おさふねサービスエリアが、７月９日にリニューアル
オープンし、毎週土曜日と日曜日にレストランバイキン
グを始めました。
食べ放題（ソフトドリンク付）で和食･洋食･デザート
など約30種類の料理を用意しております。是非一度「お
豊富なメニュー
さふねサービスエリア」へお来しください。
【連絡先・お問合せ先】
おさふねサービスエリア
◎開催日：毎週土曜日・日曜日
2
◎時 間：昼11時〜14時30分(
入場14時まで) 瀬戸内市長船町長船1133T
E
L
.
0
8
6
9
6
6
9
2
1
5
夜17時〜21時(
入場20時30分まで)
定休日 なし
◎料 金：昼 大人1,
200円 小学生500円
営業時間 10時30分〜21時
夜 大人1,
500円 小学生700円
オーダーストップ 2
0時30分

皆様のお越しを
お待ちしております

「暑い中お仕事お疲れ様です！」と元気いっぱいの声に
迎えられてのれんをくぐれば、店主と従業員のハツラツ
した笑顔と美味しいラーメンがお腹も心も満腹にしてく
れる…そんなお店です。
経営者の高祖博子さんが「ウチの自慢は、元気いっぱ
いのあいさつと腕によりをかけた美味しいラーメンです！」
と言うように、お店に入ったら一番に聞こえてくる大き
な挨拶。
地元の方や観光客が大勢来店し、数百人の来店客の顔
と名前を覚えています。
そんな高祖さんは商工会の記帳機械化システムを利用
している会員さんの一人。日々の売上・支払いを手早く
記帳するだけで、決算書や申告書が作成出来る記帳機械
化システムは、煩雑な経理処理を抱える個人事業者にと

っての力強いサポーターです。
これからも元気なあいさつと、
美味しいラーメンでお客さんの
お腹と心を満腹にしてください。

代表の今田宏さんは、2年前父親から自動車の板金塗装
店を引き継ぎました。
今田さんの趣味は音楽、しかも「レゲエ」。事務所に
はターンテーブルを置き、名刺はラスタカラー仕上げと
本格的。さらにご来店して頂いたお客様にはレゲエのCD
までプレゼントしてくれます。
ここまで聞くと、若いお客さんが集まるお店かと思い
ますが、お客さんの大半はご年配の方々。今田さんは、
「自分が生まれ育ち、そして今こうして商売をさせても
らっているこの街に恩返しが出来てこそ真のプロだ」と
考えています。たとえば環境に配慮した塗料を使用したり、
積極的に地域のボランティア活動にも参加しています。
こんな今田さんの人柄に惹かれ、ご年配のお客様もご利
用されています。

老若男女は問いません。愛
車のトラブルでお困りの方は
お気軽に「今田自動車整形美
装」にお立ち寄りください！

ハツラツ笑顔で
お待ちしております

【連絡先・お問合せ先】すわき後楽中華そば 牛窓店
瀬戸内市牛窓町牛窓３８９８−４
TEL．
0869345685
定休日 月曜日
営業時間
★
11時〜21時

言われているが、地元の高校生が積極的に参加してくれる姿を
見て、我々が若者に誠実な関心を寄せ、一歩近づく努力をすれば、
お互いに助け合える地域づくりが出来るのだと痛感した。また、
青年部活動を通じ、
それまでは自らの事業を専門的な目線でしか
岡山ロイヤルホテルで行われ
見ていなかったが、生活の一部である介護事業と地域とを切り離
た「第13回商工会青年部主張
すことは出来ないと考えるようになり、丁度その頃商工会から誘
発表大会（岡山県商工会連合
それまで漠然としていた
会主催）」において、瀬戸内市商 われた『第２創業塾』へ参加することで、
工会青年部の中川浩彰さん
（（株） 事業コンセプトが明確となり、経営革新支援法の承認を受けるこ
『チャンスは待っていてもやってこ
Ma
ＣＯ）が最優秀賞に選ばれま ともできた。これらの体験から、
ない。自分からつかみに行くんだ！』と、様々なセミナーや集まりに
した。
出席するように心掛けるようになった。商工会を通じ、地域の中の、
中川さんは「青年部活動に参
人と人との大切な関係を学ぶことが出来た。」と力強く語り、最
加して」と題して発表。
「福祉大学を卒業後、
７年間の特別養護
後に恩師の言葉を引用し、次のように締めくくりました。
老人ホーム勤務を経て、
『小規模で本当に安心できる介護サー
『上を見ろ、下も見ろ、周りにも目をやれ、遥か彼方も遠く見て
ビスがしたい』と、
３年前に市内にデイサービスセンターを開設。
地域の人脈作りの役に立てばと、商工会青年部に入部した。そ みろ！さあ出発だ！みんな仲間だ！手を離すな！』
９月９日に山口県下関市で開催される中国・四国ブ
の後様々な青年部活動に参加することで、新たな発見をすること 中川さんは、
ができた。献血活動もそのひとつ。
『最近の若い者は…』とよく ロック大会へ岡山県代表として出場されます。

