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平成26年度事業計画【基本方針】
１．『繋がり』をキーワードに、コミュニケーションの強化に努め、商工会全体の活性化を図る。
２．小規模事業者の業績向上を強力に支援することにより、持続可能な地域経済の再興を目指す。
３．地域の潜在力を生かした新たなビジネスの創造と儲かる地域づくりに積極的に取り組む。

　５月23日金曜日、平成26年度岡山北商工会通常総代会が総代81名出席（委任状含む）のもと、岡山市北区御津宇垣の岡山
北商工会本部において開催されました。
　寺岡浩爾商工会長は開会挨拶として、出席総代に対し商工会活動に関する日頃からの理解と協力に謝辞を述べるとともに、昨
年度検討を重ねた『今後の商工会のあり方』の取りまとめを踏まえ、今年度事業計画を
遂行する旨などを伝えました。
　総代会に先立ち、優良従業員表彰式（受賞者９名）が執り行われ、続いて小西徹総
代を議長に議事の審議に入りました。前年度事業報告並びに収支決算書の承認に続
き、平成26年度基本方針に基づいた①経営支援の強化、②地域貢献活動の取り組み、
③次世代経営者の育成（青年部・女性部活動）、④組織強化等の事業計画と収支予算
書など10議案を審議し、可決承認されました。
　役職員一同、岡山北商工会会員の皆さんとともに、本年度も商工業の振興発展と地
域経済の活性化をめざし、なお一層尽力して参ります。

平成２6年度 通常総代会が開催されました

見て 触れて 感じる

今年もお楽しみに！岡山北商工会エリアの夏まつり
皆さんお誘いあわせの上、是非お越しください。

※詳細は、２ページをご覧ください。
※岡山北商工会ホームページにも掲載しています。　h�p://okayamakita.jp/

岡山北の夏！
感じる

岡山北岡山北 夏！夏！夏！
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　　　　イベント名

夏祭り in みつ 2014

第 22 回びぜん一宮
桃太郎フェスティバル　

御田植祭協賛夏祭り

第 31 回上道夏まつり

第 40 回建部町
納涼花火大会　　　　　
津高ふれあい　　　　　
マスカットまつり 2014

　　場　　所

岡山市立御津公民館

吉備津彦神社　馬場

吉備津彦神社

ゆめタウン平島店
北駐車場
建部町建部上

「親水公園」
岡山市日応寺
自然の森スポーツ広場

お問合せ
岡山北商工会

☎086-724-2131
一宮地域センター
☎086-284-0501

岡山北商工会 一宮支所
☎086-284-0397

上道夏まつり実行委員会
☎086-297-2058
建部町観光協会

☎086-722-4052
岡山北商工会 津高支所

☎086-294-2345

日　　時
7/26（土）

18:00 ～ 21:00
7/27（日）

8:00 ～ 14:00
8/2（土）

19:30 ～ 20:30
8/2（土）

17:00 ～ 21:20
8/9（土）

17:00 ～ 21:00
9/21（日）

9:30 ～ 16:00

花火あり

花火あり

花火あり

花火あり

商工会等職員新規採用［平成 27年４月］試験のお知らせ
【商工会業務内容説明会（企業説明会）の開催】

商工会業務内容説明会を下記により開催します。
開催日時　平成 26年８月２日（土）　10：30～ 12：00
場　　所　サン・ピーチOKAYAMA
参加申込　７月 30日（水）までに以下の方法により、
　　　　　氏名及び年齢をご連絡の上、お申込みください。
・電　話　086－224－4341（担当：山岡、額田）
・メール　yamaoka@okasci.or.jp
≪この説明会への参加は、採用試験受験の必須要件ではありません≫

【職　　種】商工会職員
商工業者への経営支援等の業務、記帳（事務代行、
コンピュータ化）指導等の業務、地域振興に係る
業務、庶務経理等の業務など

【採用人員】若干名
【勤 務 地】岡山県内 20商工会及び岡山県商工会連合会
受験資格・申込方法・試験日時・場所・内容・合否
発表等についてはホームページ（http://www.okasci.
or.jp）等でご確認ください。

