
海外の取引先とのコミュニケ
ーションに当時 身に付けた
ホストファミリーらと赫太郎氏（左から二人目）
英語力と理解力が役立って
14
います。それに何よりも見聞が広がりました。
私は兵庫県の出身で、大阪本社に入社して、２００５年に社長に就
任。２０１０年からは東京本社で勤務しました。そして、一昨年から
境港工場に常駐しています。
家族ともどもゆったりとした生活を好み、アメリカでも郊外で暮らし、
大阪や東京でも郊外に住居を持ちました。今は米子市に住んでいます
が、境港や米子はとても住みやすく、気に入っています。(談）

27

拝 見

44

思い出写真館 〝あのころ〟の1枚

海外展開の力強い味方
ている場所が多く、仕事
の面でも生活の面でも楽
しみです。

本田雅英所長に聞く

ジェトロ鳥取
貿易情報センター

日、着任しまし

日本の貿易振興機構 ジ
(ェトロ 鳥)取貿易情報セン

ターに新所長の本田雅英氏が８月
た。前任地は、ハンガリーのブダペストです。本田
所長に、ハンガリーのことやジェトロの事業などに

︱こちらと似ているとこ
ろもあるようですね。

を設け、日本酒や日系食 高度外国人材の活用支援
品企業の販路拡大のお手 も重要です。さらに、地
元企業のグローバル化に
伝いをしました。
向けて、ビジネスセミナ
︱ヨーロッパの消費者の
ーや貿易実務講座などを
イメージも掴んでいらっ
開催しています。
しゃるのですね。
︱境港はどうでしょう。
ヨーロッパの消費者が
水産関係者の輸出のお
求めている物を見聞きし
ています。そういう知識 手伝いをしているところ
や経験を皆さんにお伝え です。貿易相談などで、
とっとり国際ビジネスセ
できればいいですね。
ン タ ー 竹( 内 団 地 の) 皆
︱鳥取事務所のお仕事は
さんとも連携しています。
いかがでしょう。
︱ジェトロの強みは何で
今は、農産品輸出のお
しょうか。
手伝いが多いです。貿易
や海外展開の相談にもお
カ所ある海外事務所
応えしています。また、 のネットワークです。ぜ

ひ、現地のジェトロ事務
所を訪ねてほしいと思い
ます。境港で海外展開を
考える企業さんは遠慮な
く、ジェトロ鳥取事務所
にご連絡ください。
︱ありがとうございまし
た。

本田雅英 ほ(んだ・まさ
ひで 氏) １９６４年
月生まれ、 歳。静岡県
出身、１９８８年日本貿
易振興会 ジ(ェトロ 入)会。
ジェトロ鳥取貿易情報セ
ン タ ー 鳥( 取 市 若 葉 台、
☎０８５７︱ ︱４３３
５ 。)

足 立 收 平

代表取締役

ついてインタビューしました。

いました。ハンガリーに
︱ハンガリーにはどのく
は３回赴任し、合計 年
らい滞在されたのですか。
間滞在しています。ハン
ガリーは海のない内陸国
ですが、鳥取は海に面し

はい、山陰地方には、
特色のある企業が多数あ
り、また自然が豊かで、
過ごしやすいです。人が
過密でなく、それほどス
トレスも感じません。そ
んなところがヨーロッパ
と似ていると思います。

庶業部会セミナー

本 社 TEL（0859）4 5−3 2 3 0 ㈹
F A X（0859）4 5−6 5 8 0

ただいま参加者募集中

日まで

10

︱滞在中は、どのような
お仕事をされたのですか。

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
客応対などについて、松 ２階 第１会議室
月７日
本さんが覆面調査員時代 講師 松本けい子氏 鳥(
の経験を交えて分かりや 取労働局委託：接客・販
すく解説します。
売マナー講師 )
同セミナーのあらまし 定員
人 定(員になり
は、次の通りです。
次第締め切ります )
日時
月７日㈪ 午後
申込方法など、詳しく
１時 分～３時
は境港商工会議所相談課
会場 境港商工会議所
☎( ︱１１１１ へ)。

日から

•••••••••••••••••••

月

第７回 境港文化のつどい

境港市文化協会

境港市文化協会 湯(越
展示部門
敬会長 は、
「第７回境港
)
文化のつどい」を開催し 会期
月 日㈯～ 月
ます。
日㈰
同つどいのあらましは、 時間 午前９時 分～午
次の通りです。
後４時 分 最(終日は午
後４時まで )
ステージ部門
会場 海とくらしの史料
館 境(港市花町 )
入場料 無料
詳しくは、事務局 境(港
市教育委員会生涯学習課
内・☎ ︱１０９３ へ)。

