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は「弘兼憲史が選ぶ最優 す。
中学生以下の部
秀賞」
、
「俵万智が選ぶ最
同川柳について、詳し
入賞作品
優秀賞」を含む入賞作品 くは境 港 観 光 協 会 ☎(
を決定。結果発表の記者 ―３８８０ に)お 問 い合 弘兼憲史が選ぶ最優秀賞
よぶ こ
会見を５月に行う予定で わせください。
ご近所へ 呼子が運ぶ
ち わ げん か
痴話喧嘩 瑠(璃 )
•••••••••••••••••••
入賞作品は、次の通りで 俵万智が選ぶ最優秀賞
無観客 こっそり観てる
す。
ろくろ首 か(ばくま )
一般の部 入賞作品
水木しげるロード振興会
会長賞
境港市長賞
コロナ禍で 一反木綿も のっぺらぼう ピクトグ
ふ しょく ふ
不織布に ままっち
ラ ム に 仲 間 入 り お( も
(
)
ち )
境港商工会議所会頭賞
倉ぼっこ アベノマスク 水木しげる記念館館長賞
雪女 彼の前では 水浸し
を持て余す 満天の星
(
)
熱(愛発覚 )
米子空港利用促進懇話会
会長賞
夢みなとタワー館長賞
め ぢから
目力は バックベアード 山道に たたずむ天狗 ソ
うちの妻 あ(ぶらすまし ) ロキャンプ 凛( )

一般の部、中学生以下の部

せた作品が数多く寄せら
れています。
審査は、特別審査員の
ひろ かね けん し
漫画家・弘兼憲史さんと
たわら ま ち
歌人・俵万智さんなどの
選考委員が実施。併せて、
ことし２月 日から３月
２日までの間にインター
ネット投票も行いました。
第 回妖怪川柳コンテ
審査の結果、一般の部 ストの「一般の部」入賞
では同大賞を含む入賞作 作品 妖(怪川柳大賞を除
品を、中学生以下の部で く と)「中学生以下の部」

ぬりかべ（左）とろくろ首

弘兼憲史が選ぶ妖怪川柳大賞

２年自粛 伸びっ放しの ろくろ首

俵 万 智が選ぶ妖怪川柳大賞

コンテストの結果パネルを手にする同協会スタッフ

ぬりかべで 汚部屋隠して テレワーク

︵一社）
境港観光協会
︵竹内団地、結城豊弘会長）
は、
第 回妖怪川柳コンテストの結果を公表。
「２年自粛
伸びっ放しの ろくろ首
︵陽気妃）
」を「弘兼憲史が選

47

特別審査員講評

レワーク
︵ にわとりママ）
」を「俵万智が選ぶ妖怪川

弘兼憲史・俵万智

ぶ妖怪川柳大賞」に、
「ぬりかべで 汚部屋隠して テ
柳大賞」に決定しました。

境港観光協会は、昨年
月 日からことし１月
日までの２カ月間、同
コンテストを実施。 都
道府県全てから応募があ
り、３３７５句が集まり
ました。
同コンテストは、妖怪
をお題とした川柳を全国
から募集するもので、今
回も世相や流行を鮮やか
に切り取り、風刺を利か
11

47

特別審査員の弘兼憲史
さん
（右）
と俵万智さん

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
聞こえた言葉を返す妖怪。 ました。なるほど、ぬり 別かつ社会的な大きな出
弘兼憲史さん 漫(画家 )
男女の犬も食わない痴話 かべが背景にいてくれた 来事と川柳を重ね合わせ
喧嘩を、側を通っていた ら隠すことができるなと て、観たいけど観られな
大賞への講評
コロナ禍で自粛解禁を、 ？( 呼)子に聞かれたから、 実感し、妖怪との組み合 い気持ちをろくろ首に代
首を長くして待つ毎日で 大変。近所に呼子がふれ わせが面白かったです。 弁してもらっているよう
すが、２年間も首を伸ば まわって、笑われたとい 中学生以下の部 最優秀 です。
長い首を伸ばしてこっ
して待っていたので、ろ う、恥ずかしい川柳です。 賞への講評
くろ首の首が更に伸びて どんな内容だったのか知
オリンピックという特 そり見ているろくろ首の
表情まで伝わってきて、
しまったという川柳です。 りたいですね。
とても良い川柳だなと感
このあと伸び切った首は
俵万智さん 歌(人 )
じました。
元に戻るのでしょうか？
コンテスト全体への講評
ろくろ首がとぐろ首にな 大賞への講評
川柳を通して妖怪たち
新型コロナの時代、テ
第 回妖怪川柳コンテ りそうですね。
の生き生きとした表情に
ストの特別審査員を務め 中学生以下の部 最優秀 レワークの機会が増えて
出会えてとても楽しい時
おり、自分の部屋が意外
た２人の講評は、次の通 賞への講評
間を過ごせました。
りです。
呼子は山びこのように と散らかっていると感じ
妖怪はちょっと怖いけ
ど親しみやすさやユーモ
アがある存在であって、
妖怪と川柳は相性がいい
なと選考を通して感じま
した。
これからも川柳コンテ
ストを通してたくさんの
妖怪達に出会えることを
楽しみにしています。

11 11

妖怪川柳コンテスト
16

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

各賞の紹介
妖怪川柳
コンテスト

16

1

妖怪川柳大賞
２作品決まる
16

！
お出かけは米子鬼太郎空港から！

なら搭乗日の355日前
から予約可能！

回新就職者激励
人
（

展させましょう」とエー
ルを送りました。

中国運輸局長指定民間車検工場

濱野政和氏が記念講演

日、第

体験談で新社会人にエール
境港商工会議所は４月
会を開催。学窓を離れた〝 社会人１年生 〟
事業所）が参加し、社会生活のスタートに向けて決
町）の濱野政和社長を講師に「実録 個人事業から会

意を新たにしました。式典終了後は、
味処美佐 （京
社設立まで」と題した記念講演を開催しました。

と我慢して経営者目線で
頑張り、未来の境港を発

•••••••••••••••••••

ージ 「(鳥取県 創業・ベ
ンチャー」で検索 を)ご覧
ください。
今回は「事業承継型の
起業」に関する支援施策
について紹介します。現

鳥取県が施策説明会
鳥取県は、県内産業に
活力を与える起業家や新
規事業を志す後継ぎ経営
者の皆様に向けた支援施
策を展開しています。詳
しくは、県公式ホームペ

境港市昭和町12−26 ＴＥＬ( 0859 ) 44−3531(代) ＦＡＸ( 0859 ) 44−3386

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

日本海冷凍魚(株)

