鳥取県は、新型コロナウイルス感染拡大予防対策
を徹底する意向のある県内観光地や飲食店街の団体
と県・市町村が「安心観光・飲食エリア協定」を締
結することを推奨中です。その後、エリア内にある
対象事業所の対策が徹底できた段階で「安心観光・
飲食エリア」として宣言をすることができるという

相当分の地域共通クーポ
ン券が付与されるという
もの。
国の支給額 旅(行代金
割引きと地域共通クーポ
ン券の合計 は)、１人１
泊あたり２万円が上限
日(帰り旅行の上限は１
万円 で)、連泊制限や利
用回数の制限はありませ
ん。
地域共通クーポン券は、
旅行業者や宿泊業者が渡
す１枚１０００円単位で
発行する商品券。旅行先
の都道府県とその隣接す

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

運休 9:10 〜 10:25

9:15 〜 10:40

11:25 〜 12:45

12:30 〜 13:55

14:35 〜 15:55

15:10 〜 16:35

17:20 〜 18:45

18:25 〜 19:50

20:55 〜 22:15

運休 20:00 〜 21:25

※2020年10月20日現在のダイヤです。
新型コロナウイルスの影響に伴い、ダイヤを
お断り無しに変更する場合があります。

運休 6:55 〜 8:20

あんしん変更キャンペーン

米子鬼太郎空港

羽田空港

米子鬼太郎空港

なら搭乗日の355日前
から予約可能！

もとは年を経た魚という意味で「フリウオ
(経魚)」と呼ばれていましたが、
「フリ」が濁
音化され、
「ブリ」となったと言われています。
成長とともに、ヒデリゴ→ツバス→ハマチ
→マルゴ→ブリと、
呼び名が 変わる
出 世 魚で、 境 港
ではほぼ 年 間を
通して食べられま
す。ブリ特有の香
りと脂ののりは大
きくなるにつれ増
していきます。
47

もの。現在、境港市でも協定締結に向けて検討が進
められています。
エリア協定のあらましを説明する木村晋一次長（左）

鳥取県内の体制整う

リ

ブ

地域共通クーポン券

15

取り扱い店舗受け付け中

35

20

GoToイート事業

運休 7:20 〜 8:40

行き先も、搭乗日も、後から変更できる
キャンペーンを実施中。詳しい条件は
ANAホームページをご確認ください。

20

25

10

ただいま加盟店募集中

ロード振興会と観光協会が取り 組み

催され、境港市産業部の ことで、県に届け出ると
木村晋一次長が同協定の 「協賛店ステッカー」が
あらましを説明し、協定 交付されます。また、模
締結に向けた検討が行わ 範的な予防対策を実施し
ている事業所には、県が
れました。
協定を締結した団体の 認証事業所として認め、
同協定を締結したエリ 役割は、エリア内の対象 認証書を交付します。
エリア内の対象事業所
アは、いまのところ「鳥 事業所 宿泊業、飲食サ
(
取砂丘エリア」と「大山 ービス業、
小売業、
娯楽業、 全てが感染予防対策を徹
寺エリア」の２カ所で、 教育・学習支援業 に感 底していると団体が判断
)
「 安 心 観 光・
両エリアともエリア宣言 染拡大予防対策を呼びか し た 場 合、
を行っています。
け、感染症予防対策協賛 飲食エリア」を宣言。宣
境港市では、水木しげ 店や認証事業所になるよ 言後は、感染予防対策の
るロードエリアでの協定 う働きかけることです。 定期的な点検、認証取得
締結を検討中です。 月
協賛店とは、県版の感 の推進、利用者への予防
日には、水木しげるロ 染拡大予防対策や業界の 対策の呼びかけ、県内外
詳しくは、境港市観光 策安心登録システム」を
活用する︱などです。
ード振興会の理事会がし ガイドラインを基に、自 への情報発信などを行い 振興課 ☎ ︱１０５６
(
)
とっとりＧｏ
おさい会館 大(正町 で)開 ら対策に取り組む店舗の ます。
にお問い合わせください。 詳しくは、
Ｔｏ Ｅａｔ キ ャ ン ペ ー ン
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
の地域単位で発行、利用 への参加条件は▽換気の コールセンター ☎(０５
展開しています。
鳥取県内での同事業実 できるというもの。販売 実施や「３密」回避など ７０︱００１︱２６３ )
施者は、㈱新日本海新聞 期間は２０２１年１月末 を行い「感染予防対策協 へ。また、公式ホームペ
社を代表とし、㈱ＪＴＢ までで、同年３月末まで 賛店」に登録してステッ ージ 「(とっとりＧｏ Ｔｏ
カ ー を 店 頭 掲 示 す る ▽ Ｅａｔ」で検索 を
鳥取支店と中央印刷㈱が 有効となっています。
)ご覧く
鳥取県の場合、同事業 「とっとり新型コロナ対 ださい。
参画する「とっとりＧｏ
Ｔｏ Ｅａｔ 共 同 事 業 体 」
•••••••••••••••••••••••••••••••
に決定しました。
る都道府県で、旅行期間
Ｇ
ｏ Ｔｏ
さらに、県内の商工会
中に限って使用が可能で
トラベル
議所、商工会、県観光連
す。
盟が協力して事業を進め
取扱店舗は土産物店、
ます。 月 日から参加
飲食店、観光施設、アク
店舗の募集をスタート。
ティビティ 遊(びや体験
観光庁は、Ｇｏ Ｔｏト
月２日から食事券を販 ラベル事業を実施してい
メニューなどを実施する
売する予定です。
ます。同事業は、国内旅
事業者 、)交通機関など。
プレミアム付き食事券 行を対象に宿泊・日帰り
飲食店の場合は、ＧｏＴ
農林水産省は「ＧｏＴｏ
ｏＥａｔキャンペーン事
Ｅａｔ イ ー ト 」 の プ レ は、購入額に ％分が上 旅行代金の ㌫を割り引
(
)
業への登録が必要条件と
ミアム付き食事券事業を 乗せされ、都道府県など き、加えて同代金の ㌫
なっています。ただいま、
地域共通クーポンの取扱
店を募集中です。
詳しくは、同事業コー
ルセンター ☎(０５７０
︱０１７︱３４５ へ)。ま
た、 公 式 ホ ー ム ペ ー ジ
「(観光庁ＧｏＴｏトラベ
ル 」 で 検 索 を)ご 覧 く だ
さい。

1

2020年11月1日〜2020年11月30日

！
お出かけは米子鬼太郎空港から！

安心観光・飲食エリア協定

2 0 2 0 . 1 1 月〈 N o . 6 1 2 〉
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資料提供：(一社)境港水産振興協会

境港商議所議員の動き

職務執行者交代と役職変更

もさ海老カレー

雇用調整助成金を含む各種助成金の相談もお受けします !