30

〒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

〒684-0053 鳥取県境港市小篠津町257-1

10
日時
月 日㈰ 午後
１時 分～３時 分
会場 境港市文化ホール
境(港市中野町 )
入場料 無料

26

株式
会社

橋 本 秀 秋

代表取締役

30

10

30

橋本工業所

特許等無料相談会 境港商議所

44

27

27

境港商工会議所庶業部
会 小 板 裕 部 会 長 は)
(
月 日、
「 お客様の満足
は笑顔から～覆面調査員
の見た接客対応の極意

～」のテーマでセミナー
を開催します。ただいま、
参加者募集中。
講師の松本けい子さん
は、多種多様の店舗で販
売員や営業担当者の接客
対応を覆面調査する業務
を経験。覆面調査は、調
査員が一般の利用客に紛
れて商品やサービスを体
験・評価する調査手法で
す。
この調査を通してサー
ビスの向上を図ることで、
顧客満足度や顧客ロイヤ
リティーが向上するだけ
でなく、顧客満足を実感
できる機会が増えること
で、従業員の満足度の向
上にもつながっていきま
す。
セミナーでは、お客様
に満足していただける接

30

12

インタビューに応じる本田雅英所長

54

52

26

27

設計・監理
＜一社＞ 鳥取県建築士事務所協会会員

空気調和・冷暖房設備・給排水設備の管理・設計・施工

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）
開催しています。
10月の相談会のあらましは、
次の通りです。
●日時＝10月９日㈬ 午後１時〜４時●会場＝境港商工会議所相
談室(境港市上道町)●相談員＝知財コーディネーター(ＩＮＰＩＴ
鳥取県知財総合支援窓口から派遣)
●相談料＝無料
詳しくは、
境港商工会議所相談課(☎４４−１１１１)へ。

47

有限会社

10

10

14

㈱リンクス(蓮池町、池田幸仁社長)はこのたび、上道小学
校の体育館を改修。工事の様子を毎日見ていた同校の１年
生全員が感謝の気持ちを込めた寄せ書きを作成して、６年
生の代表を通して同社の工事責任者に手渡しました。
この寄せ書きは、
「きれいな たいいくかん たいせつに つ
かいます」と大きな文字で書き、その文字の周りに各自が思
い思いの言葉を記入したもの。
同社の池田社長は、
「自分たちの仕事をこのように受け止
めてもらえて大変うれしいです」と感想を述べました。

30

10

30

日本の自動車関連企業
の現地進出のための情報
提供を行っていました。
また、地元の大型食品展
示会で、中東欧では初め
てのジャパンパビリオン

たくさんの言葉で埋め尽くされている寄せ書き

ジェトロ・ブダペスト
事務所の所長として４年

ー リンクス ー

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

上道小の1年生が寄贈

74

3

10

10

7

スポットライト

体育館改修にお礼の寄せ書き

次の一手へ

水木しげる記念館

漫画家・水木しげる先
生の創出した独創的な作
品世界や哲学・精神の表
れである「妖怪」の世界
を展示・紹介する「水木
しげる記念館」
。
２００３ 平(成 年)３
月８日の開館から 年が
経過し老朽化が進み、大
規模改修や設備更新が求
められ、耐震化に取り組
む必要も生じています。
また、水木しげるロー
ドの核となる施設として、
将来にわたり持続的にお
客様を迎えるにあたり、
次の一手を講じる時期に
も来ています。
これらを踏まえ、境港
市が基本構想を作成する
前段階として、水木しげ
る記念館の将来のあり方
境港最大の水産イベン
ト「境港水産まつり」が
月 日、鳥取県営境港
水産物地方卸売市場周辺

い、現地を視察しました。
今後は、移転新築、現在
地建て替え、必要な館内
設備、展示内容など、ハ
ード、ソフト両面から検
討を重ね、今年度末をメ
ドに方向性を取りまとめ
る予定です。

で解体したマグロに加え
て、前浜の新鮮な水産物
が驚きの価格で競り落と
されていく「セリ体験」
や魚のつかみどりコーナ
ーも毎年大盛況です。
娯楽コーナーでは、松
江市美保関町出身の演歌
か ず や
歌手・愛田幾也さんの歌
謡ショーや地元有志のス
テージイベントなどがあ

いうものです。
融資保証金詐欺とは、
実際に融資しないにもか
かわらず、融資を受ける
ための保証金などを名目
にして、現金を口座に振
り込ませるなどの方法で
だまし取る詐欺です。
被害に遭わないために、
▽ハガキなどにある連絡

おかしいと思ったら警察へ

融資保証金詐欺にご注意

ります。
一方、総勢 店以上の
出店が軒を連ねる鮮魚や
水産加工品の即売コーナ
ーは、この日限りのお値
打ち価格。様々な飲食物
が立ち並ぶ屋台コーナー
も見逃せません。ぜひ、
おでかけください。
詳しくは、同水産振興
協会 ☎( ︱６６６８ へ)。

•••••••••••••••••••••••••••••••
先には連絡しない▽融資
のために
「保証金が必要」
は詐欺▽インターネット
などで会社を調べる▽個
人情報や暗証番号を教え
ない︱を徹底しましょう。
「 詐 欺 か な？ ど う か
な？」と思ったら、すぐ
警察に相談を。警察総合
相談電話＃９１１０ (
時間対応 で)対応します。
また、境港警察署 ☎(
︱０１１０ で)もご相談
に応じます。