岡山県商工会連合会　〒700－0817　岡山市北区弓之町 4番 19－401号（中小企業会館内）

岡山北商工会
きっとみつかるあなたにぴったりの求人情報！
求人募集・お問い合わせは、直接募集企業へ

職種の分類 ア アルバイト パ パート 内 内職正 正社員

新規創業・記帳指導・税務・事業資金についてのご相談は…　最寄りの岡山北商工会へ！
一宮支所

岡山市北区楢津650番地１
TEL（086）284-0397

本部（御津）
岡山市北区御津宇垣1630番地１
TEL（086）724-2131

津高支所
岡山市北区吉宗６７６番地１
TEL（086）2９４-２３４５

上道支所
岡山市東区楢原４６５番地９
TEL（086）２９７－２０５８

建部支所
岡山市北区建部町福渡４７３番地１

TEL（086）７２２-０４０５

住　所：〒701-1527　岡山市北区石妻890（空港そば）　ＴＥＬ：086-294-3801

キャディ 未経験者ＯＫ！　短時間高収入　提携託児所有

▼仕事内容　キャディ

▼勤 務 地　岡山市北区石妻890（岡山空港そば）

▼給　　与　日給 9,000円～　※研修期間中（２週間程度）時給900円

▼資　　格　不問

▼待　　遇　契約・正社員登用制度あり、制服貸与

▼勤務時間　６：30～17：30の間で６～７時間程度　シフト制  ※時間はご相談に応じます

▼休　　日　不定休（仕事のない日）

▼採用担当者　三壁（ミカベ）・新田（ニッタ）※随時電話連絡の上、履歴書（写真付）持参で来場して下さい。

平日のみ、土日祝のみ週一回から相
談に応じます。お気軽に電話して下
さい。就業後はゴルフもできます。

ア

住　所：〒701-1145　岡山市北区横井上1610-4　ＴＥＬ：086-294-4313

ゴミ収集業務 やる気のある方、お待ちしております！

▼仕事内容　ゴミ収集業務　　 ▼勤 務 地　津高地区

▼給　　与　月 180,000円～200,000円

▼資　　格　中型自動車免許（ＡＴ車限定不可）

▼待　　遇　社保・労災・雇用保険完備

▼勤務時間　7：2０～16：2０　　 ▼休　　日　土曜・日曜

▼採用担当者　三尾（ミオ） ※お気軽にお電話下さい。

未経験者歓迎。
体力に自信のある方、お待ちし
ております！
アルバイトも同時募集。

津高清掃㈲

正

住　所：〒701-1213　岡山市北区西辛川853-3　ＴＥＬ：086-284-5916

塗装業全般 事業拡大につき正社員募集

▼仕事内容　塗装業全般　　 ▼勤 務 地　岡山県内

▼給　　与　月 160,000円～400,000円

▼資　　格　要普免　　 ▼待　　遇　労災・雇用保険、交通費支給

▼勤務時間　8：00～17：00　　 ▼休　　日　日曜

▼採用担当者　加川 ※随時面接を行っております。まずはお電話下さい！

経験は問いません！
責任感のある方を
募集しています！

加川塗装工業

正

住　所：〒709-2196　岡山市北区御津野々口 1100　ＴＥＬ：０８６－７２４－４３００

菓子の製造作業（主にラインでの包装） お菓子好きの方、要チェック！

※まずはお気軽にお電話ください。

キャンディ、グミ、焼き菓子、
プレッツェルなどの製造をし
ています。

カバヤ食品株式会社 岡山工場

契

▼仕事内容　菓子の製造作業（主にラインでの包装） クッキーやキャンディを製造しています。

▼勤 務 地　当社岡山工場（御津野々口）

▼給　　与　短期（３ヶ月）／時給 ９００円　長期／時給 ８００円

▼資　　格　不問

▼待　　遇　交通費支給（月２万円まで）、車通勤可、各種保険、
　　　　　 昇給有(長期のみ）、賞与年２回（長期のみ）

▼勤務時間　①8:30～17:05　②17:00～翌1:35
　　　　　 ※①のみ、または①と②の交替勤務が選択できます。
　　　　　 ※②の勤務は別途１日９００円支給