㈲森脇自動車

事業承継型起業の支援

続いて、少人数でスム
ーズに料理を提供できる
仕組みづくりや新商品開
発を実施します。仕入れ
た鮮魚などを急速冷凍で
きる設備も導入。四季そ
れぞれに中心となる食材
や人気のある料理を出せ
るようになり、他店との
差別化に成功します。
これらの努力で人気の
ある店とのイメージが定
着し、予約・問い合わせ
が必要な店になりました。
そのため、事前の仕入れ、
仕込みやシフト制の導入
などが可能となり、休み
の日に働く飲食業として
は、異例の完全週休２日
制を実現。程よい休みと
程よい賃金で、ワークラ
イフバランスが完成しま
す。
最後に濱野社長は「あ
きらめず、くじけず、頑
張れば必ず花は開きます。
あなたの努力は、誰かが
きっと見ています。グッ

人と車にやさしいメンテナンス

（同）

して勤務。現在は、味処
美佐を経営する傍ら、ベ

ニズワイガニなど、地元
水産物の魚食普及に向け
た各種イベントを企画実
施し、保育園、高等学校
で食育活動も行っていま
す。
同店の開業時には、母
親と接客係の女性と調理
師の自分の３人でスター
トした濱野社長。店構え
はしっかりしていました
が、自分の技術や料理が
伴わず、理想と現実のギ
ャップに悩みました。
改善に向けて、まず取
り組んだのは、就業規則
作りでした。明確な賃金
体系を提示し、労働条件
通知書も交付することで、
スタッフに安心感が生ま
れます。この頃から、従
業員も増えてきました。
にし め じん

在、経営者の高齢化が進
行し、全国的に「後継者
不在」
、
「事業承継」が大
きな課題となっています。
そんな中、後継者不在
事業者から経営資源を引
継ぎ、新たに事業をスタ
ートさせる起業のパター
ンが生まれてきていま
す。そこで、鳥取県は今
年度から、民間の事業承
継マッチング企業と連携
し「後継者不在に悩む県
内事業者」と「起業希望
者」をつなぐプロジェク
トを開始します。
このたび、同プロジェ
クトの説明会を５月 日
㈮に倉吉未来中心 倉(吉
市駄経寺町 で)開催。オ
ンラインでの参加も可能
です。事業承継や起業に
関心のある皆様はぜひ、
ご参加ください。
詳しくは、県公式ホー
ムページ Ｑ(Ｒコード参
照 を)ご覧ください。ま
た、問い合わせは鳥取県
産業未来創造
課 ☎
( ０８５
７― ―７２
４６ へ)。

新制度対応の小型・普通自動車特定整備事業の認証取得しました

〜第13回 スズキ/セイゴ〜

摯に受け止めたため、
生協の指導のもと厳格
な衛生管理・品質管理
を自社で行える現在の
検査体制を構築できた
のだと思います。
創業 周年を迎え、
気候変動や昨今の国際
情勢など、先行きが見
通しづらくなっていま
す。
そんな中でも当社は、
これからも人とのつな
がりを大切にしていき
ながら、誠実に良い製
品を作り続け、次世代
へ紡いでいきたいと思
っています。 （談）
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境港おさかなロード
の仲間たち

めに奔走していた西銘仁 いという声を聞き、味付
しょう
正さんに出会いました。 けをしたもずくを販売す
「今は地位もお金もな ると、大阪いずみ市民生
いが、必ずもずく製品で 活協同組合との取り引き
日本一になる」と一生懸 が始まり、個食パックの
命説得したところ、彼は 「味付もずく」は一大ヒ
もずくの養殖を本格的に ット商品になりました。
ただ、初めて、生協と
始め、島の振興につなげ
たいという思いを熱心に の取り引きをしようとし
話してくれ、お互いの思 ていた頃、当時作業を自
いが通じ合い、取り引き 宅１階の工場で行ってお
り、生協の担当者から、
が開始します。
「初
そして、それは良質な 衛生管理・品質管理は
もずくの安定供給にむけ 歩的レベルにさえ達して
た当社と産地の二人三脚 いない」と評価され、大
変なショックを受けまし
のスタートでした。
塩抜きがうまくいかず、 た。
しかし、その評価を真
なかなか美味しくならな

26

日本海の新鮮なカニを独自の
製法でバラエティー豊かに

新車・中古車・車検・鈑金塗装

出世魚として知られ、成長に伴いセイゴ→フッコ→
スズキと呼び名が変わります。一般的には生後４年
以上、体長60㎝以上になると、スズキと呼ばれるよ
うになります。全国的
に生息し、大きな河川
が流れ込む内湾やその
沿岸部の磯などで獲れ
ます。
中でも、島根県宍道湖のものは有名で、産卵のた
めにやって来る腹太スズキは「宍道湖七珍」の一つ。
「スズキの奉書焼き」は、この地方の名物料理です。
皆さんは、スズキがこれから旬を迎える日本の夏を
代表する魚だということをご存知ですか。魚としては
珍しいビタミンＡや、身や皮に含まれるビタミンＤが多
く、ほかにカリウムやリンも含み、栄養価にすぐれて
いる夏バテ予防に最適な魚なのです。
そぎ切りにした身を冷水でさらした「洗い」は、夏
に似合う料理です。
設置時期 2012年７月
設置場所 ㈱昭和船具店(相生町)
寄 贈 者 ㈱牧浦商店(鳥取市)
資料提供：ＮＰＯ法人 元気みなと

50

濱野社長は高校を卒業
後、皆生温泉で調理師と

― 海産物のきむらや ―

山あり谷 あ り の 経 営 人 生 を 語 る 濱 野 政 和 社 長

味付もずくの個食パックが
作った新しいもずくの時代

境港商議所
新就職者激励会
創業期の味付もずく

45

11

高校卒業後、島根県の 買い上げていましたが、
農機具メーカーに就職す 顧客が増えると良質なも
るも２年後に会社が倒産。 ずくを安定調達する必要
父からは、どこかしっか 性が高まり、そんな時に
い
へ
や
りしたところに再就職し 「伊平屋村」のラベルが
て欲しいといわれました 貼られたもずくの一斗缶
が、どうしても就職する を見かけたのです。
気にならずにいました。
私は、わずかばかりの
そんな中で子供の頃か 資金をはたいて沖縄に向
ら目にしていた、日持ち かいました。そこで、沖
のする塩漬けされたもず 縄で漁協を立ち上げるた
境港商工会議所会員
くに目が留まったのです。
企業の創業時の様子を
手元にわずか１万円ほど
伝 え る「 創 業 の 頃 」
。 しかない中で、１９７２
今回は、㈱海産物のき
年「木村商店」として行
むらや
（渡町）の創業に
商をスタートしました。
ついて木村隆之社長に
初めのうちは、地元の
漁師から現金で少しずつ

10
おいしい おまっせ！

伺いました。

創 業の 頃

▽郵送
pref.tottori.lg.jp)
宛(先＝〒６８０―８５
７０ 鳥取市東町１丁目
２２０、鳥取県商工労働
部商工政策課 )
詳しくは、ＳＤＧｓ 企
業認証サポート窓口 県(
商工政策課内・☎０８５
７ ― ― ７ ５ ３ ８ へ)。
また、県公式ホームペー
ジ Ｑ( Ｒ コ
ード参照 )
をご覧くだ
さい。