•••••••••••••••••••
境( 港 市 昭 和 町 で) 開 催
されます。主催は 一(社 )
境港水産振興協会。
目玉企画の魚食普及コ
ーナーでは、
「 ベニズワ
イガニボイル丸ごと１２
００食分」を無料でふる
まいます。カニ汁 １(２
００食分 や)イワシのつ
みれ汁 ６(００食分 の)無
料提供もあります。
また、恒例のマグロ解
体ショーも実施。その場

を検討する委員会が設置
されました。同委員会は
水木しげるロード、観光、
建築などの関係者 人で
構成されています。
９月２日に第１回委員
会が開催され、基本的な
要望やアイデアを出し合

4
ことし４月、鳥取県内
で融資保証金詐欺の被害
が発生しました。経営者
をはじめ、融資を受ける
皆さんは
「保証金の要求」
にご注意ください。
被害状況は、
「 鳥取県
内の男性が経営する店舗
に低金利の融資をうたっ
たファックスが届いた。
７００万円の融資を申し
込んだところ、ファック
スや電話で契約事務手数
料や保証会社に対する保
証金、特約担保金などの
支払いを要求され、７回
にわたり計３００万円余
りを振り込んだが、相手
と連絡が取れなくなり、
詐欺被害に気づいた」と

24

あり 方検討委員会がスタート

のの

魚食普及コーナーでベニズワイガニを
ふるまうスタッフ＝昨年の水産まつり

○お問い合わせは、西部地域産業保健

ー 境港水産振興協会 ー
携して対応にあたって
いるとのこと。
和 田 駅 長 は、
「駅と
いうのは、街の活性化
の中心でなければなら
ないと思っています。
『 駅からはじまる街の
活性化』をスローガン
に頑張っていきたいで
す」と今後の抱負を語
りました。
最後に「個人的なこ
とですが、東京五輪の
聖火ランナーに応募し
ています。もし当選し
たら、ご声援をよろし
くお願いします」と話
す和田駅長でした。

で個別に相談に応じます。
（無料）

員員

会会

16 15

きたいという思いで対応
しています」と話す和田
駅長。
外国人観光客が特に多
い街なので、自動翻訳機
を活用したり、隣接して
いる観光案内所に在籍す
る通訳のできる職員と連

50

○米子市久米町の西部医師会館会議室

13

ⓒ水木プロ

水木しげる記念館前に勢ぞろいする鬼太郎ら

10

境港最大の水産イベント
水産まつり
10月13日
10

44

○平日、午後１時３０分から３時３０分まで。

今今

ー JR境港駅 ー

和田駅長は１９７８年、
旧国鉄米子鉄道管理局に
入社し、２００５年まで
車掌としてサンライズ出
雲などに乗務。２００５
年から地上勤務となり、
車掌の指導や育成にあた
ってきました。その後、
ＪＲ宍道駅長 松(江市 を)
務めた後のＪＲ境港駅着
任でした。
会員の今は、境港商
「 境港は水木しげるロ
工会議所会員の動向を
伝 え る コ ー ナ ー で す。 ードもあり、まんが王国
の中心だと思っています。
今回はことし６月に和
観光客の皆さん、特にお
田隆・新駅長が着任し
子様には、楽しいところ
た西日本旅客鉄道㈱の
というイメージを崩さず、
気持ちよく帰っていただ

新駅長が着任

ご紹介します。

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。

41

ＪＲ境港駅 大(正町 を)

企業・労働者の相談窓口

44

センターまで。☎２２－３５７０

鬼太郎らをPRする和田隆・新駅長 ⓒ水木プロ

境港警察署

医
医
医
医
医

10月の相談日
10月３日㈭
産業
10月10日㈭
産業
10月17日㈭
産業
10月24日㈭
産業
10月31日㈭
産業

境港商議所

境港商工会議所女性会 Ms.通信

〒684-8686 境港市上道町3002
〒684-8686 境港市上道町3002

（境港商工会議所内）
（境港商工会議所内）
TEL TEL
44−1111
・FAX
42−6577
44−1111
・FAX
42−6577

着々と進む事業の準備

島の食材をふんだんに盛
り込んだメニューの提供
など、心のこもったおも
てなしでした。
翌日の大会では、
「各
地域の女性活躍を牽引す
るリーダーとして共に頑
張りましょう」と全商女
性連の藤沢萬会長があい
さつ。続いて、優れたサ
ービスの開発や人材育成
をした全国の女性経営者
が表彰されました。来年

林真理子氏が記念講演
全国商工会議所女性会
連 合 会 全( 商 女 性 連 の)
第 回鹿児島全国大会が
９月５日と６日の両日、
鹿児島アリーナ 鹿(児島
市 で) 開 催 さ れ ま し た。
参加者は、約２６００人。
５日夜の懇親会は、３
施設・ 会場で開催。全
施設をライブ中継でつな
いで一体感を保つように
との工夫や鹿児島県産の
黒毛和牛をはじめ、鹿児