◎見積もり無料！オイル交換も
始めました！

【連絡先・お問合せ先】 今田自動車整形美装
瀬戸内市邑久町大窪5591 TEL．0869220615
定休日
日曜・祝祭日
営業時間
8時30分〜18時

参加費無料

【今後の開催予定】

せき じゅく

「関塾瀬戸内」
ただいま奮闘中
関塾では、民間、
県職員、
市職員、
各産
業団体の職員が毎月集まり、産業振興

地域住民と市内の中小企業が協力して運営

備前福岡の市

■地産地消、地元の旬を

(
瀬戸内市長船町福岡)

■地域に賑わいをもたらせたい
長船町福岡は一遍上人絵伝にもあるように、中世から市が
開催されていた土地です。その長船町福岡で、地産地消をテ
ーマに備前福岡の市を復活させ、地域に賑わいをもたらそう
とがんばっているのが福の市出店者会（参加事業者数22社）。

楽しんで頂ける市

毎月第４日曜定期市
「備前福岡の市」
日時：８月２７日（日）
午前８時〜午前１１時（雨天決行）
主催：福の市出店者会
一言ＰＲ：長船特産のぶどう「高尾」登場

ミニ

お知らせ ニュース
若手経営者や後継者が
地域づくりを検討中！
行幸スポーツ少年団堂々の３位入賞

塾長は、一橋大学院の関満博教授、瀬

■地産地消推進の拠点を目指して

商工会
青年部

戸内市の専任講師を一名迎え、塾は毎

「地域で作られた良い物を、その地域の方に知って頂く」
という地産地消の動きが地域全体に波及し、地域経済の一部
門として、「地域づくり」と「地域の経済的な利益」が両立
していくグループを目指している。

青年部主催

月瀬戸内市のあれやこれやについて会議
を行っています、今回、邑久町のカキを

「カキのお
使った新しいお土産として、
かき」
を試作しました。これが結構くせに

■出店者にもいろいろな成果

なる味で、更に研究中です。

高齢化等による地域の衰退をなんとか打開したいという想
いで始めた定期市だが、出店者にもいろいろな成果が出ている。
直接消費者とのコミュニケーションを通じて、自社の存在を
地域の方に知って頂くと同時に、お客さんの反応を今後の商
品開発に活かしている。

また、瀬戸内市の人たちが、
もっと瀬
戸内市のことを知ることで、郷土に対す
る誇りを持てることを願って、瀬戸内市

学検定 の実施に向けて準備中です。
何かを起こそうと活動中です。

5月21日（日）かもがわ総合運動公園にて平成
18年度、青年部学童ソフトボール県大会が開催
され、瀬戸内市代表、行幸スポーツ少年団が3位
になりました。

備前大橋

今年も市役所本庁・牛窓支所・夢ト
ピア長船にて献血運動を行いました。

→

献血バスがやって来た！

★
P

瀬戸内市主催「リフレッシュ瀬戸内」の
海岸清掃に参加しました。地域の方たちと
一緒にボラン

っている献血運動が、積極的な献血

ティア。綺麗

事業として評価を頂き、８月10日倉

な海岸になり

敷チボリ公園で開催された日本赤十

ました。

優勝 妙立寺子供会Aチーム（岡山西）
２位

西大寺

海岸清掃をお手伝い

瀬戸内市商工会青年部女性部で行

ご協力を頂いた皆様ありがとうござい

備前福岡の市
開催地

● こだわりうどん一文字

その時々の野菜や果物や特産品の生産者が直接消費者の方
にお届けするのが自慢です。次回の開催は8月27日（日）。

瀬戸内市商工会
献血事業が
全国の先進事例に！

プロジェクトチームによる
商品開発も進行中

長
船
吉 C
井 C
川 ゴ
ル
フ
場

大倉秀千代さん

環境にやさしい
事 業 を 展 開 中 ！！

●廃油を利用した石けん作り
女性部では、使用済みの食用油を使って、石けんを
作っています。献血の粗品として、
また長船町「福の市」
で１個100円で販売してい
ます。ガンコなくつ下、襟汚
れなどに、少しこすって使う
ときれいに汚れが落ちると
好評です。
ぜひ一度お試し下さい！