1

10

金持神社の祈願で運気もアップ

ー」が誕生しました。
モサエビのプリッとし
た食感を活かし、マイル
ドな辛さに仕上げていま
すので、老若男女の誰も
が食べやすいカレーとな
っています。
また、縁起物のエビと
黄金色のカレーの組み合
わせが金運アップのイメ
ージと重なり、観光名所
にもなっている日野町の
金持神社とのタイアップ
が実現。完成時には神社
で祈願してもらい、更に
運気がアップしている一
品です。
「 もさ海老カレー」に
ついて、詳しくは同社 ☎(
︱０２１８ へ)。

場 所 境港市老人福祉センター会議室（境港市竹ノ内町40）
日 程 毎月1回 第3木曜日 13時〜16時
11月19日・12月17日／1月21日・2月18日・3月18日
お問い合わせ先

相談は
秘密厳守で
対応します。

〒680-0845 鳥取市富安1−152（SGビル４F）

TEL：0857ｰ30ｰ7226 FAX：0857ｰ30ｰ7227
Email: hatasapo-tottori@crest.ocn.ne.jp

2

我が社
の一品

44

10

沖など、日本海側で多く
水揚げされ、プリプリと
した弾力のある食感、旨
味と甘味の強さが特徴の
エビです。
９月から翌年５月まで
が漁期ですが、鮮度を保
つことが難しく、ほとん
ど地元でしか味わうこと
ができない幻のエビとも
言えます。
その地域資源であるモ
サエビの良さを地元以外
の人にも知ってもらいた
いと思い、新商品の開発
に着手。手軽に味わうこ
とができ、遠方に届けて
も大丈夫なレトルトカレ
ーにすれば、多くの人に
モサエビを食べてもらえ
ると考え「もさ海老カレ

10

44

門脇仁史・議員

中木博文・議員

28

19

賞状を手にする越河彰統社長（左）と田
中賢一支部長＝日本海冷凍魚

１９７４年(昭和49年)の９月上旬、当時勤務していたジ
ャスコ(現・イオン)の夏休みを利用して「ヨーロッパ１週間
の旅」に参加しました。
搭乗した飛行機のルートは、羽田からアンカレッジ経由
の北回りコースです。スイスに到着後、雄大なアルプスを
堪能し、国際列車でパリへ移動しました。翌日、午前中
は観光バスでパリ市内を一巡し、最後にノートルダム寺院
に行ったのですが、日曜ミサの真最中でした。
午後はフリータイムのため、１人でシャンゼリゼ通りを
散策し、カフェでコーヒーを飲みながらパリの空気を味わ
いました。最高の気分でした。凱旋門を見学した後、地
図を片手にルイ・ヴィトンの本店を探します。苦労して見つ
けたのに休みで、残念に思いました。
気を取り直して、ルーブル美術館へ。コンコルド広場
や緑に囲まれた公園、テニスコートを横目に急いでいると、
怪しげな男が「キャノン、キャノン」と言いながら近づい
て来ましたが、
「ノン、ノン」と言い、相手にしないで振
り払います。
夕方、美術館に到着すると「モナリザ」が微笑んで迎
えてくれました。
目移りしながら
急いで見て回り、
最後に見たのは
「 ミロのビーナ
ス」です。とて
も美しく、時間
いっ ぱ い見 惚
れていたもので
した。
夕闇の中、オ
ノートルダム寺院前の増谷立夫氏
ペラ 座 の 前 を
通り、サンラザール駅前のホテルへ帰りました。天気に
恵まれ、よく歩いたので疲れましたが、素晴らしい「パリ
の休日」でした。
翌朝、銀行員の兄に会うため１番機でロンドンに飛びま
した。ヒースロー空港の出口で、日本赤軍の一員と疑われ、
30分位拘束されてから解放されます。前夜、オランダで
日本赤軍が暴れたとのことでした。これも今となっては
懐かしい思い出です。
（談）

橋本秀秋・議員

継続的な障がい者雇用で

「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、参与・
増谷立夫氏(㈲増谷慶一郎薬局・代表取締役、72歳)の
１枚です。

(独)

立夫氏

15

境港商工会議所 参与 増谷
パリの休日

働き方改革サポートオフィス鳥取

厚労大臣表彰を受賞

日本海冷凍魚

き続けたことがこのたび べました。
込みなので、一般の従業 月１日▽前任者＝西本靖
の受賞につながったのだ
また越河社長は、同社 員も増員していく予定で
前(・代表取締役社長 )
と思います。それは、当 の 今 後 の 展 開 に つ い て す」と採用活動を活発化 中木博文 な(かき・ひろふ
ちょっと
社の全従業員が彼らのフ 「紅ズワイガニの漁獲量 していくことを表明して み ▽)事 業 所 名 ＝ 米 子 信
ォローをしてくれている が減っていたので生産活 います。
用金庫境港支店 境(港市
からで、それを認めてい 動を抑え、従業員の補充
詳しくは、同社 ☎(
元町 ▽)役職＝支店長▽
同社だけが受賞していま ただいたことがうれしい も控えていました。これ ︱３５３１ へ)。
変更年月日＝２０２０年
紅ズワイガニを原材料に多くの食料品を製造する
です」と受賞の感想を述 からは漁獲量が増える見
す。
あき のり
月 日▽前任者＝田口
日本海冷凍魚㈱ 昭( 和町、越河彰統社長 は) 、２０２
同
社
に
は
現
在
１
２
３
人
孝
志
前(・支店長 )
•••••••••••••••••••••••••••••••
０年度の「障害者雇用優良事業所厚生労働大臣表
の社員がいますが、この
しい職務執行者は、次の
また、境港商工会議所
彰」を受賞。今回の「ちょっと拝見」は同社にお
うち障がい者は６人です。
通りです。
議員・㈲橋本工業所の橋
じゃまし、越河社長に受賞の感想などを伺いました。
全員、紅ズワイガニ加工
門脇仁史 か(どわき・ひと 本秀秋氏が代表取締役か
し ▽)事 業 所 名 ＝ 境 港 物 ら代表取締役会長に役職
同表彰は９月 日に東 求職者雇用支援機構鳥取 の現場で一般の従業員と
京で授与式が行われる予 支部の田中賢一支部長が、 一緒に働いています。
境港商工会議所議員の 流㈱ 境港市昭和町 ▽役 が変更となりました。
(
)
障がい者の採用を始め
任期は、いずれも２０
定でしたが、新型コロナ ９月 日に同社で越河社
うち、２社の職務執行者 職＝代表取締役社長▽変
２０年 月末まで。
ウイルス感染拡大防止の 長に賞状を手渡しました。 たのは、２０１２年から。
が変更となりました。新 更年月日＝２０２０年
ため中止となっています。 同表彰の受賞者は全国 常時６、７人が働いてい
•••••••••••••••••••••••••••••••
そ こ で、 高 齢・ 障 害・ で 社。山陰地区では、 ます。同社が気を付けて
いることは、彼らの特性
にあった対応をすること。
それぞれの状態を良く知
日 本 食 品工業
り、全従業員に徹底して
います。仕事ぶりは、ま
境港商工会議所会員事業所の一押し商品をご紹介
じめで慣れてくると、集
するこのコーナー。今回は、日本食品工業㈱ 竹(内町、
中力では一般の従業員を
中西和夫社長 の)「もさ海老カレー」です。
上回ることもあるそうで
す。
武骨な見た目から猛者
越河社長は「障がいを
の呼び名がついたという
持つ人たちも貴重な戦力
説もあるモサエビ（正式
です。彼らがやめずに働
名クロザコエビ ）
。山 陰