さらに、明治維新もこ
あか対しろの構図は、き
ているらしい」と説明。 の海峡で勃発した攘夷戦
また、
「 壇の浦の戦い を引き金に始まったとの
では、弓矢で敵をねらう こと。海峡が見守ってき
が、義経は舟をこぐ水夫、 た歴史が胸に迫ってきま
梶取りかこをねらうよう した。
続く第２部は、
「 海峡
に命じ、混乱させ、勝利
に導いた。安徳天皇を抱 上臈絵巻」の上演でした。
いて時子が入水し、この 同絵巻は、毎年５月３日
時に３種の神器も沈む。 に、下関を代表する祭り
頼朝は義経のこういうと 「先帝祭」で行われる「上
ころが許せなかった」と 臈参拝道中」を表現した
もの。上臈道中の練り歩
話しました。
私は、義経が大好きだ きは、とても優雅で豪華
ったので少し、がっかり なイベント神事でした。
した気持ちになりました。 翌日のエキスカーショ

ンも見どころ一杯。亀山
八幡宮で世界一の
「ふく」
の像を見てから、安徳天
皇を祀ってある赤間神宮
などを巡りました。
また、唐戸市場でおみ
やげを買い、関門トンネ
ル人道入口にも行きまし
た。海峡を歩いて横断で
きる世界でも珍しい海底
トンネルです。いろいろ
観光もでき、とても勉強
なりました。来年は鳥取
市で開催されます。皆様
ご一緒しましょう。
（親睦部会 Ｏ）

•••••••••••••••••••••••••••••••
境港商工会議所女性会 ます。
会員の対象は、境港商
は、会員相互の親睦を図
り、かつ女性の立場から 工会議所会員事業所の女
商工業の改善と発展に寄 性経営者、または女性役
与することを目的とした 員です。ただいま、会員
組織です。主に講演会や 募集中。
詳しくは、事務局 境(
講習会、研修会、会員親
睦などを行い、自己の資 港商工会議所内・☎ ︱
質向上を図るとともに、 １１１１ に)お問い合わ
お互いの交流を深めてい せください。

10

女性会紹介のコーナーでアピールする当会メンバー

水産物直売センター

昭和町仲卸店舗
☎47−4147
Fax 47−4148

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

Fax 42−6156

☎44−0145

源平合戦テーマの講演も
中商女性連 下関大会
19

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
の全国大会は岡山県倉敷
市で開催の予定です。
大会終了後、記念講演
鹿児島で全商女性連全国大会 を開催。ＮＨＫ大河ドラ
せ ご
マ「西郷どん」の原作者、
作家の林真理子氏が「私
の仕事から」をテーマに
講演し、西郷隆盛の話な
ど、ユーモラスで楽しい
話を展開。あっという間
の 分間でした。
今回の大会では、エキ
スカーションで長野県小
諸と兵庫県相生の女性会 も話し合え、とても有意
メンバーとともに二日間 義な交流を持てましたこ
一緒に行動し、それぞれ とを報告します。
（事業部会 Ｓ）
の女性会の活動内容など

エキスカーションで唐戸市場を訪問した当会会員

日の式典では、冒頭
７月 日・ 日の２日
間、海峡メッセ下関 山( に行われたあいさつの中
口県下関市 で)行われた で皆さんが下関を「三方
中国地方商工会議所女性 が海に開け、南は関門海
会 連 合 会 中( 商 女 性 連 ) 峡、西と北は美しく長い
の下関大会に参加しまし 山陰海岸に面し、自然も
た。中国５県の 女性会 歴史も豊かな本州の西の
から、約３８０人の会員 はずれにある。中世から
が一堂に会し、境港女性 近世へ、また近世から近
会からの参加は、４人で 代へと日本の国が大きく
変わるときには、いつも
した。
19

45

20

43

☎46−0533
Fax 46−0557
住所変更になりました。
よろしくお願い致します。

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

舞台となってきた」と紹
介しました。
私はこのあいさつに、
心を解き放ち、ときめく
風景、心に吹き込む新し
い風を感じました。
式典終了後の記念講演
では、赤間神宮の名誉宮
司・水野直房氏が「源平
合戦から」をテーマに講
演。とても興味深い話で
した。
水野氏はまず、
「 合戦
の場で、平家は赤色の旗
を、源氏は白色の旗をた
なびかせた。ここから、

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
境港商工会議所女性会 なるよう、会員一丸とな す。
（会報部会 Ｉ）
は、１９６９ 昭(和 年) って 月９日を迎えたい
に境港商工会議所婦人会 と思っていま
す。私たち会
として創立しました。
おかげ様でことし創立 員 は も ち ろ
周年を迎え、 月９日 ん、各地女性
にＡＮＡクラウンプラザ 会会員の皆様
ホ テ ル 米 子 久(米 町 で)、 や 来 賓 の 皆
創立 周年記念事業とし 様、参加者全
て記念式典、記念講演、 員が笑顔にな
れる、思い出
祝賀会を行います。
ただいま、実行委員会 深い記念の１
のメンバーが中心となっ ページを刻め
て、記念事業に向けた会 ればと思いま
議や打ち合わせなどを定 す。
会員の皆
期的に開催しているとこ
様、ご協力を
ろです。
境港らしい、手作りで よろしくお願
温かみのある記念事業に い い た し ま