解凍するだけの簡便

調理で、女性やお子

ＳＤＧｓに取り組む境港市内の企業を紹介するこ

スタート

受けることができる▽Ｓ
ＤＧｓ 経営をしていく中
で生ずる各種課題の解決
を支援する補助金が活用
できる▽新たな展開の実
現のきっかけとなるビジ
ネスマッチング支援が受
けられる―などのメリッ
トがあります。
第１回公募のあらまし
は、次の通りです。
対象者 県内企業など
公募期間 ４月７日㈭～
５月 日㈮ 秋(ごろに第
２回公募を予定 )
必要書類 申請書、チェ
ックシート Ｓ(Ｄ Ｇｓ 達
成の目標年度と定められ
ている２０３０年に向け
て目指す自社の姿、社会、
経済、環境に関連する全
項目の取り組み状況や

45

同認証制度のロゴマーク

てらしじゅ り

チンにまでに精製したも
のを輸入。これらの国の
産業基盤づくりに貢献し

を」
、ゴール４「 質の高 ル 「気候変動に具体的 ＳＤＧｓ の経験を提供し
てきました。
、
ゴール 「陸 て、より良いものを作っ
、ゴ な対策を」
併せて、ゴール 「海 い教育をみんなに」
の豊かさを守ろう」の取 ール６「安全な水とトイ の豊かさも守ろう」など てもらいたいです」と述
、ゴール の取り組みも展開中です。 べました。
り組みにも積極的です。 レを世界中に」
詳 し く は、同 社 ☎(
同社の赫太郎会長は
主要な原料であるカニが ８「働きがいも経済成長
、ゴール 「 つくる 「東南アジア各国の企業 ―３０８６ に)お問い合
減少しないように、海に も 」
、ゴー には、これからも技術や わせください。
排出する水は清浄化した 責任つかう責任」
ものに限定。さらに、東
•••••••••••••••••••••••••••••••
南アジア各国の工場排水
とっとりＳＤＧｓ
の処理にも細心の注意を
企業認証制度
払っています。
第１回公募の期限は５月 日
また、ゴール５「ジェ
ンダー平等を実現しよ
鳥取県はこのたび、Ｓ
う」の取り組みでは、女 ＤＧｓ 達成に向けた経営
性社長の誕生をはじめ、 を進める企業の取り組み
目標など )
各部署で女性が活躍して をさらに強化し、資金調
申請方法 ▽県公式ホー
います。
達や組織強化の支援を行
ムページ 「(とっとり電
さらに、ゴール３「す う「とっとりＳＤＧｓ 企
子申請サービス」
で検索 )
べ て の 人 に 健 康 と 福 祉 業認証制度」を創設しま
から申請▽電子メール
した。
(shoukou-seisaku@
同認証を取得すると▽
認証取得事業者を対象と
した低利率の制度融資を
キチンを作るために
カニ殻を釜に仕込む
同社スタッフ

海外営業力強化のため、
本補助金の活用をぜひ
ご検討ください。
詳しくは、当センタ
ー公式ホームページ

(http://tottori-kaigai.

15

境港市は、昨年２月に
ゼロカーボンシティを宣
言し、脱炭素社会の実現
に向け、地球温暖化対策
に全力で取り組んでいま
す。
そこで、今年度からは
従来行っていた住宅用太

〒６８４−００３４ 鳥取県境港市昭和町５−６

様にも人気です。

日本通運株式会社のグループ会社である当社は、グループのホールディングス体制移行に合わせ、2022年１月１日に
グループブランド「NX」の展開の一環として、
『境港物流株式会社』から『NX境港物流株式会社』へ社名変更しました。

代表取締役社長

した。

ＴＥＬ. 0859−44−3555 ＦＡＸ. 0859−44−5577

〒684ｰ0004 鳥取県境港市昭和町12番地8−4
TEL 0859ｰ44ｰ0626
FAX 0859ｰ44ｰ0696

福

加タレに漬け込みま

岩 田 慎 介
岩 田 謙二郎

代表取締役会長

漁師風いか醤油漬け

栄

「おすすめの一品」

FUKUEI

株式会社

塩分控えめのマイルドな無添

弊社所有船「吉丸」が漁獲し

た刺身用の船凍スルメイカを

岩 崎 誠 司

12

をご覧ください。
com/)
また、問い合わせは当
かわ もと
センターの担当・河本
☎( ―３１６１ へ)。

26

のコーナー。今回登場していただくのは、甲陽ケミ

40

13

•••••••••••••••••••
陽光発電補助金に加え、
事業所用太陽光発電
事業所用太陽光発電の補
助金制度を開始しました。
補助金制度を開始
補助額は、出力１㌔㍗あ
たり４万円 上(限 ㌔㍗
未満 で)す。
同補助金について、詳
しくは境港市環境衛生課
脱炭素推進係 境(港清掃
センター内・☎ ―３８
０３ に)お問い合わせく
ださい。

13

カル㈱ 竹
(内団地・赫珠里社長 で)す。

20

13

30

同社のＳＤＧｓ の主要
な取り組みは、ゴール９
「 産業と技術革新の基盤
を作ろう」です。
同 社 は、 廃 棄 さ
れるカニ殻を健康
機能性食品の素材
としてよみがえら
せ、 キ ト サ ン や グ
ルコサミンなどを
製造・販売。
原 料 は、 主 に 境
港に水揚げされる
カ ニ 殻 で し た が、
最近は東南アジア
各国からも受け入
れ て い ま す。 し か
も、 同 社 の 技 術 指
導 で、 カ ニ 殻 を キ

海 外 展 開のススメ

75

漁業部・鉄工部・食品部

代表取締役社長

コロナ禍での活動支える補助金

を用意しています。
ほかにも、外国向け動
画の作成費用などを助成
する「海外プロモーショ
ン動画作成支援補助金
補(助率＝２分の１、上
限＝ 万円 」)や、専門
家からサポートを受ける
際の謝金費用などを助成
する「海外専門的サポー
ト補助金 補(助率＝３分
の ２、 上 限 ＝ 万 円 」)

10

42

境 港 市

30

など

3

14

など

― 甲陽ケミカル ―

当センターは、コロ
ナ禍にあっても海外展
開を行う企業を支援す
るための補助金として、
海外展示会出展、海外
渡航 コ(ロナ対応費用
を含む 、)外国語資料
の翻訳などの費用を助
成する「コロナ禍にお
ける海外ビジネス支援
補助金 補(助率＝２分
の１、上限＝ 万円 」)