拝 見

55

思い出写真館〝あのころ〟の1枚

― いけびんストーア ―

介します。

同社が移動販売を始めたきっかけは、池淵社長が境港市内の事
ところはないだろうか」と声をかけられたことでした。

お客さんは車を使わ

ないお年寄りが中心で、

１週間で美保関町内の

７カ所を回っています。

移動手段がなく、な

かなかスーパーマーケッ

が作品を作り上げるまで
の背景を知り、より一層
「 ゲ ゲ ゲ の 鬼 太 郎 」へ の
愛着が深まったように思
います。
妖怪の知識を身に付け
た後に水木しげるロード
を歩くと、立ち並ぶ妖怪

しまい困っていると聞き、始めることにしました」と話す池淵社長。

トなどを利用できない

のこと。

また、個人宅への配送もできますので、ぜひお声がけください」と

ブロンズ像にも一層の興
味が湧いてくることでし
ょう。皆さんも一度体験
されてみてはいかがです
か。
詳しくは、水木しげる
記念館 ☎( ︱２１７１ )
にお問い合わせください。

います」と声をかけてもらうこともあるそうで、励みになっていると

•••••••••••••••••••••••••••••••
友会」に誘われます。し
ばらくして通っていた病
院の腎友会会長を引き継
境 港 市
観光協会
ぐ
ことになりました。
同書は、加藤専務の病
魔との闘いを赤裸々に記
しています。同時に観光
協会での業務や腎友会の
意義などを明記。さらに、
新型コロナウイルスに対
する思いにも言及してい
ます。
体裁はＡ５判・ ㌻で、
販売価格は４００円 税(
込み 。)境港市観光協会
などで販売中です。
詳しくは、同事務局 ☎(
︱３８８０ へ)。

げていきたい」と話しま
した。
今回、水木しげる作品
に出てくる妖怪のほとん
どが全国各地で実際に言
い伝えられている妖怪で
あることを知りました。
そして、水木しげる先生

や果物などを扱う食料品店です。今回の企業探訪は、ことし１月

境港市観光協会の加藤 断されました。それから
敏夫専務理事は、慢性腎 治療を始めましたが、３
不全と向き合う自身の闘 年後には、人工透析をす
病記「初めてのことなの ることになります。
週に３度、１日４時間
に」をこのたび自費出版
の人工透析を行いながら、
しました。
加藤専務は約 年前、 終了後に同観光協会で勤
地方新聞社の営業社員だ 務。一生透析を続けるこ
った頃、慢性腎不全と診 とを覚悟しました。その
後、３カ所の心筋梗塞や
腎臓がんも患い、腎臓の
摘出もしています。
透析が始まって１年目
には、透析患者の会「腎

加藤専務が闘病記

人工透析と人生を記す

㈲いけびんストーア(大正町、池淵朗 拡 社長)は、新鮮な野菜
あき ひろ

一層その世界を楽しめる
のです。
庄司館長は「当館だけ
でなく、水木しげるロー
ドや商工会議所、そして
地域の皆さんと協力し、
一緒に妖怪の街を盛り上

詳しくは、同社(☎︎４４－０８９６)にお問い合わせください。

愛着深まる

ゲゲゲの
鬼太郎への

同記念館では、水木し
げる先生が「ゲゲゲの鬼
太郎」を通して世界に発
信した「妖怪の世界」の
魅力、そして水木しげる
先生の人生観や作品への
思いを知ることができま
す。
その中でも
「妖怪洞窟」
は、 体もの妖怪がそび
えたち、まるで「ゲゲゲ
の鬼太郎」の世界に入っ
たような奇妙な空間に引
き込まれそうです。
記念館には、漫画やア
ニメ、妖怪好きの人など、
様々なファンが来場しま
す。水木しげるワールド
の入り口は違えど、
「妖
怪」を通じて新たな魅力
を発見できるため、より

水木しげる記念館を見学
ゆき お

２００３年のオープンから現在まで多くの観光客
が訪れている水木しげる記念館 本
( 町、庄司行男館
長 。
) 子どもから大人まで世代を超えて知られてい

る「ゲゲゲの鬼太郎」をはじめ、水木しげる作品や

妖怪の魅力を発信しています。今回は、庄司館長に
案内をしていただき、記念館の魅力を体験しました。

のの

員員

会会

意気込みを語りました。
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今今

ー 末広ドライ ー

館内のオブジェを紹介する庄司行男館長 Ⓒ水木プロ

美保関町雲津地区で行った移動販売

お客 様 から「助かって

47

43

クリーニングできます
す」と話す岩木社長。
革製品や和服の洗い、 か？ こんな汚れでも
シミ抜き、スーツなどの 落とせますか？』とい
寸法直し、ファスナー交 った質問も、気軽にご
換などの修理も受け付け 相談ください」と話し
ました。
ています。
最後に「新型コロナ
岩木社長は「ベテラン
職人が心をこめて仕上げ ウイルスの影響もあり、
ます。また、
『これって、 クリーニングにいらっ
しゃるお客様も少なく
なっていくとは思いま
すが、一点一点仕上げ
にこだわって、ていね
いな仕事で喜んでいた
だけるよう頑張りたい
です」と抱負を述べる
岩木社長でした。

「もともと、移動販売をしていた店はあったのですが、無くなって
壮絶な闘病の記録

企業探訪 50 食料品をお客様の手元へ
美保関町で移動販売実施中
詳 し く は、 同 社 ☎(

業所や、美保関町在住の知人から「どこか移動販売をやってくれる

15

Part

︱５８３０ へ)。

今後について池淵社長は「境港市内でも移動販売を計画中です。

42

から同社が始めた松江市美保関町での移動販売について、ご紹

3

新社長が誕生

同社は、１９７６年に
創業しました。現在、直
営店８店舗、委託店２店
舗を境港、米子、日吉津
の鳥取県西部地域に展開
しています。
岩木社長は１９９２年
に入社。以来、クリーニ
ング工場の現場での仕事
に従事してきました。２
００３年に取締役に就任
㈲末広ドライ 外
( 江 した後も変わらず現場に
町 は) こ と し ８ 月、 岩
出続けています。
木宏治氏が代表取締役
「 汚れや汗ジミなどが
社長に就任。前社長の
原因で、大事な衣服に虫
岩木佑二氏は、代表取
くいやカビ、色落ちなど
締役会長に就任しまし
が発生することがありま
た。今回の「会員の今」
すので、早めのクリーニ
ングをお勧めしていま