女性会創立50周年

㈲いたくら
境港市上道町

長栄善二郎事務所

記念式典
10月9日

本社・境港市松ケ枝町
(水木ロード沿)

事務所

境港商工会議所女性会

10

松葉かに・鮮魚・
境港産にぼし・
山陰産干かれい
や新鮮な魚で干
し上げた干物な
ど、専門店なら
ではのこだわり
の品を皆様の食
卓にお届けしま
す｡

行政書士

司法書士

打ち合わせを重ねる実行委員会の皆さん

44

44

ー 境港商議所女性会 ー

10

ただいま会員募集中

50

いっしょに活動しませんか

50

5

境港商工会議所女性会
51

境港市産地協議会特集

大賞商品とベニガニ使って

カニ水揚げ日本一境港
のＰＲとして、２年前か
ら鳥取県東京本部と連携
し、首都圏で開催される
「 蟹取県ウェルカニキャ
ンペーン」に参加してい

11

22

21

10

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！

一度、当代理店ホームページへ↓↓↓

浩 二

濱

代表取締役社長

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

緑を守る包装材・食品容器・緩衝材・断熱材

◎事故緊急自動通報サービス 安全運転支援アラート など

28

in

26

昨年の同大会にはカニだしラーメンで出展

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。

GK 見守るクルマの保険

6
26

in

28

10

オレンジページ主催のベニガニ料理教室で講
師を務める川口利之社長＝昨年開催の様子

27

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

ホームページ：www.youwa-hoken.jp/

28

in

全国から集結

20

みなとオアシスのグルメ競う

19

in

境港の水産加工大賞など運営

全国各地で境港をPR

in

地球環境にやさしい発泡スチロール

〜 境港店店長 鷲澤からのお得情報 〜

産地の水産業強化へ

27

10

21

第8回みんなで選ぶ境港の水産加工大賞で大賞を受賞した
㈱大新のスタッフ（右）

山陰化成工業株式会社

友和・保険センター

株式会社

ー 今年度の事業実施状況 ー

には、京都鉄道博物館で 東京でベニガニ料理教室 座も行いました。
市角盤町 で)９月 日に
行われた「鬼太郎列車お を開催。同じく９月 日
「 つながるマルシェ え
ベニガニ料理教室
市産地協 議 会
披露目会」に境港市観光 に米子市で「つながるマ
る・もーる」が開催され
協会とともに参加。９月 ルシェ える・もーる」
９月 日にビーンズ阿 ました。昨年から始まり、
日には、
「 蟹取県ウェ にも参加しています。
佐ヶ谷てくて店 東(京都 ことしが２回目です。こ
みんなで
ルカニキャンペーン」に 月 日の同イベントにも 杉並区 で)、境港のベニ の場所で毎週開催されて
選
ぶ
参加し、東京都丸の内で 参加の予定。
ガニを使った料理教室を いる地ビールフェスタも
また、
「 Ｓｅａ級グル 開催しました。主催は、 合わせて開催。鳥取県西
首都圏ＰＲを実施しまし カニと境港のＰＲを実施
境港市産地協議会 島
( 谷 憲 司 会 長 は) 、 ２ ０ １ ２
し
ま
し
た
。
メ
佐
渡
」
に
も
参
加
し
ま
人気料理冊子・オレンジ 部地域の各市町村が参加
た
。
平
(成 年) 月に設立。境港市水産業の活性化を図
さらに、９月 日には、 す。
ページ編集部。昨年初開 しました。
また、９月７日・８日
り、産地の水産業強化に取り組んできました。みん
産地協議会は、第７回
催し、好評だったので、
•••••••••••••••••••••••••••••••
なで選ぶ境港の水産加工大賞の開催にも中心的な役
同編集部の要望でことし 加工大賞の「かにじゃが
割を担う組織です。このページでは、同協議会の事
もち」
と第８回大賞の
「と
も実施したもの。
業をご紹介します。
を使った
「あ
講師は川口社長で、協 れとれあじ」
議会メンバーがアシスタ じと野菜の包み焼き」を
同協議会は、水産関係 ２０１５年に改修工事を
提供。大賞を受賞した会
ントとしてサポート。
団 体、鳥 取 県、境 港 市、 実施 、)水産加工商品支
人の受講者が生のベニガ 社の社員も協力し、産地
境港商工会議所、境港市 援 水産加工ハンドブッ
(
ニを１枚ずつ使用し、「境 協議会メンバーと境港総
観光協会、鳥取大学で構 ク作成など 、)産地ＰＲ
港のカンタン時短ベニズ 合技術高校生徒などが販
成され、
「 みんなで選ぶ