●花いっぱい運動

大友窯、錦海ソルト
（株）
（有）
、 延原手延素麺製造所、
日本オリー
ブ（株）、名刀味噌、
さんぽみち、
（株）一文字、石黒農園、手作り食
品作業所、長船みどり産直会、
コケッコ広場太田農場他

福の市出店者会代表

ました。

学童ソフトボール大会

■主な出店者

地元の旬を楽しんで頂く
市にしたい

ボランティアコーナー

８月の市で、６回目の開催を迎えます

→

についての熱い思いを語り合っています。

商工会
女性部

字社主催「全国学生代表者会議」の
全国大会において活動報告を行いま

野馳スポーツ少年団（阿哲）

３位 行幸スポーツ少年団（瀬戸内市）
委員会による事業運営をしています
青年部員が主体となり、委員会活動を中心に事
業を進めています。委員会は三委員会（新規事業
策定委員会、継続事業委員会、親睦事業委員会）
で構成され、委員長を中心に地域のために役立つ
事業実施に向け活発な意見が交換されています。
今後の事業にご期待ください！！

年に２回花の植え替えを行っています。JR長船駅・
邑久駅、瀬戸内警察署、
商工会事務所等、
もう皆さ
んのお目にとまっていると
思います。まだまだ暑い夏
に咲き続けますのでご覧下
さい。

●かご作り
エコテープ（紙テープ）でかごを作っています。かごば
かりではなく、立派なショルダーバッグ、
セカンドバッグな
どが出来上がっています。大きさ、紙テープの本数、色
でいろいろな形が出来上
がり、オリジナルな作品が
次々と作成されています。
興味のある方は、ぜひ女性
部に加入して作ってみませ
んか？

した。

I
T活用研修会・I
Tの活用で一歩進んだ経営を！
デザイン印刷
入門講座

パソコン会計ソフト
「ブルーリターンA」講習会

お客様の目を引く『ＰＯＰ』や、綺麗な

平成17年度から青色申告特別控除が10万円か65万

『のし紙』をパソコンを使って作ってみ

円の２パターンに変更されました。ブルーリターンAを導入

ませんか？

して、節税にチャレンジしてみませんか？

日時

10月2日（月） 18時〜21時

費用

会員

1,
000円

一般

2,
000円

※基礎的な文字入力が可能な方を
対象とします。

ブログ作成入門講座
し、基本的な運用を行える各種操
作までを身につけます。
日時 10月4日（水）・5日（木）
全2日 19時〜21時30分

10月23日（月） 18時30分〜21時30分

◆ これから購入をお考えの方
日時

10月24日（火） 13時30分〜16時30分

費用

1,
000円

お申し込みお問い合わせは、瀬戸内市商工会

ホットな情報を
毎月お知らせしています

講座では、実際にブログを作成

◆ すでにご利用の方
日時

経営相談以外にも商工会ではこんなこともしています

費用

会員

2,
000円

一般

4,
000円

どの講座も瀬戸内市商工会
本部にて開催します。

TEL0869-22-1010

商工会では毎月、会員事業所に最新のお役
立ち情報をメール便にて発信しています。
また、ホームページでも市内のお店の最新
情報などを掲載しています。お買い物に、
ご旅
行に役立ててください。
なお、市内の耳より情報などありましたら商
工会までご連絡下さい。
ht
t
p:
/
/
www.
set
ouchi
.
or
g

電光掲示板で情報発信中
イズミ ゆめタウン駐車場に設置し
てある電光掲示板をご覧になったこ
とがありますか？24時間365日、皆
さまに情報をお届けしています。
商工会で管理運営していますので、
掲載をご希望の方は、
本部（TEL ２２１０１０）
までご連絡ください。