海外展開支援補助金のあらまし

カニ殻を健康機能性食品に再生

が、海外バイヤーからは
パート②
外国語プレゼンテーショ
ン資料の充実、外国語版
動画の作成を希望される
ケースが多く見受けられ
ました。
プレゼン資料や動画は、
といった支援制度があり
公(財 鳥)取県産業振興機構・とっとり国際ビジ
海外企業との成約に直結
ます。
ネスセンター 竹(内団地・夢みなとタワー内 が)海
近年、新型コロナウイ する効果的なツールです。
外展開の事例などを紹介する「海外展開のススメ」
。
ルス感染症の影響で、海 海外展開を進める企業は、
今回のテーマは、同センターの補助金支援です。
外への渡航中止勧告が呼
びかけられていましたが、
本年４月１日に危険レベ
ルが引き下げられ、１０
６カ国の渡航中止勧告が
解除されました。これを
機に、海外現地での商談
・展示会出展などを行う
企業は、本補助金が利用
可能です。
また、当センターは昨
年度２２５件の海外Ｗｅ
ｂ商談支援を行いました

とっとり国際
ビジネスセンター

シリーズ⑪

ＳＤＧｓ境港企業の取り組み

どを売り込むため、国内
で開催される商談会など
に参加する事業
対象経費 ▽出展料 オ(
ンライン商談会などの場
合は、参加料・登録料・
ページ掲載料 ▽)小間の
装飾費、備品などのリー
ス料▽展示品の輸送費
助成率 対象経費の 分
の 上(限＝５万円 )
対象事業者 ①境港市内

に事業所を有する 個(
人の場合は、あわせて
境港市内に住民登録が
ある 中)小企業者であ
ること②境港市税の滞
納がないことなど※必
ず事前に、市水産商工
課に相談してください。
詳しくは、市水産商
工課商工振興係 ☎(
―１０５６ に)お問い
合わせください。

元作家によってユーモラ
スに描かれています。
手ぬぐいは、こだわり
の本染めで、紺色 マ(グ
ロ カ ラ ー と) 赤 色 カ( ニ
カラー の)２種類。実際
に使っても、インテリア
としても楽しめる一品。
境港のお土産としても喜
ばれそうです。手ぬぐい
の売上の一部は
「みなと」
を核にしたまちづくりを
進めるための事業活動費
として活用されます。
詳しくは、元気みなと
事務局 喫(茶クロ内・☎
―２０８６ に)お問い
合わせください。

ハウスクリーニング・店舗清掃

T E L 47−0303

おさかなロードに 体目のオブジェ

ヨコワを寄贈

境港商議所
境港商工会議所は、ＮＰＯ法人元気みなと 佐
(名

受注の拡大を図る市内中
小企業者が、国内で開催
される商談会などへ参加
する際の費用を支援する
「 境港市国内商談会等参
加支援補助金」を創設し
ました。補助金の利用は、
１年度につき２回までで
す。
同補助金のあらましは、
次のとおり。
対象事業 自社の製品な

押し商品を紹介す

元気みなと

境港おさかな手ぬぐい

境港商工会議所会員事業所の

るこのコーナー。今回は、ＮＰＯ法人元気みなと 中(
町、佐名木知信代表 の)「境港おさかな手ぬぐい」で

多種多様な魚を知っても
らいたい、魚と港を盛り
上げたいとの思いから有
志で立ち上げた「元気み
なと」
。

す。

日本有数の漁港である
境港。獲れたて、新鮮な
魚がいつでも食べられる
のは市民の特権ですね。
その境港で水揚げされた

10

リ ー 鳥( 取 和 牛 使 用 、) 販売されています。
廣瀨社長は「即席め
大山チキンカリー 大(山
ど り 使 用 が) あ り ま す。 んやカレーは、広い地
これらは、まるごうを始 域で流通し、市内でも
めとしたスーパーなどで 購入できます。パッケ
ージの裏面には、製造
所として当社の名前が
明記されてるので、ご
覧ください。また、オ
リジナルカレーの『大
山 』は商標登録して、
商品価値を高めていま
す」と述べました。
詳 し く は、 同 社 ☎(
―０６００ へ)。

一

航

賀

木知信理事長 が
) 展開する「おさかなオブジェ事

日に設置場所を提供した㈲三

業」に協賛し、「ヨコワ ク
(ロマグロの幼魚 」)のオ
ブジェを寄贈。３月

―２０８６ に)お問い
合わせください。

本物そっくりの「おさ
かなオブジェ」 体を設
置している「おさかなロ
ード」の整備や、ご当地
グルメの開発 販･売など、
魚のまち・境港のＰＲを
行うＮＰＯ法人です。
元気みなとは、食とし
ての魚はもちろん、それ
以外でも魚をより身近に
気軽に親しんでもらえる
よう、グッズの製作を開
始。その第一弾となるの
が「境港おさかな手ぬぐ
い」です。
オブジェにもなってい
る、境港を代表するおな
じみの魚たち 種類が地

•••••••••••••••••••

詳しくは、元気みなと
事務局 喫(茶クロ内・☎

境港市は、自社の製
品・技術などの販路や

ー 境 港 市 ー
同社のオリジナルカレー
を手にする廣瀬信彦社長

NISSIN

国内商談会への参加支援

市内のスーパーなどでも
販売されています。
また、境港市内にもあ
る大手外食チェーンのお
子様カレーも同社製品。
さらに、フジッコ㈱
のフルーツゼリーや
ナタデココも生産し、
市内スーパーで売ら
れています。
一方、関西圏で流
通するカレーシリー
ズも製造。また、オ
リジナルブランドと
して、大山ビーフカ

株式会社

アースクリーン (合同会社 大島）

47

境港ならではの手ぬぐい

光水産 浜(橋道夫社長 の
)敷地内 相(生町 で)除幕式が

海岸通りの景観形成と
水木しげるロードから海
岸通りへの導線づくりを
目的とする活動を２０１
２年から 年間にわたっ
て行ってきました。今回
のオブジェは 体目とな

ります。
また、このオブジェの
設置場所は、旧堀田石油
本社跡地を三光水産が取
得。社屋と集客施設を建
設する予定です。
除幕式に先立ち、元気
みなとは、関係者と地元
の少年野球チーム 上(道
チャイルド・境少年野球
クラブ で)、境水道沿い
海岸通り み(なとさかい
交流館～海とくらしの史
料館 の)清掃活動を実施。
除幕式では、堀田会頭
が「本日設置されたおさ
かなオブジェ、記念すべ
き 体目を一区切りに、
どうかこのプロジェクト
が今後ますます進展し、
大海原を高速遊泳する
『 マ グ ロ 』の ご と く 成 長
して、さらに大成功を収
められますことを祈念し
ます」と述べました。

境港で生産された食品を地元で購入できる場所を
探すコーナー「発見 境港発商品 。
｣ 今回は、鳥取缶

工場で、旧国鉄の食堂車
にカレー・シチューを納
入するなどの事業を展開
していました。
１９５８年に即席めん
が新発売されると、この
即席めん大手は、全国に
協力工場を求めます。同
社は、この会社の即席め
んや焼きそばなどを製造
し、中国地方各地に供給。