県( 内 外 イ ベ ン ト 参 加、
ワイガニレシピ 産(地協 売しました。
境港の水産加工大賞実行 レシピ本作成、バス背面
また、各市町村がＰＲ
委員会」と「境港水産加 広告掲載 な)どです。
議会発行 」)に載ってい
工汚水処理場整備検討委
るメニューにチャレンジ 合戦を繰り広げるステー
今年度は、５月８日に
ジでは、幻のキャラクタ
員会」の二つの委員会が 「第８回みんなで選ぶ境
しました。
ー「カニ太郎」を登場さ
あります。
港の水産加工大賞」を開
つながるマルシェ
せ、ベニガニ教室、カニ
主な活動は、みんなで 催。５月 日には、一畑
ます。
田区丸の内 で９月 日
)
える・もーる
鬼太郎列車お披露目
カニクイズなどを実施。
選ぶ境港の水産加工大賞 高速バス２台 松江︱大
今回は、東京駅に隣接 に境港や水産物のＰＲを
(
の開催 ２(年に１回 、)境 阪便・広島便 に)背面広
旧やよいデパート跡地 同マルシェは、 月 日
京都鉄道博物館 京(都 するＪＰタワーＫＩＴＴ 実施。また、㈲川口商店
港水産加工汚水処理場整 告を掲載し、６月 日と 市下京区観音寺町 で)９ Ｅ地下１階 東(京都千代 の川口利之社長のカニ講 のひまわり駐車場 米(子 にも実施予定です。
備の検討 ２０１２年～
日にマグロ・ベニガニ 月７日と８日の両日、鬼
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
(
太郎列車のお披露目が行
Ｓ
ｅａ級グルメ
われました。
佐 渡 大 会
それに併せて、境港市
観光協会と共にブースを
境港市産地協議会は、 グルメ屋台が出展し、来
設置し、第８回水産加工
月 日と 日に開催さ 場者の投票数で順位を競
大賞の「とれとれあじ」
を使った「あじと野菜の れる「Ｓｅａ級グルメ全 うもの。約２万人が参加
包み焼き」のふるまいを 国大会 佐渡」に参加を する予定です。
予定しています。主催は、 境港市は、みなとオア
実施しました。
みなとオアシス佐渡です。 シス境港として２０１２
蟹取県ウェルカニキャ
みなとオアシスは、「み 年の第２回大会から参加
ンペーン ＫＩＴＴＥ
なと」を核としたまちづ し、ことしで８回目。水
くりを行う地域の施設を 産加工大賞の受賞商品で
国土交通省が登録するも 出展し、２位が２回、３
ので、全国の１３１港に 位が１回、４位が２回と
優秀な成績を収めていま カニだしラーメン」をベ 元気みなとが出展。産地
あります。
同大会は、全国のみな す。今回は、第６回水産 ースにした「あんかけ皿 協議会は出展者の応援と
とオアシスから海産物の 加工大賞優秀賞の「境港 うどん」を作ったＮＰＯ 産地ＰＲを行います。
24

in

28

16

（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/

中海を学び小さなことからコツコツと
参加者の声
実際に現地に行くこと
で言葉や写真だけでは伝
わらない海の色だったり
広さだったりが分かり、
中海が悪い状態だという
ことを知りました。
環境問題について世界
中で話し合われているけ
ど、自分たちの地元にも
たくさんの問題があると
いうことも知りました。
多くの人に中海に対して
関心を持ってもらうこと
が大切だと思います。
下屋敷七海さん 境
(港
総合技術高校・１年生 )
僕は身近な中海で泳げ

たり、多くの魚がとれた
りしていたことを初めて
知りました。
自然は壊れると二度と
元に戻らないと聞きまし

５月21日 中海沿岸 同校生徒 中海の現地調査

たが、昔のような中海に
なるように関心を持ち続
けていきたいです。
渡邉旭斐君 渡
( 小・４
年生 )

境港総合
まとめの作業を
7月２日 技術高校 同校生徒 実施

まちづくり委員長

す。

ナー。今回はまちづくり委員会の石倉眞彦委員長で

境港青年会議所の委員長が自己ＰＲするこのコー

ＰＲコーナー

境港青年会議所 委員長

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
年々漁獲量が減少し、今 に有益な経験でした。今
ではほとんど獲れなくな 後も漁師関係者だけでな
ひと
っています。
く、地域の人と協力しな
こと
その現実やこれまでの がら中海の環境問題に取
歴史を子ども達に伝える り組んでいきたいと思い
ことができたのは、非常 ます。

自身が渡小学校の児童に
伝える場を設け、地域の
課題を伝えていく循環の
輪を創出。地域の未来を
担う子ども達が「海」を
大切にする心を養い、自
分たちの暮らす町への理
解と愛着を深めていくこ
とができた事業でした。
中海の環境問題は隣接
する境港市民にも関わる
大きな課題なので、青年
会議所は今後も率先して
中海の環境問題に取り組
んでいきたいと思います。