44

51

は同社をご紹介します。

岩木宏治・新社長（左）と佑二会長

体
験
レポート
境港商議所

10

１０００円タクシー登場
観光タクシープラン

ディスカッションする宮沢孝幸准教授（中央）と千酌浩樹教授（右）、結城豊弘会長

いました。
今回、ＪＲ境港駅を出
発地点として、境港さか
なセンターや夢みなとタ
ワーなどを経てＪＲ米子
駅まで行くプランと、同
じくＪＲ境港駅を出発し、 ができるため、マイカー
美保関灯台や美保神社を 以外で境港を訪問するお
巡り、ＪＲ米子駅まで行 客様も周遊観光がしやす
くプランの２コースが追 くなりました。
２次交通の整備は中海
加されています。
格安のタクシー料金で ・穴道湖・大山圏域の観
周辺観光地を訪れること 光にとって大きな課題と

47

ＣＳＲ活動の一環で

㈲美保館(松江市美保関町、定秀哲也社長)は、青石畳通り沿い
に所有する古民家をリノベーション(改修)して、宿泊ができるよ
うにしています。いずれも貸し切りの宿で、新型コロナウイルス
の感染拡大を防止する観点からも人気が集まっているところです。
便利な観光タクシープランをPR

30

10

17

30

旭 食 品
境港支店

るお手伝いもしたい」と
話しました。
詳しくは、同社公式ホ
ームページ 「(旭食品」で
検索 を)ご覧ください。

境港市上道町3000（境港市役所別館1階）
営業時間／月曜日〜土曜日 8：30〜17：15

鳥取県立境港ハローワーク ☎（0859）44-3395

主催
問合せ先

11

リノベーションの貸し切り宿
コロナ禍で人気が集中

科学研究所ウイルス共進
境港市観光協会は、
月 日に新型コロナウイ 化分野准教授 、)千酌浩
ルス特別講演会「今でき 樹氏 鳥(取大学医学部附
る新型コロナへの対処と 属病院感染制御部教授・
は～正しく知れば立ち向 日本感染症学会指導医 )
かえる」を境港市文化ホ による講演、そして同観
ール 中(野町 で)開催しま 光協会・結城豊弘会長を
進行役としたシンポジウ
した。
当日は、宮沢孝幸氏 京( ムを実施。約１５０人が
都大学ウイルス・再生医 参加しています。
同講演会は、山陰はも
とより、全国各地の観光
地に大きな影響を与えて
いる新型コロナウイルス
について、専門家の豊富
で正しい知見を借り、境
港をはじめとする中海・
宍道湖・大山圏域の観光
関係者や商業者、経済人
に今後の糧としていただ
くことを目的として開催 参加することができなか ロナウイルスに対処し、 ればと考えています。
詳しくは、境港市観光
った人やライブ配信を見 今後のこの圏域の経済回
したものです。
講演会は、境港市観光 ることができなかった人 復に役立てることができ 協会 ☎( ︱３８８０ へ)。
協会の公式ユーチューブ も見ることができるよう
•••••••••••••••••••
チャンネルでライブ配信 にしてあります。
され、約１２０人が視聴。 境港市観光協会は、少
さらに、この動画を編集 しでも多くの人にこの動
夢みなと公園周辺を清掃活動
したものが同チャンネル 画を見てもらい、正しい
で公開されており、当日 知識を持ってこの新型コ
旭食品㈱境港支店 竹( 支店がＣＳＲ活動に取り
内団地、吉田美樹男支店 組んでいます。
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
境港支店は、環境・資
長 は) 月 日、夢みな
と公園と境港公共マリー 源保護の課題を選択して、
ナ横にあるビーチバレー このたび清掃活動を実施
境港
駅発
ボール場の清掃活動を社 したものです。
吉田支店長は「１９９
員 人で行いました。
同社は、高知県に本社 １ 平( 成 ３ 年) に 支 店 が
を置き、全国に展開する 境港市に移転しました。
食品卸会社です。２０１ 以来約 年間、お世話に
５年の国連サミットで採 なった地元に恩返しがし
択されたＳＤＧｓ「持続 たいと思い、清掃活動を
なっていますが、同プラ 可能な開発目標」を基本 しようと決めました。こ
ンの活用で一層多くの旅 構想とした「旭食品ＣＳ れからも、水木しげるロ
行者の訪問に期待が寄せ Ｒ 地( 域 貢 献 中) 期 実 行 ードの清掃や、植樹など
られています。
計画 」を策定。
「 重点取 のＣＳＲ活動を続けてい
詳しくは、境港市観光 組・地域」
、
「安心・安全」
、 きたいです。同時に地元
協会 ☎( ︱３８８０ に) 「環境・資源保護」のい 商品を当社のネットワー
お問い合わせください。 ずれかの課題で、全国の クを使って全国に紹介す
８月１日から鳥取県西
部地区で開始されていた
「 鳥取大山山麓ぐる～ん
と観光タクシー旅」に
月１日から境港を発地と
するプランが登場してい
ます。
これは、３時間・１０
００円で鳥取県西部の観
光地を巡るタクシープラ
ンですが、これまで米子
市や大山を発着地とする
プランのみで運行されて

鳥取県立境港ハローワーク１1月イベント情報

毎月第2・第4
火曜日開催

転職・生涯現役お仕事相談

4

リノベーションした古民家は、次の４棟です。
第1の宿は、１９１２(大正元)年に建築された海を一望できる「柘榴
(ざくろ)」
。14人の宿泊が可能となっています。玄関吹き抜けと２階ロ
ビーは島根大学建築学科研究室
の学生がデザインしました。
第２の宿は、明治から大正期
に使われていた美保館別館をリ
ノベーションした「月那(つきな)」
です。２人限定の宿で、スタッ
フが料理を館まで配 膳します。
専用の風呂や縁側から眺める庭
は、地元高校造園科の生徒が
手がけました。
第３の宿は、昭和初期に活躍
した美保館旧館で国文化財の建
屋を改装した「離れ」。２世帯程
度の宿泊が可能です。こちらも
2人限定の宿・月那を紹介する
露天風呂の庭を地元高校生がデ
定秀陽介専務
ザイン・施工しています。
第４の宿は、明治に建てられた船宿をゲストハウスに改装した「神
邑(かみむら)」です。４室の個室と共有スペースやテラスを設置して
います。
定秀専務は「当館は旅館部門を含めて、５棟全てが部屋食または
個室食です。新鮮な海の幸を安心して満喫していただけます」とＰＲ。
詳しくは、美保館(☎0852－73－0111)にお問い合わせください。