詰㈱ 渡
(町、廣瀨信彦社長 が)生産する商品です。

同社はかつて、水産缶
詰を生産していました。
境港市が水産缶詰の産地
と言われていた時代です。
その後、マイワシの漁獲
量が激減し、同社を含む
すべての会社は缶詰の生
産を停止します。
同社は、昭和町の第一
工場で水産缶詰を製造し、
現在の本社地である第２

44

又

代表取締役社長

エアコンの汚れ・ニオイが気になる方！除菌・消臭施工はいかがですか？

30

13

日 新

エアコンクリーニング はプロにお任せ！

〒684−0075
境港市西工業団地100 番地

鳥取県境港市福定町622
フリーダイヤル ０１２０‑４４５‑４００
メール info@earthkleen.jp

〒684‑0042

30

4
44

10

45

30

中小企業者の販路開拓に
我が社
の一品

30

10

行われました。

― 鳥取缶詰 ―

境港発商品

オブジェの完成を祝う皆さん

26

元気みなとは、境水道
沿い海岸通り 境(港おさ
かなロード に)、境漁港
で水揚げされた本物の魚
介類から石こうで型をと
り、スズで製造した「お
さかなオブジェ」を設置。

発見 即席めん・カレー

大阪の観光が目指す方向
一
(社 境)港観光協会 竹(内団地、結城豊弘会長 は)
を示すとともに、アフタ
４月 日、「コロナの先を考える！境港と大阪の大
ーコロナを見据えた２０
連携！…観光と地域大逆転のカギ」と題して、「特
２５年の大阪・関西万博
別講演会・シンポジウム」を夢みなとタワー 竹
(内
を契機とした新たな観光
団地 で
) 開催。特別講演では、元観光庁長官で大阪
振興策を紹介。
観光局の溝畑宏理事長を講師に迎え、続くシンポジ
さらに、溝畑氏は「万
ウムは、地域の観光振興について意見交換し、約１
博は鳥取、島根両県にと
００人が耳を傾けました。
って大きなチャンス」と強
講演で溝畑氏は、人口 危機感を持って自立を目 調。併せて、関西に近い
減少で今後さらに地域が 指さなければいけない」 両県が連携する重要性を
「 万博の来場者
衰退するとして「各地が と指摘しました。また、 指摘し、
は約２８００万人が見込
まれる大阪を拠点にして、
地方送客を考えている。

受け入れ準備を整えてほ
しい」と訴えました。
シンポジウムでは、結
城会長がコーディネータ
ーを務め、溝畑理事長の
ほか、同観光協会理事で
参議院議員の中田宏氏、
地元で商店街の活性化に
取り組むジョイアーバン
の本田修司副社長、子ど
もたちとともに街づくり
やしゃご
を考える境港玄孫プロジ
ェクトの都田賢吾氏、境
こう
港管理組合・クルーズ担
ソン ソン へ
当の成聖恵氏が意見交換。

５月の相談日

５月19日㈭

産業医

５月26日㈭

産業医

溝畑理事長らは「山陰
両県が同じ目線で観光振
興に取り組み、新しい未
来を作ると良いでしょう」
とエールを送りました。

産業医

一堂に集結

鳥取県警察

○平日、午後１時３０分から３時３０分まで。

○お問い合わせは、西部地域産業保健

で個別に相談に応じます。
（無料）

きさらぎ

センターまで。☎２２－３５７０

天候などでイベント内容
が変更、中止となる場合
あり )
場所 境夢みなとターミ
ナル及び駐車場 竹(内団
地 )
参加料 無料
詳しくは、同ターミナ
ル ☎( ―０６８８ へ)。

・増員/補充などで「人材募集」をされるとき

公共施設の運営指針に

■鳥取事務所 TEL（0857）2 0 - 1500

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

あいサポート研修会

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

― 境港観光協会 ―

•••••••••••••••••••••••••••••••
イベントを開催します。
地域の暮らし支える乗り物
また、地元の飲食店や
キッチンカー、物販店も
５月 日
出店し、１日を通して楽
境夢みなとターミナル 大病院の協力で、はしご しめるイベントです。ぜ
竹(内団地 は)、防災や災 車、パ ト カ ー、巡 視 船、 ひ、お越しください。
同イベントのあらまし
害活動で地域の暮らしを 警護訓練、ドクターヘリ
支える消防署、警察署、 の展示など、同ターミナ は、次の通りです。
「万博は山陰両県にとって大きなチャンス」と話す溝畑宏理事長
海上保安庁、自衛隊、鳥 ルの機能をフル活用した 日時 ５月 日㈯ 午前
時～午後３時 新(型コ
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
続いて、鳥取県議会議 港市民交流センター準備 室 の 木 村 拓 哉 支 配 人 は ロナウイルス感染症の状
よし き
員の安田由毅氏が鳥取県
「公共施設の運営者一人 況などで延期の場合あり、
ひとりが高齢者や障がい
の障がい者支援に関する
者の皆さんの意向を尊重
状況を報告。次に、ＮＰ
した補助や支援を行うこ
Ｏ団体・水のたね代表の
とはもちろん、市民の障
圓山加代子氏が簡単な手
がい者への理解を推進す
話を紹介し、最後に㈱Ｍ
る立場であることも理解
ａｏ 代表の松下弘美氏が
し、運営に当たらなけれ
当事者家族から見た境港
ばと、強く思いました」
市の現状を報告しました。
と感想を話しました。
同研修会に参加した境

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。

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

14

•••••••••••••••••••
要な役割を担っています。
興味のある人は、ぜひチ
ャレンジしてください！
受験申込みの受け付け
期限は、５月 日㈬午後
５時です。第１次試験は、
６月 日㈰に実施します。
詳しくは、鳥取県警察
の公式ホームページ 二(
次元コード参照 を)ご覧
ください。また問い合わ
せは、鳥取県警察本部警
務課人事第二係採用案内
フリーダイヤル ０(１２
０―０２２―７１２、平
日午前８時
分～午後５時
分 へ)。

企業の皆様へ

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。

警察行政職員

海上保安庁の巡視船も参加

企業・労働者の相談窓口
10

ただいま募集中

鳥取県警察本部は、鳥
取県職員採用試験 警(察
行政、２０２３年４月採
用予定、大学卒業程度 )
の受験申込みを受け付け
中です。
警察行政職員は、警察
官のように犯罪捜査や交
通指導取締りに直接従事
することはありませんが、
警察業務に欠かせない重

産業雇用安定センター

公益財団法人

夢みなと
ターミナル

町３０００)にハガキを送付、も
しくはＦＡＸ(46－０４７２)でお
送りください。次のＱＲコード
からも応募できます。
詳しくは、同準備室
(☎︎46－０４７１)にお
問い合わせください。