郷土愛育成事業

事業報告

かつての中海は広大な ５月から７月までの約２
浅場があり、海藻草類も カ月半にわたって、地域
多く生息し、魚介類も豊 の未来を担う子ども達に
富に採れる豊かな漁場で 「海」の大切さを学んで
もらう機会を設けました。
した。
まず、境港総合技術高
しかし、１９６０年代
以降、中海の干拓や淡水 校の生徒を対象に、なぜ
化事業などが始まり、水 中海の水質がここまで悪
質汚染や環境破壊が進み くなり、漁獲量も激減し
ました。２０００年代に てしまったのかを理解し
入り、それらの事業は中 てもらうために、中海の
止されましたが、今では 歴史や現状を学ぶ勉強会
傷ついた「海」だけが残 を開催。そして、中海の
現状を現場で見てもらい、
っています。
そこで今年度、境港青 海の尊さ、資源の大切さ
年会議所は、地域の宝で を感じてもらいました。
また、この勉強会を通
ある「中海」の環境問題
をテーマとして取り上げ、 じて学んだことを高校生

境港総合
５月９日 技術高校 同校生徒 中海の現状と歴
史について学ぶ

•••••••••••••••••••
地域の課題解決に向けた
活動を企画・運営してい
ただける人をメンバー一
同、お待ちしています。
会員資格は、▽年齢が
満 歳以上で、 歳以下
の人▽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
の趣旨に賛同していただ
ける人︱です。
詳しくは、当青年会議
所事務局 (☎ ︱２７０
０)へ。また、ホームペ
ージ（QRコ
ード参照）
も
ご覧くださ
い。

38

電話（0859）
44−0896 ㈹ FAX（0859）44−0897
e‑mail:ikebin@sea.chukai.ne.jp

容
内
象
対
所
場
時
日

私たちは、地域の課題
解決に取り組む活動を行
っています。気になる問
題があり、個人では解決
できなくても、若さあふ
れるパワーと情熱を持っ
た仲間が集まれば解決で
きます。
私たちと一緒に境港青
年会議所の会員となって、

20

〒684−0004 鳥取県境港市
（水木ロード・駅前通り）

■中海営業所
〒684−0072 鳥取県境港市渡町1409
TEL 0859−45−7631（代）
FAX 0859−45−7632

中海の現状と歴
境港総合
6月11日 技術高校 同校生徒 史を小学生に伝
えるためのグル
ープワーク

ただいま会員募集中

いけびんストーア

有限
会社

●事業のあらまし●

一緒に活動
しませんか

全国船食連合会加盟店
内外船舶食糧 並に日用品納入
和洋食品の店

飲料自販機総合オペレーター

潮干狩りを実施。
同校生徒と 同時に高校生が
6月18日 中海沿岸 渡小学校 小学生に中海の
現状と歴史を伝
児童
えた。

44

町、水産物卸・遊漁船）

どに納入しています。今
年の６月からは新たに遊
漁船を始めました。境港
の美味しい海の幸を県外
の人にもっと知ってもら
うために日々頑張りま
す！
【ひとことコメント】
今回の郷土愛育成事業
は、自分の働く中海の現
状をより多くの人に知っ
てもらいたいと思い企画
しました。境港は日本で
も有数の漁獲量を誇る港
町ですが、そのほとんど
は日本海側で獲れたもの
で、すぐ近くの中海では

7

石倉眞彦
石倉水産 松(江市美保関

【企業ＰＲ】
私は、中海で漁師をし
ています。また、しじみ
の卸売や加工販売をメイ
ンに県内外の飲食店やお
土産ショップ・道の駅な

中海の現状と歴史を小学生に伝えた境港総合技術高校の生徒ら

検索

境港青年会議所

商工会議所会員を招いて

招待席

次のクイズに答えてください。

レッツ倶楽部境港

【事業所のあらまし】
施 設 長 大櫃 崇子(おおびつ・たかこ)
所 在 地 境港市上道町3737
T E L 0859-21-1139
サービス 午前 9：00～12：15
提供時間 午後13：30～16：45
休 業 日 土・日曜日、盆・年末年始
事業内容 通所介護
（半日型のデイサービス）

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。

フジッコ㈱の商品「フルーツセラピー」の中に
は、フルーツともう一つ入っています。それは、
次のうちどれでしょう。
（ヒントは２ページ）
① ナタデココ
② ココナッツ

元気ハツラツ！ スタッフの皆さん

③ ココア

○創業のきっかけ？…総合建設業の当社(㈱平田組、米子
市西福原)は、高齢者の増加が予想される中、要介護認
定を受けた地域の皆さんが一人でも多く元気で自立した

賞品 「フルーツセラピーバレンシアオレンジ６個セット」

10名様

生活が送れるよう、6年前から介護事業に進出していま
す。
「レッツ倶楽部」
は、運動に特化した半日型のデイサ
ービスで、
「レッツ倶楽部米子南」
、
「レッツ倶楽部安来中

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。

央」
に続き、今年5月に当社境出張所の１階に
「レッツ倶
楽部境港」
をオープンしました。
○おすすめポイントは？…運動不足や老化予防、体力の衰
えを感じている人、デイサービス利用が初めての人、外