清掃活動スタート時の皆さん＝SANKO夢みなとタワー前

美保館
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火曜ナイターお仕事相談会 in PLANT5

土曜開催 子育て応援お仕事相談ＤＡＹ

特別講演会を開催

境 港 市
観光協会

開催日：１1月10日㈫・24日㈫
時 間：１１：００〜１９：３０
会 場：ＰＬＡＮＴ５境港店
境港サロン

理想の働き方を探してみませんか？

公式ユーチューブチャンネルで公開中

10

毎週
土曜日
OPEN

開催日：１1月１4日㈯・２8日㈯ 毎月第2・第4
時 間：両日８：３０〜１７：１５ 土曜日開催
会 場：鳥取県立境港ハローワーク内

新型コロナウイルスに立ち向かうには

スポットライト

鳥取県の魅力 大阪でＰＲ

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

西部活性化協ら参加

〒684−0071 鳥取県境港市外江町3175−4
TEL 0859−42−6620
FAX 0859−44−0277

http://www.nonoko.co.jp/

『境港市ふるさと応援地域振興券（食事券含む）』
もご利用いただけます。

■鳥取事務所 TEL（0857）2 0 - 1500

「ののこめし」 おせち料理もあります。詳しく

は11月15日の日本海新聞の
折込チラシをご覧ください。

有限会社 こめや産業

・増員/補充などで「人材募集」をされるとき
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

贈り物やご自宅用として
冷凍ののこめしが大好評！

全国発送承り中!

企業間の
人材マッチングを
支援しています。

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〜70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。

道頓堀リバー
フェスティバル

（☎２２－３５７０）
ンターまで。

大阪・ミナミの秋の祭典「道頓堀リバーフェス

個別に相談に応じます。
（無料）

日の両日、大阪市浪速区

産業医

日・

11月26日㈭

月

産業医

ティバル」が

11月19日㈭

の湊町リバープレイスなどで開催され、鳥取県から

○お問い合わせは、西部地域産業保健セ

24

情報提供のご協力を

ル１１０番＝ tottori110
pipopa@view.ocn.ne.jp

○米子市久米町の西部医師会館会議室で

︱です。
詳しくは、境港警察署
☎( ︱０１１０ に)お問
い合わせください。

○平日、午後１時３０分から３時３０分まで

11

団壊滅に向けた集中取締
り、暴力団対策法の効果
的な運用、県民と一体と
なった暴力団排除活動な
どを推進しています。
皆さんが住んでいる地
域などで暴力団関係者に
よる迷惑行為やトラブル
に巻き込まれた、または
見聞きしたときは、警察
総合相談 ☎(＃９１１０ 、)
または最寄りの警察署、

産業医

山陰地方ならではの郷土料理
ふる里の味

企業の皆様へ

失業なき労働移動をめざして

47

12

11

11月12日㈭

18

も多数の団体が参加し、各地の魅力をＰＲしました。

27

12

11

産業医

44

11

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。

17

ー 名物料理を作る会 ー

18

24

ー境港市ー

12

33

境港警察署

11月 5 日㈭

産業雇用安定センター

公益財団法人

さらに、 日には鳥取 大阪の地に鳥取県の印象 ③ 健 康 チ ャ レ ン ジ 健
スペースにブース出展し
て、地ビールや土産物の 市の踊りグループ・いろ を強烈に残してイベント 康に関するチャレンジに
販売、観光ＰＲを展開し どり日和が傘踊りを披露。 を終了しました。
取り組む
ました。
•••••••••••••••••••• ④ オ ン ラ イ ン 講 座 ▽
オープニングセレモニ
次の通りです。
日時＝ 月５日㈯ 要(予
ーには、平井伸治・鳥取
日時
月 日㈫～ 月 約、 月９日㈪から受け
日 ㈮ 土(・ 日、 祝 日 は 付け開始 ▽)場所＝境港
同フェスティバルは、 県知事も出席。大阪と鳥
除く )いずれも午前９ 商工会議所 境(港市上道
大阪市内の企業や飲食店 取の近い関係をアピール
などで組織する 一(社 大) しながら、鳥取県への訪
町 ▽)講師＝大塚製薬㈱
時～午後４時 分
場所 境港市保健相談セ 熱中症予防指導員、健康
阪活性化事業実行委員会 問を呼びかけました。
２日間にわたり行われ
ンター 境(港市上道町 ) 経営アドバイザー
の呼びかけで毎年開催さ
たステージイベントでは、
③④の詳細は、健康ま
れているもの。
【内容】
湊町リバープレイスと 鳥取県、県西部地域の観
① 展 示 ▽ 川 柳 と 朝 ご つりチラシ 境(港商工会
道頓堀川沿いのリバーウ 光ＰＲやじゃんけん大会
はんレシピ応募作品▽新 議所、市保健相談センタ
ォーク一帯を会場に、ス などを行い、多くの人に
型コロナウィルスに関す ー、 各 公 民 館 に 設 置 、)
テージでのパフォーマン 鳥取県の良さを印象づけ
境港市は、新しい生活 る情報▽健康づくり情報 またはホームページで確
ス披露やグルメ出店など ています。
認してください。
様式版「境港市健康まつ ▽各公民館の活動
また、リバーウォーク り」を 月 日から 月 ② 健康相談 要(予約、
でにぎわいました。
詳しくは、境港市健康
鳥取県からは、鳥取県 の一角には、大型スクリ
日まで開催します。
月９日㈪から受け付け開 推進課 ☎( ︱１０４１ )
関西本部、大山山麓・日 ーンを設置し、鳥取県の
同まつりのあらましは、 始）
にお問い合わせください。
野川流域観光推進協議会、 ＰＲ動画も放映。サック
•••••••••••••••••••••••••••••••
交番、駐在所に連絡して
一(社 鳥)取県西部活性化 ス奏者のマルタさんが演
暴力団の迷惑行為やトラブルに
くだい。
協会、米子市観光協会、 奏する大山山麓・日野川
なお、緊急を要する場
境港市観光協会、 一(社 ) 流 域 の イ メ ー ジ ソ ン グ
合は、迷わず１１０番に
鳥取県物産協会、久米桜 「アイラブ大山」や鳥取
県西部を中心とした観光
通報を。耳や言葉の不自
麦酒㈱が参加。
鳥取県警察は県民の安
由な人のための１１０番
大阪ミナミ会のグルメ 案内の映像を流しました。 全、安心を第一に、暴力
は▽聴覚・言語障がい者
緊急通報ファクシミリ＝
フリーダイヤル０１２０
︱８５７︱１１０▽メー