手話の講習をする圓山加代子氏（右）

○米子市久米町の西部医師会館会議室

18

30

16

的に開催したものです。
あいサポート運動とは、
様々な障がいの特性を理
解し、障がいのある人に
温かく接するとともに、
障がいのある人が困って
いる時に「ちょっとした
手助け」を行うことで、
誰もが暮らしやすい地域
社会を作っていく運動の
こと。２００９年に鳥取
県でスタートしました。
研修会ではまず、境港
市社会福祉協議会の福祉
団体専門指導員・渡邊礼
子氏が障がい者への接し
方を解説。

境港市民交流センター準備室

46

５月12日㈭

19

大阪と山陰両県の連携に期待

境夢みなとターミナル
竹(内団地 と)境港市民交
流センター 上(道町 の)運
営に携わる㈱きさらぎ
馬(場崎町、木村光哉社
長 は)、あいサポート研
修会を境夢みなとターミ
ナルで開催しました。
同研修会の対象者は、
同社の境夢みなとターミ
ナル事業部・現場担当者
と境港市民交流センター
事業部・現場担当者らで、
公共施設の運営者である
従業員がその立場を十分
に理解し、正しい姿勢で
管理運営を行うことを目

広報誌のタイトル募集

14

ことし７月10日㈰にオープンす
る境港市民交流センター「みなと
テラス」
は、広報誌の発行を予定。
同センターは、その誌名を募集し
ます。
名称募集のあらましは、次の通
りです。
対象 どなたでも応募できます
応募期間 ５月２日㈪～22日㈰
(当日消印有効)
応募内容 「誰もが分かりやすく」
「親しみを感じる」
「ワクワクする」
ような誌名を募集します
応募方法 誌名とその名前を付け
た理由、住所、氏名、連絡先を明
記して、境港市民交流センター準
備室(〒684－0033・境港市上道

5

15

特別講演会・シンポジウムを開催

適格請求書
発行事業者登録申請受け付け中

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

適格請求書等保存
方式の導入

有限会社

等々

◎事故緊急自動通報サービス ◎車外持ち出し機能

月１日から消費税の仕入税

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

サンアート山陰

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

プレミアム ドラレコ型新発売 !
360°
撮影可能＆駐車監視機能付き

鳥取県西部・島根県東部など

２０２３ 令
(和５ 年)

仕入税額相当額の50％

額控除の方式として、適格請求書等保存方式 い
(わ

2026(令和８)年10月１日から
2029(令和11)年９月30日まで

ゆるインボイス制度 が
) 始まります。そこで、米子

課税仕入の仕入税額相当額の一定割合が
仕入税額として控除できる経過措置の期間

13

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

または税込み と)適用税
率⑤消費税額など⑥書類
の交付を受ける事業者の
氏名、または名称―です。

には、原則として、２０
２ ３ 令( 和 ５ 年) ３ 月
日までに登録申請手続き
を行う必要があります。
免税事業者とその取引
先のインボイス制度への
対応は、公正取引委員会
の公式ホームページ Ｑ(
Ｒコード参照 に)Ｑ＆Ａ
が公表されています。参
考としてください。
また、中小企業庁の公
式ホームページ Ｑ(Ｒコ
ード参照 に)は、インボ
イス制度への対応を支援
するための補助金などの
資料が公表されています。
インボイス制度につい
て詳しく知りたいときは、
国税庁公式ホームページ
の「インボイス制度特設
サイト」に掲載されてい
る制度の概要、Ｑ＆Ａや
申請手続に関する情報を
ご覧ください。
インボイス制度につい
ての一般的なお問い合わ
せは、専用ダイヤル ☎(０
１２０―２０５―５５３、
無料、受け
付け時間＝
午前９時か
ら午後５時
まで、土日
祝除く へ)。

31

中小企業庁HP 公正取引委員会HP

免税事業者などから
の課税仕入れ

仕入税額相当額の80％

適格請求書等保存方式
の導入後は、免税事業者
などの適格請求書発行事
業者以外の者からの課税
仕入は、原則として仕入
税額控除を行うことがで
きません。
なお、原則的な取り扱
いのほか、導入から一定
の期間は、区分記載請求
書などと同様の事項が記
載された請求書などと経
過措置の規定の適用を受
ける旨を記載した帳簿を できるのは、課税事業者
保存している場合には、 に限られます。登録を受
免税事業者などからの課 けるかどうかは事業者の
税仕入の仕入税額相当額 任意ですが、登録を受け
の一定割合が仕入税額と なければ、適格請求書を
して控除できる経過措置 交付することはできませ
ん。
が設けられています。
税務署長に「適格請求
適格請求書発行
書発行事業者の登録申請
事業者の登録
書」を提出すると、税務
署から登録番号 Ｔ(＋
桁の数字 が)通知されま
す。ま た、２ ０ ２ ３ 令(
和５ 年) 月１日から適
格請求書を交付するため

＜割合＞

〜 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
消費税免税事業者の皆さんは、
売上先から適格請求書(インボイ
ス)の交付を求められるかどうか、
検討や確認をしてみましょう。
◇課税事業者である売上先は､仕
入税額控除のため、あなたが交
付するインボイスが必要です。
◇消費者、免税事業者である売上
先は、インボイスが不要です。
適格請求書を交付でき
るのは、適格請求書発行
事業者に限られます。ま
た、適格請求書発行事業
者の登録を受けることが

2023(令和５)年10月１日から
2026(令和８)年９月30日まで

10

税務署 米(子市東町 の
)ＰＲコーナーで、同制度につ

インボイスを発行するためには、登録申請が必要で
す。早めの登録を受けることで、早期に適格請求書等
の準備が行えます。
適格請求書発行事業者になると、次の準備が必要で
す。
◇請求書などへの「登録番号」などの記載
◇販売管理システムなどの改修の検討
◇インボイス制度に則った経理処理の備え

消費税免税事業者の皆様へ

適格請求書等保存方式
は、複数税率に対応した
消費税の仕入税額控除の
方式として導入されます。 定の事項が記載された請
適格請求書等保存方式 求書や納品書、そのほか
の下では、税務署長に申 これらに類する書類をい
請して登録を受けた課税 います。なお、請求書や
事業者である「適格請求 納品書、レシートなど、
書発行事業者」が交付す その書類の名称は問われ
る「 適格請求書 いわゆ ません。
(
適格請求書に必要な記
るインボイス 」)等の保
存が仕入税額控除の要件 載事項は①適格請求書発
行事業者の氏名、または
となります。
名称と登録番号②取り引
適格請求書とは
き年月日③取り引き内容
軽(減税率の対象品目で
ある旨 ④)税率ごとに合
計した対価の額 税(抜き