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。

出する機会が減った人に特にお勧めです。
「立つ・座る・
歩く・着替える・物を取る」
など、日常生活の動作に合わ
せたトレーニングをします。大きな窓から見える四季を

応募締切

感じながら、心身ともにリフレッシュしていただけます。

スポンサー

はどなたでも利用可能です。市外の皆さんは一部条件が
異なりますので、お問い合わせください。デイサービス
に抵抗のある人も当倶楽部に通われてから、見る見る表
情が明るくなっています。
○今後の事業展開
（展望）
？…現在は介護認定を受けている
人を対象とした施設ですが、将来的には地域の皆さんが
自由に集え、
いつでも運動できる施設にしていきたいです。
○一言PR ！…
「運動してくるけん！」
と気軽に出かけられ
る場所です。ご利用者の目線に立った経験豊富なスタッ

LETs倶楽部 境港

●

●

リアル宝探し『謎旅in米子』に参加しよう！！

ANAセールスが主催する羽田発の旅行ツアー「旅謎in米子」がスタートします！
地域の魅力をもっと知っていただくため、観光以外の目的の楽しみ方を生み出すべく
『謎解き』という体験に着目し、この度米子市・境港市と連携し、ツアー化されたものです。
このゲームを地元の方にも楽しんでいただけるよう、参加キットを米子空港で販売することとなりました！

このイベントでは参加者が主人公となり、米子市・境港市に隠された
不可思議なナゾを解きながら旅をしていただきます。
開催期間：2019/10/5(土)〜2019/12/27(金)
参加キット料金：1,000円(税込)

参加キットは米子鬼太郎空港１階セブンイレブンで販売しております。

◀詳細はこちらのＱＲコードをご確認下さい。
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望タワー １階▽料金＝
５００円～ 内(容によっ
て異なります、入館料別
途 ⑤)映画上映会「 リメ
ンバー・ミー」▽日時＝
月 日 月(・祝 )午前
時～、午後１時～ 上(
映時間＝１０５分 ▽)場
所＝３階 映像シアター
▽料金＝無料 入(館料別
途 )
詳しくは、ＳＡＮＫＯ
夢みなとタワー ☎( ︱
３８８０ へ)。

タビ×ナゾ
『旅謎』〜米子市・境港市編〜
【それは、
1体の石像から始まる奇妙な旅行。】

12

イスペイント！▽日時＝
月 日㈯ 午前 時～
午後３時▽場所＝展望タ
ワー １階▽料金＝５０
０ 円 入( 館 料 別 途 ③) 夢
みなとｅスポーツＤＡＹ
▽日時＝ 月 日㈰ 午
前 時～午後６時▽場所
＝３階エントランスロビ
ー・映像シアター▽料金
５００円④ハロウィンワ
ークショップ▽日時＝
月 日 月(・祝 )午前
時～午後４時▽場所＝展

10

10

ＳＡＮＫＯ
夢みなとタワー

オレンジの看板が目印の施設外観

足立パン

ファミリー
マート●

10

月のイベント

●

10

夢みなと公園秋まつり

ディオ ●

北

馬場崎町駅

● 済生会
境港総合病院

①アナログゲームであそ
ぼう▽日時＝ 月 日㈯
午前 時～午後３時▽場
所＝展望タワー １階▽
料金＝フリーパス３００
円 入( 館 料 込 み ②) タ イ
ニーペイントのハロウィ
ン！ ワンポイントフェ

も受け付けています。気軽にご相談ください。

正解と当選者

イント還元や住民税が非
誠 財(ノ木町 ▽)田辺次郎
ペンを置いて
課税の人と子育て世帯へ
夕日ヶ丘 ▽中川益代
(
)
中( 野 町 ▽) 杉 山 あ い 子
本日から消費税が変わ のプレミアム商品券配布
竹(内 町 ▽)築 谷 智 枝 渡( りました。税率は８％か などの対策も実施されま
町 ▽)畑 本 富 枝 幸(神 町 ) ら ％になり、食品など す。事業者の皆さんは、
▽大東孝江 上(道町 ▽)秋 に は、 軽 減 税 率 と し て 「まずは、お客様の利益
田絵斗 外(江町 ▽)竹中哲 ８％が適用されます。キ を第一に」との思いで準
彦 竹( 内 町 ▽) 飯 田 宝 元( ャッシュレス決済でのポ 備を進めてきました。
町 ▽) 川 尻 三 知 子 新( 屋
町 ▽)阿部弘 高(松町 )
賞品 麻婆豆腐の素 中
辛＆甘口セット
スポンサー マルコフー
ズ㈱

フが皆さんをお待ちしています。見学や体験は、いつで

フジッコ㈱境港工場（竹内団地）

前回クイズの問題は、
「 マ ル コ フ ー ズ ㈱ 昭( 和
町 が)製造する麻婆豆腐
は、ある会社で販売され
ています。その会社の愛
称は何でしょうか」とい
うもので、
正解は①の
「丸
美屋」でした。
当選者 敬(称略 )▽安田

○ご利用者は？…境港市在住で要介護認定を受けている人

10月7日㈪(当日消印有効)
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