最優秀賞と優秀賞を受賞した4店舗の
担当者ら＝皆生グランドホテル天水

30

11月の相談日

11

新しい生活様式版
境港市健康まつり
5

企業・労働者の相談窓口

境港市などをPRする鳥取県西部活性化協会の田淵英志
専務理事
（左）
と境港市観光協会の加藤敏夫専務理事

29

11

10

参加13店舗に認定証

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
名物料理を作る会 土(
紅(蟹饅頭 」
で
) 、優秀賞は テ ル 部 門 は▽華水亭 米( 海王 米(子市 ▽)美酒佳肴
井一朗会長 は)９月 日、 ＡＮＡクラウンプラザホ 子市 ▽)皆生菊乃家 米(子 ゆらく 米(子市 ▽)「高級」
皆生グランドホテル天水 テル米子 日本料理 雲海 市 ▽)松濤園 米(子市 ▽)味 美食パン専門店ＧａＬａ
米(子市皆生 で)２０２０
米(子市 の)「紅ズワイガ 屋プラザ 日(吉津村 ︱)で ▽㈲こめや産業 境(港 ▽)
蟹取県「ウェルカニ料理 ニ入り茶巾蒸し」に決定。 した。
ま ぐ ろ ラ ー メ ン 本 舗 境(
コンテスト」を開催。旅
飲食店部門の最優秀賞
また、飲食店部門は▽ 港 ︱)が出展しました。
館・ホテル６店舗と飲食 は、バンケット シュシュ しゃぶしゃぶ 寿司 和食
同会は、参加した全店
店５店舗が、紅ズワイガ
舗に「ウェルカニ料理」
米子市 の「紅
(
)
ニを使った新作料理を出 ズ ワ イ ガ ニ ム
の認定証とのぼりを贈呈。
展しました。
各店舗はこれらを掲示し、
ース・蒸し・コ
人の審査員は、それ ンソメジュレ」
ウェルカニ料理のＰＲに
ぞれの料理を試食して、 で、優秀賞は御
努めます。
紅ズワイカニの魅力を引 食 事 処 弓ヶ浜
詳しくは、同会公式ホ
き出している味、盛り付
ー ム ペ ー ジ 「(名 物 料 理
境港市 の「か
(
)
け、インパクトなどをポ に ト ロ 丼 」 と
を 作 る 会 」で 検 索 を) ご
イントに採点。
決まりました。
覧ください。また問い合
旅館・ホテル部門の最
そのほかに
わせは、同会事務局 ㈱(
優秀賞は、皆生グランド 出 展 し た 店 舗
ＢＳＳコスモ内・☎ ︱
ホテル天水の「紅蟹粕汁 は、 旅 館・ ホ
７７３７ へ)。

ウェルカニ料理コンテスト

境港商工会議所女性会 Ms.通信

年 の 軌 跡 」を シ リ ー

「写真で見る女性会
ズで掲載してきた
. 通 信 で す が、 今
Ms
回が最終回です。この
たびは、当女性会の木
村真理子会長に、印象
に残った事業や女性会
への思いなどをインタ
ビューしました。

︱特に印象に残っている
事業は何ですか。

２０１３年からスター
トしたチャリティーゴル
フ大会は、趣旨に賛同し
ていただいた皆様の参加
と協力のもとに実施して

︱ 東海市訪問も実施し
ていますね。

︱ほかにはどんな事業を
していますか。

その時は、民族衣装の
チマチョゴリを着せてい
ただくサプライズなもて
なしに感激しました。

まずは、２００９年に
ＤＢＳクルーズフェリー
の定期貨客船が就航した
際に行った韓国・東海市
との交流事業ですね。東
海市の一行が境港市を訪
問した時には、境港商工
会議所で東海商工会議所
女性委員会の皆さんにお
茶席を用意し、お点前の
披露とふるまいでもてな
しました。

います。大会の収益金を 備に当たりました。
活用して、オリジナル傘
︱ 素晴らしい大会にな
や車椅子などを寄贈して
りました。
きました。創立当時から
続くチャリティーバザー
そうですね。マグロの
など、福祉事業にも積極 解体ショーや会員自らが
的に取り組んでいます。 １年かけて練習した大漁
太鼓の演奏を披露するな
︱ 大きな大会も経験し
ど、境港らしい、手作り
ましたね。
のおもてなしを喜んでい
中国地方商工会議所女 ただけたものと思います。
性会連合会 中(商女性連 ) 創立 周年記念事業も併
の境港大会を２０１５年 せて、このような行事に
に夢みなとタワーで開催 会長として携われたこと
しています。小さな街で は、非常に良い経験でし
の開催は難しいと思いま た。自分の成長の糧にも
したが、一致団結して準 なったと思っています。

オンライン会議で開催

倉敷総会

2019年 県商女性連会員交流会で新魚市場を見学

☎44−0145

︱ 女性会の良いところ
はどこでしょう。

若手会員の新鮮な発想、
先輩会員の経験や知恵、
それらを活かした行動力
です。個性豊かな面々か
らの刺激も常にあり、女
性会はそんなパワーの満
ちあふれた「場」だと思
います。これからも、女
性ならではのしなやかな
感性で、地域の活動を支
えて行きたいと思います。

︱ ありがとうございま
した。

••••••••••••••••••••••••••••••••
チャンチャンコ姿の会員
全国商工会議所
が境港をＰＲ。
女性会連合会
最後に大原美術館理事
長の大原あかね氏を招き
会員も境港商工会議所に 「過去の歴史と明るい未
来の結節点としての現在
集まり参加しました。
会議のオープニングに ～ＳＤＧｓから倉敷を語
は、各地女性会の映像が る～」のテーマで記念講
流され、当会も鬼太郎の 演を行いました。
第 回全国商工会議所
女性会連合会倉敷総会が
月 日、倉敷アイビー
スクエアでオンライン会
議として開催され、当会

2018年 フラワー
アレンジメント
講習会

Fax 42−6156

ホームページ http : //teramotosyouten.com
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
2015年
中商女性連
境港大会で
大漁太鼓を
披露

㈲いたくら
境港市上道町

㈲寺本商店

中商女性連・境港大会で記念講演をした
司葉子さん（右）に花束を渡す木村会長
2014年「ニコちゃん傘」
を境港市観光協会に贈呈

☎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。

〒684-0004 鳥取県境港市大正町 112

（境港商工会議所内）
（境港商工会議所内）
TEL
・
FAX
TEL44−1111
44−1111
・
FAX 42−6577
42−6577

写真で見る女性会 年の足跡

2013
第1回
チャリティー
ゴルフ大会

本社・境港市松ケ枝町
(水木ロード沿)

0859- 42-3056
0859- 44-2455

木村真理子会長に聞く

2010年
訪問団の一員
として東海市に

昭和町仲卸店舗
☎47−4147
Fax 47−4148

●ガス・石油製品販売
●上・下水道工事（境港市指定業者） ●リフォーム
●給水工事（米子市水道局公認） ●太陽光発電・蓄電池

52

23

地域を支える女性会に
2010年 韓国・東海商工会議所との女性交流会

水産物直売センター

お得な情報が
いっぱい

6
10

インタビュー
50

50

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｡

事務所
スタンド

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

シリーズ⑤ ２０１０年〜２０１９年

2017年 チャリティーバザー
2016年 着付け講習会

2012年 会員親睦レクで
「神話博しまね
（出雲市）
」
へ
2011年 第1回境港まぐろ感謝祭

なんでも
ご相談
ください

日常の水回りトラブルから
浴室・トイレ・台所の
リフォーム、増改築

境港商工会議所女性会
境港商工会議所女性会
１９６９年５月に創立した境港商工会議所
女 性会の半 世紀の足 取りを振り返るこのシ
リーズ。５回目の今回は、２０１０年から２０１９
年までの10 年間の様 子を懐かしのスナップ
ショットで紹介します。