適格請求書
従来の請求書

10

登録申請と登録後の準備

適格請求書とは、適格
請求書発行事業者である
売手が買手に交付する一

適格請求書には「登録番号」の記載が必要です！

いて紹介します。

適格請求書発行事業者

インボイス制度をＰＲする米子税務署のスタッフ

早期の登録申請をお勧めします！

登録を受けた場合と受けなかっ
た場合について、考えてみましょ
う。
◇登録を受けた場合は、インボイ
スが交付でき、課税事業者とし
て消費税の申告が必要です。
◇登録を受けない場合は、インボ
イスを交付できませんが、課税
事 業 者となる必 要はありませ
ん。なお、売上先は、経過措置
期間は仕入税額の一部が控除で
きます(経過措置終了後は控除で
きません)。
◇必要に応じて、取引先(売上先や
仕入先)と取引条件の見直しを相
談するなども検討しましょう。
また逆に、取引先から相談を受
ける場合もあり得ます。
＜期間＞

消費税インボイス制度

米子税務署特集

（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/

ゆる ぎ

44

地域課題への理解深める

かった課題を発見。その
会員の成長の機会が提供 Ｅ ＷＯＲＫＳ 」という
後、グループディスカッ
できるよう活動や運動を 企業向けのクラウド型ビ
ションを行いました。
行っています。
ジネスチャットツールの
境港市に長く住んでい
新型コロナウイルス感 機能や活用方法を紹介し
る人、移住して間もない
染症拡大に伴い、ＩＴ技 ます。
人、住んでいない人、そ
術の進化や私たちを取り
このセミナーをきっか
れぞれ実際に目で見て感
巻く環境も大きく変化し けにチームでの情報共有
じた課題と改善策を話し
ました。
や作業の効率化を図り、
合い、メンバー一人ひと
そこで、時代に則した 所属組織に良い変化を与
りが共通の認識を持つこ
組織改革を目的に、当青 え、個人や地域の発展の
とができました。
年会議所は、５月 日に 一助になればと思ってい
今後もメンバー一同、
境港青年会議所は今年 境港商工会議所の協力も ます。
志を共にし、地域の課題 度、加藤大輔理事長のも 得て「デジタルツール導
詳しくは、当青年会議
解決のために取り組んで と「直言実行」のスロー 入セミナー」の開催を予 所事 務局 ☎( ― ２ ７ ０
いきます。今回話し合っ ガンを掲げ、地域の発展、 定しています。
「 ＬＩＮ ０ へ)。
た内容は、５月上旬に開
•••••••••••••••••••••••••••••••
催予定の伊達憲太郎・境
月 日に「 公(社 日)本青 しました。本年も同様の
港市長との意見交換会
年会議所 中国地区鳥取 参加を期待して、例会の
「 境港市の地域資源の課
ブロック協議会２０２２ 中でブロック協議会会長
題と今後の利活用」の中
年度会長公式訪問、 一( の公式訪問を行ったもの
で発表することにしてい
社 境港青年会議所 ３月 です。
)
２０２２年度ブロック
ます。
例会」を開催しました。
12

境港探求ツアーを実施
資源の利活用をテーマと
して公園、空き用地など
を３グループに分かれ、
自転車で回りました。実
際に足を運び、肌で感じ
ることで今まで気づかな

境港市内の課題を確認
する参加メンバーら

TEL（0859）27-1650

日吉津センター／西伯郡日吉津村日吉津

田中窯業㈲

境港青年会議所は、４
月 日に「岩田と共に境
港探求ツアー」を実施し
ました。
近年、当青年会議所で
は入会年数の浅い会員が
増加しており、境港の課
題や問題を知らないメン
バーが増えています。
地域に根差し、まちの
課題や問題に取り組む青
年会議所として、現状を
知る必要があると考え、
まちづくりＳＤＧｓ 推進
委員会の岩田啓佑委員長
の案内で、この事業を実
施したものです。
今回の事業では、地域

意見交換する参加者ら

社／米子市博労町3丁目185 TEL（0859）33-3551 FAX（0859）33-3553

本

石州瓦・各種洋瓦 販売・施行

セラミックサンド

クル

11

導入と活用で

デジタル
ツール

鳥取ブロック協議会
今年度会長が公式訪問

よろしくお願いいたします
新入会員ごあいさつ

園芸用土壌の被覆用、庭の通路や除草帯、遊歩道、ヒートアイランド対策など
ph：7.5（微アルカリ性）
一般の砂に比べ保水性に優れています。また保肥力は一般の砂と同等です。
透水性に優れ水たまりの出来にくい環境がつくれます。排水不良土壌の土壌改良材としても使えます。

…
…
…
…

用 途
特 徴
保水性
透水性

リーダーシップ力向上へ
講演とディスカッション

昨年は、当青年会議所 協議会会長の万木良平君
•••••••••••••••••••••••••••••••
４月例会では、４カ月連
のメンバーが鳥取ブロッ から事業計画や方針など
全てのメンバーが、未
続 で 全 会 員 が 参 加 す る 来の自分自身のリーダー
ク協議会の会長だったこ を聴き、全メンバーの参
１００㌫例会を達成する 像を描くことができる有
ともあり、多くのメンバ 加意識につながったもの
ことができました。
意義な事業となりました。 境港青年会議所は、３ ーがブロック事業に参加 と思います。
例会終了後に行った
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
「 リーダーシップ力向上
ィス内外の困りごとをお 境港で青年会議所の活動
事業」では、 一社 栃木
客様に寄り添って解決す を通じて、より良いまち
(
)
おお あ く
ることや、働きやすい環 づくりと地域の賑わいづ
青年会議所の大阿久友伸
境づくりの提案なども業 くりにつながるように頑
氏を講師に招いて講演を
張ってまいりますので、
務の一つです。
実施。
このたび、境港青年会議所に新入会員が誕生しま
私自身、生まれ育った よろしくお願いします。
これまでの体験や身近
境港青年会議所は、４
したので紹介します。
月 日に「 一(社 境)港青 な例を用い、境港青年会
そうな雰囲気で、率先し
の地方発多角化ビジネス
年会議所２０２２年度４ 議所のメンバーとして発
大
田
祐
輔
お(おた・ゆうすけ )
高
平
光
た(かひら・ひかる )
て街のために動かれてい
モデル」の確立を目指し、 境港市役所
月例会」と「リーダーシ 揮すべきリーダーシップ
㈱きさらぎ
る姿に憧れて、街で働く
各事業部間で緊密な協業
ップ力向上事業」を開催。 について、ディスカッシ
（
境
港
市
上
道
町
）
（
境
港
市
馬
場
崎
町
）
ョンも交え、様々なリー
皆さんの考え方を勉強し
と様々な分野に特化した
ダーシップの理解を深め
たいと思い、入会しまし
事業を展開し、ＳＤＧｓ
ました。
た。
の実現に向けても積極的
今回のセミナーで、理
今後は主体的に動き、
に歩みを進めています。
論的にリーダーシップを
考え、その経験を身近な
普段は境港市内外へ、
理解することができまし
人にも還元できるように
時には県外のお客様先に
私は、みなと祭やゲタ 積極的に参加していきま
た。またリーダーを支え
ことし４月、境港青年 訪問して、パソコン操作
るフォロワーシップとい 会議所に入会しました。 指導やプリンタの修理を 飛ばし大会など、境港青 す。よろしくお願いしま
う考え方も認識。
当社グループは「日本一 行っています。またオフ 年会議所の皆さんが楽し す。