境港青色申告会 青色ひろば

で会社勤めをしていまし
たが、元々アウトドアが
好きでキャンプやキャン
ピングカーなどに興味が
あり、雑誌を読んだり同
好の人とＳＮＳやメール
で交流していました。
そうした中で、エアス
トリーム社製の車体を使
って箱根で営業している
人と知り合い、頻繁に連
絡を取るようになりまし
た。更に詳細を知りたく
自分の目で確かめに行き
ましたが、実物を見た途
カフェ ランドヨット

端、完全にはまりました。
「自 分 も や り た い、絶
対にやるぞ」と早速、購
入方法を教わり、千葉県
の業者を通してアメリ
カ・カリフォルニアのバ
イヤーに購入を申し込み
ました。紆余曲折を経て
約１年かかりましたが、
やっと手に入れることが
できたのです。
車の後部分を調理室に、
前部分を客席に改装し、

テーブルを置き、ベンチ
スタイルの座席を設けま
した。店内に入ってみる
と、天井は高く 人以上
のお客さんに対応できる
ように作られていて、圧
迫感は全くありません。
ことし３月にオープン
しましたが、すぐに新型
コロナウイルス感染症拡
大の影響のため、あえな
く休業。再度６月 日に
再開しましたが、それで
も店外には小さなメニュ
ー板がポツンとあるだけ
で、宣伝用のノボリなど

ー 持続化給付金 ー

鬼太郎の里
わたなべ

は一切ありません。
「テレビ取材もあった
し、ＳＮＳや口コミで地
道にやっています。大々
的に宣伝して大勢に押し
かけられても対応できな
いんです」と木村さんは
笑って話しました。
また
「メニューの中で
は、コーヒーは勿論です
が、厚焼き玉子サンドが
一番のお勧めです。玉子
にはこだわりがあり、無
農薬飼料で育てられた鶏
の玉子以外は使用しませ
ん。高くつくけど、味が

濃くておいしくお客さん
に安心して提供できます
から」
とも話す木村さん。
個人のお客さんは当然
ですが、お店のスペース
から見ると、少人数のパ
ーティー、例えば誕生パ
ーティーなどには最適で
はないでしょうか。冷や
かしでも結構。ぜひ、カ

フェ ランドヨットの雰囲
気を味わいに足を運んで
みませんか。
コーヒーと厚焼き玉子
サンドを注文していただ
ければ最高ですが。

サンアート山陰

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

●
えんどう
酒店

青色申告

境 港
会

94
№

を連想させる特異な雰囲
気をもったお店なのに。
移動販売車、または車
内販売車…。何と言った
らいいのでしょうか。ア
メリカ・エアストリーム
社製の移動可能な喫茶店
です。
経営者の
木村孝史さ
んがこのお
店に辿り着
くまでには、
かなりの月
日と人手を
要しました。
その経緯を
かいつまん
でお話しし
ます。
学校卒業
後、木村さ
んは名古屋

50

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

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

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

税務・会計
一 口 メモ

●

北

【事業所のあらまし】
事業所名 カフェ ランドヨット
代 表 者 木村 孝史
（きむら・たかし）
所 在 地 境港市京町199
事業内容 カフェ
営 業 日 水曜日～日曜日
(月・火定休)
営業時間 11：00～15：00
T E L 0８0- 5238- 5718

Y

12

M

I

目立たない場所にある
のに凄く目立つお店
「カ
フェ ランドヨット」
さん
を訪問しました。
取材の事前準備でお店
を訪ねましたが、夜間と
いうこともあり、不覚に
も二度も表を素通りして
しまいました。ジュラル
ミン製でロケットや弾丸

50

ロケットや弾丸を連想させる木村孝史さんの店舗

10

•••••••••••••••••••••••••••••••
施策が実施されています の場合＝１００万円▽法
が、このうち、持続化給 人の場合＝２００万円※
付金について検討して見 ただし、昨年一年間の売
上からの減少分が上限と
ましょう。
給付の要件 ▽コロナの なっています
影響により、一カ月の売 計算方法 前年の売上高
上が前年同月比で ％以 ︱ 前(年同月比 ％以上
新型コロナウイルス感 上 減 少 し て い る 場 合 ▽ 減少した月の売上× カ
染症 コ(ロナ の)影響は大 ２０１９年以前から事業 月 ＝
) 給付金額
きく、多くの事業者が苦 収入を得ており、今後も 持続化給付金の税務処理
課税対象となりますの
境に立たされています。 事業を継続する意思があ
事業の継続を支えるため、 ること※２０２０年３月 で、収入に計上します。
国、県、市などで様々な までに開業し、前年の売 なお、消費税は不課税取
上が無い場合には特例が 引に該当するため、課税
設けられています
されません。申請期限は、
給付金額 ▽個人事業者 来年１月 日です。

15

•••••••••••••••••••
極的な姿勢を見習いたい
女性部だより
と思います。
９月の連休の頃から境
アイデアを求めています
港の町にも人出があり、
にぎわいが戻って来てい
るようです。これからの
行楽シーズンは、多くの
人に来ていただければと
思います。
青色申告会女性部の今
年度の活動も進めていき
たいと思います。アイデ
アをお願いします。

50

秋の気配が朝晩色濃く
なりました。
月に実施された国勢
調査。記入をしている時、
自分の気持ちは 歳台の
つもりなのに高齢者であ
ることを再確認させられ
た時間になりました。周
りの皆さんの行動的で積

10

移動可能な喫茶店
マイナポイントは早めの申請を

20

…30

PEGAZOU shop ぺガ蔵
佐々木 隆

ー カフェ ランドヨット ー
皆さんは舘ひろしさんがうさぎの着ぐるみを着て
いるCMを見たことありますか？
このCMは「マイナンバーカード」
を使って申し込み
を行い、キャッシュレス決済サービスで買い物をす
ると、25%(最大5000円)分のポイントがもらえる
「マ
イナポイント」
のキャンペーンです。
マイナポイントは、まずマイナンバーカードを境港
市に申請して取得し、マイナポイント申請スポット(郵
便局・ローソン・ヤマダ電機など)やスマホ、または
パソコンで手続きします。
来年3月までのキャンペーンなので、早めに申請し
たいですね。なんといっても5000円分のポイントは、
助かります。ちょっと豪勢な晩御飯もできるし、マイ
ナポイント＋αで、高価なものも買えてしまうのです
から。
マイナンバーカードの取得率に関しては、ことし３
月時点では、全国で15.5％でした。境港市にいたっ
ては、11.8％にとどまっています。
マイナンバー制度が始まって５年、政府は取得率
の向上を目指しています。また、合わせて経済産業
省の政策と感染予防の観点から、キャッシュレス化
を推進するために、このキャンペーンが行われてい
るのです。
今後、どのように生活が変化するとも限らないの
で、決済サービスは慎重に決めたいものです。便利
で使いやすくてどこでも使えて、期限がないものが
いいですね。マイナポイントをもらうためには、手
続が必要な決済サービスもあります。
決済サービスの会社や受け取り方について、詳し
くは総務省の公式ホームページ（
「マイナポイントと
は」
で検索）
をご覧ください。

7

青色申告会の元気企業
インターネットの基礎知識 ⑫

〜 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↓↓↓

商工会議所会員を招いて

次のクイズに答えてください。

招待席

①～③までのうち、
どれか一つが正

（㈲さかゑや）

【事業所のあらまし】
代 表 者 中村 武雄(なかむら・たけお)
所 在 地 境港市上道町2184-19
T E L 0859-42-5400
営業時間 昼の部 11：00～15：30
（ラストオーダー 14：50）
夜の部 17：00～21：00
（ラストオーダー 20：20）
休 業 日 毎週水曜日、第3火曜日
事業内容 飲食業(和食レストラン)
※テイクアウトあり

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。

日本食品工業㈱(竹内町)の
「もさ海老カレー」
がタイアップしている神社は、次のうちのど
れでしょうか。
(ヒントは２ページ)
① 金持神社
② 金箔神社
売り切れ御免! 日替定食

応募締切
スポンサー

11月9日㈪(当日消印有効)

日本食品工業㈱(境港市竹内町)

正解と当選者

▲ 11月6日『松葉蟹』解禁‼
11月上旬より予約賜ります！
1杯 16,200円 ～

氷 温 食 品
ダ イ マ ツ

旨塩さば▶
4切入 1,080円
8切入 1,728円

山陰特産・旬の魚を氷温製法で仕上げました。焼くだけの簡単調理で気軽に
ご家庭で美味しいお魚が堪能出来ます。食べやすくロングセラーの大人気商品。
旬の味覚を存分にご賞味ください。
★内容の詳細については下記の連絡先にお問い合わせ下さい。

米子鬼太郎空港 2F
0859-45-5882

※新型コロナウイルス感染拡大の影響による航空機減便の
ため営業時間を短縮しています。
ご来店の際は米子鬼太郎空港HP
【https://www.yonago-air.com/】
をご確認ください。

理で、 人の審査員が舌
鼓を打ちました。紅ズワ
イガニの多様な食べ方を
全国に伝え、産地・境港
をＰＲする格好の機会が
提供されたことに感謝し
たいと思います。

山陰特産えてかれい▶
3枚入 1,350円

27

ＳＡＮＫＯ
夢みなとタワー

◀山陰特産のどぐろ開き
1,080円 〜 5,184円

月のイベント

今回は山陰の海産物を豊富に取り揃えている
『氷温食品 ダイマツ』の
大人気商品をご紹介いたします♫

11

ワーを訪れてみてくださ ーマーケットの出店者を
い。
募集します。先着順です
日時
月 日㈰ 午前 ので、申込はお早めに。
時～午後２時
申込受付スケジュール
場所 ＳＡＮＫＯ夢みな
月 日㈯ 午前９時か
とタワー館内 竹(内団地 ) ら同タワー ☎( ︱３８０
０ に)電話で申込
夢みなとフリーマーケ
出店料 ▽１日のみ＝２
ット出店受け付け
０００円▽２日間＝３０
００円
詳しくは、同タワーへ。

米子鬼太郎空港 お土産ショップの紹介！
！

11

月 日㈯・ 日㈰に
開催される夢みなとフリ

ウェルカニ料理コンテス
トでは旅館、ホテル、飲
食店 社が出展し、腕を
振るって作った紅ズワイ
ガニ料理の新作を発表。
いずれも素材の良さをふ
んだんに活かした名物料
13

第 回「国際交流の日」

店舗は境水道大橋の進入路すぐ手前


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

太極拳のステージやモ
ンゴル語講座など、様々
な催しがあります。当日
は、入館無料です。この
機会にぜひ、夢みなとタ

北

宛先 〒６８４-８６８６ 境港市上道町３００２

▽髙島道子 日(ノ出町 ▽)
西村穣 馬(場崎町 )
賞品 カニみそトマトジ
ャン
スポンサー ㈱門永水産
境(港市昭和町 )

●
杉谷酒店

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。

ペンを置いて

井ゲタ竹内
●

←至市役所

応募のきまり

境港市の特産品である
紅ズワイガニは、多くが
加工食品の原材料となり
ます。最近では、姿のま
ま調理されることも良く
ありますが、食材として
使われることはまれでし
た。このたび開催された

至境大橋↑

賞品 「もさ海老カレー2個セット」 ５名様

前回クイズの問題は
「 ㈱門永水産 昭(和町 の)
『かにみそトマトジャン』
に隠し味として使われて
いるのは何でしょうか 」
というもので、正解は②
の「大山Ｇビール」でし
た。
当選者 敬(称略 )▽古徳
由美 森(岡町 ▽)南節子 竹(
内町 ▽)岡田真樹 新(屋町 )

○創業のきっかけ？…東京で料理人としての経験を積み、
広島で飲食店を経営していました。結婚を機に境港市に
移り、鮮魚店を営んでいた時、地元で水揚げされる新鮮
で美味しい魚料理を皆さんに食べていただきたいとの思
いで、1993(平成5)年に当店をオープンしました。皆さ
んのお陰で、創業27年になります。
○おすすめポイントは？…エビフライと刺身が楽しめる
「だんだん定食」
や秘伝のタレを使った
「海鮮丼」
が人気で
す。そのほか、平日限定の
「日替定食」
は旬な魚をはじめ、
肉を使った料理も日々、工夫しながらリーズナブルに提
供し、好評をいただいています。お客様からは、カニ料
理といえば
「さかゑや」
と言っていただけるようになりま
した。ゆで蟹、焼き蟹、天ぷらなど、豊富なメニューを
揃えています。店内は、テーブル席と座敷席があり、団
体でもご利用いただけます。
○お客様は？…創業当時から親子3世代でのご来店や、日
替定食のファンになったと、毎日通っていただける地元
の皆さんもいます。国道431号線沿いですので、観光客
の皆さんにも多くご利用いただいています。
○今後の事業展開
（展望）
？…創業当時の味を守りつつ、多
くの皆さんにご満足いただけるよう、新メニューの開発に
日々、取り組んでいます。最近はじめたテイクアウトのメ
ニューも増やしていきたいです。
○一言PR ！…元鮮魚店の目利きで、鮮度にこだわり、納
得したものだけをお客様にお出しします。お一人でもカ
ップルやご家族でも気軽にご来店いただき、笑顔でお見
送りできる境港の御飯屋さんとして、スタッフ一同、皆
さんのお越しを心からお待ちしています。

③ 黄金神社
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