7

廃瓦のリサイ

4月例会を開催

5月12日 セミナー

3月例会を開催

事業報告
17

11

検索

境港青年会議所

ペットサロン

商工会議所会員を招いて

次のクイズに答えてください。

a tempo

招待席

①～③までのうち、
どれか一つが正

（ア・テンポ）

解です。
正解した人には抽選でプレ
ゼントを差し上げます。

【事業所のあらまし】
代 表 者 阿部 千帆美(あべ・ちほみ)
所 在 地 境港市高松町472-2
T E L 090-7373-7962
営業時間 10：00～19：00
休 業 日 不定休
事業内容 犬のシャンプー、 インスタグラム
カットなど、ドッグホテル

NPO法人元気みなと(中町)の「境港おさかな
手ぬぐい」
はマグロをイメージした紺色と、
○
○をイメージした赤色の２種類あります。○
○は次のどれでしょう。
（ヒントは４ページ）
① カニ

やさしく丁寧なケアをします

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。

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

5月9日㈪(当日消印有効)

スポンサー

NPO法人 元気みなと(中町)

正解と当選者

さかいみなと中野港漁村市のスケジュールは、次の通
りです。
日時 ５月14日㈯ 午前９時〜11時(売り切れ次第終了)
※感染状況や天候により､中止する場合もあります
場所 中野港周辺(境港市中野町、国道４３１号中野町交差
点すぐ）
詳しくは、実行委員会事務局(鳥取県漁業協同組合境
港支所内・☎４４−０２２５)へ。

夢みなとタワー

※航空ダイヤの変更により変わる場合がございます。

スケジュール

月のイベント

営業時間：10:30 〜 20:30（定休日：無）

さかいみなと
中野港漁村市

10

（土・日曜日、
祝日に開催）
場所 １Ｆ エントラン
スロビー
料金 ５００円～ 内(容
により異なります )
詳しくは夢みなとタワ
ー ☎( ―３８００ へ)。

数 量 限 定 の 日 替 わ り メ ニ ュ ー も大人気です！
公 式 Tw i t t erと イ ン ス タ グ ラ ム か ら チェックしてみてね↓
Twitter → 丿貫米子空港店 @hechikan_yngap
Instagram→ 丿貫米子空港店 @hechikan_yonago_airport

５

作家さんが登場します。
自分だけのオリジナルア
クセサリー作りや雑貨作
りなど、内容盛りだくさ
ん！
日時 ５月１日㈰〜８日
㈰ 午前 時～午後４時

境港産「特製」紅ズワイ蟹そば
浜茹で紅ズワイ蟹のむき身と鳥取県産豚肩ロース肉を
贅沢に３枚使用し、うずら卵をトッピングしています。
※数量限定の1 ,4 0 0 円（税込）で販売。

行います。また、コロナ
禍での試験的な取り組み
として、買い手が一方向
に並び、人数を区切って
販売する形態をとる予定
です。
販売するのは、沿岸の
魚を始め、境港サーモン
や干物、ＳＤＧｓ 冷凍境
港サーモンフライ、美保
湾のポロシャツなど。
コロナ禍に負けないで
頑張る同イベントの開催
が待ち遠しいです。

米子空港店限定
一押しの商品

夢みなと工房

14

丿貫（へちかん）米子空港店 絶賛営業中 !
横浜に本店を構える
人 気 ラ ー メン 店 が
米 子 空 港 に 出 店！

５名様

山陰で活躍中の様々な

ワンちゃんの看板が目印です

賞品 「境港おさかな手ぬぐい」

▽近藤千穂 日(ノ出町 )
賞品 ダックワーズ ５(
個セット )
スポンサー ㈲ボヌール
洋菓子店 境(港市元町 )

a tempo

Ｒ４３１号

●
マクドナルド
境港店

まるごう
高松店
●

③ オニ

ペンを置いて

北

② ウニ

小型底引き網漁が解禁
となる５月から始まる
前月号のクイズ問題は 「さかいみなと中野港漁
「 ㈲ ボ ヌ ー ル 洋 菓 子 店 村市」が５月 日、２年
元町 の一押し商品『ダ ぶりに開催されます。
(
)
同漁村市は、地域で沿
ックワーズ』は、どんな
形をしているでしょう」 岸漁業を支える鳥取県初
というもので、正解は② の取り組みとして２０１
２年にスタート。美保湾
の「小判型」でした。
当選者 敬(称略 ▽)景﨑千 で獲れる魚を手頃な価格
恵美 竹(内町 ▽)川西利江 で販売してきました。
今回は規模を縮小し、
明( 治 町 ▽)門 脇 和 也 芝(
町 ▽)渡 辺 美 智 子 湊( 町 ) 鮮魚などの販売に絞って

○創業のきっかけ？…子どもの頃から犬が大好きでした。
犬に関わる仕事がしたいと思いながらも違う仕事に就き
ました。しかし、夢をあきらめることはできず思い切っ
て会社を退職し、大阪のトリミングスクールに入学。卒
業後は大阪のサロンで経験を積み、2022(令和4)年2月
に帰りたくてたまらなかった境港市に念願のペットサロ
ンをオープンしました。
○おすすめポイントは？…ご来店時に飼い主の皆さんから
ワンちゃんの体調、性格、毛質などをお聞きしてから適
切なシャンプーやカットなどをします。子犬からシニア
犬まで幅広く対応します。当店が境港市内で初導入した
クワトロシステムは、マイクロナノバブルやオゾンシャ
ワー、炭酸泉スパなどのスキンケアができます。余分な
皮脂を分解・洗浄することで、ふんわりモコモコに仕上
がり、毛の光沢の違いや臭いのない清潔感を実感いただ
けます。当店は全コース無料でオゾンシャワーを使用。
また、保湿効果が期待できるハーブパックもおすすめで
す。ドッグホテルは、宿泊のほか、一時預かり(日帰り)
にも応じます。
○お客様は？…地元の皆さんをはじめ、手作りのチラシや
インスタグラムなど、SNSを見て、遠方からも来店い
ただいています。うれしいことに、お客様が他のお客様
を紹介してくださいます。
○今後の事業展開
（展望）
？…今年の夏ごろには、当店の東
側に70㎡ある天然芝のドッグランを開設予定です。ワン
ちゃん同士や、飼い主の皆さんのコミュニケーションの場
になればと準備を進めています。
○一言PR ！…すべてはワンちゃんとご家族様の笑顔のた
めに」
をコンセプトに、飼い主の皆さんにもワンちゃん
にも、安心してお任せいただけるトリマーになれるよう、
頑張ります。
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