▼休　　日　日曜・祝日　※土曜は会社カレンダーによる

▼採用担当者　総務部採用係

住　所：〒709-2121　岡山市北区御津宇垣13-5　ＴＥＬ：０８６-７２４-３２９０

作業管理・工務、かわら葺き士、太陽光発電設備取付け作業
日本文化継承と匠技

▼仕事内容　作業管理・工務、かわら葺き、太陽光発電設備取付け作業

▼勤 務 地　岡山県内全域

▼給　　与　月 170,000円～

▼資　　格　要普免・作業に必要な資格所持者優遇します

▼待　　遇　労災・雇用保険、厚生年金、建設国保、交通費一部支給

▼勤務時間　7：30～17：10（実働８時間）

▼休　　日　日曜及び天候により休日　　 ▼採用担当者　廣安　治 ※随時募集中です。まずはお問い合わせください。

㈲廣安瓦建材

正

住　所：〒701-1151　岡山市北区津高台4-2056-7　ＴＥＬ：086-253-7333

家電製品の販売・据付工事作業

▼仕事内容　家電製品の販売・据付工事作業　　　　  チラシや催し物の案内の配布など

▼勤 務 地　当社　　　　　　　　　　　　　　　　当社

▼給　　与　月 140,000円～250,000円（試用期間有）　時給 1,000円（試用期間有）

▼資　　格　要普免（ＡＴ限定不可）　　　　　　　　 不問

▼待　　遇　労災・雇用保険、健康保険、厚生年金加入、交通費（上限有）支給　　　無

▼勤務時間　10：0０～19：0０　　　　　　　　　　 10：00～16：00の間で３時間程度

▼休　　日　毎週水曜、他希望日２日　　　　　　　　毎週水曜、他相談に応じます

▼採用担当者　花口 ※随時面接を行っております。

㈲ＹＣ Ｆａｃｔｏｒｙ

正 販売アシスタントパ

住　所：〒709-2117　岡山市北区御津野々口 1446-1　ＴＥＬ：086-724-3322

パート（昼の営業）業務拡大につき新規募集

▼仕事内容　店舗運営に関わる全体の業務

▼勤 務 地　岡山市北区御津野々口1446-1

▼給　　与　一般　時給 800円～（研修期間あり）

▼資　　格　不問　　 ▼待　　遇　労災・賄い補助・制服貸与

▼勤務時間　10：００～14：００の間で２時間～（週１日～）

▼採用担当者　江田 ※まずはお電話ください。

よくろぼ　ふくみ家  らーめん

パ

住　所：〒709-0621　岡山市東区沼1568-2　ＴＥＬ：086-297-4321

ハウスクリーニング 業務拡大につき、アルバイト募集！

▼仕事内容　ハウスクリーニング　　 ▼勤 務 地　岡山県南部

▼給　　与　時給 800円～

▼資　　格　未経験者親切に指導します　　 ▼待　　遇　社保・労災・雇用保険、交通費支給

▼勤務時間　8：30～17：00　　 ▼休　　日　日曜、祝日、年間80日

▼採用担当者　千田　修 ※随時面接を行っています。

お客様に喜ばれる仕事です。

㈲センダ　ダスキン センダ

ア パ

住　所：〒701-1145　岡山市北区横井上211-2　ＴＥＬ：086-294-1144

訪問理美容のお仕事です♪ 理・美容師さん大募集!!
☆自由出勤☆

※随時、見学・面接を行っております。まずはお電話ください。

▼仕事内容　自由な時間で福祉医療施設への訪問理美容のお仕事です。

▼勤 務 地　岡山市・倉敷市・吉備中央町全域の各施設

▼給　　与　歩合制（月20日稼働で約10～15万）＋交通費＋各種手当有

▼資　　格　理・美容資格者・要普免

▼勤務時間　９：００～１９：００の間で自由に選べます。
  週１～２日のみの勤務でもＯＫ！

▼採用担当者　高見・神崎

マールス合髪工房

パ

☆詳しくはＨＰをご覧下さい☆

♪髪工房　　http://kamikobo.jp

住　所：〒709-0632　岡山市東区南古都734　ＴＥＬ：086-297-0654

介護・調理・看護士『ワークライフバランス』の考えに基づき、「子育て期、中高年期」といった
人生の各段階に応じて、多様な働き方が選択・実現できる会社です。

▼仕事内容　介護・調理・看護士

▼勤 務 地　デイサービス「小鳥の森苑」、グループホーム「小鳥の森の家」、小規模多機能「ケアホステルナイスデイ」

▼給　　与　時給 820円～1,500円　　 ▼資　　格　不問

▼待　　遇　社保・労災・雇用保険、交通費支給

▼勤務時間　選択できます　　 ▼休　　日　週休２日以上

▼採用担当者　木庭 ※随時面接します。電話下さい。

「子供が一番、仕事が二番、ご主人は三番目」全面的に
子育てを支援します。夏休みは子連れ出勤可です。
高年齢の方、週１日からでも可です。
お年寄りとネコと職員とがおだやかな時間をすごしてい
ます。いっしょに働くのが楽しくなる人を求めます。

㈲ハートサプライ

正 ア パ

住　所：〒709-3144　岡山市北区建部町富沢428-3　ＴＥＬ：086-722-0205

弁当の配達 早朝からすがすがしい１日をスタート！

▼仕事内容　弁当の配達　　 ▼勤 務 地　岡山市北区建部町富沢428-3

▼給　　与　時給 850円～900円

▼資　　格　要普免（マニュアル車不可）　　 ▼待　　遇　労災・雇用保険

▼勤務時間　5：00～9：00（実働４時間）　　 ▼休　　日　土曜・日曜・祝日

▼採用担当者　小西 ※随時面接

ルート配達です。
弁当の出荷業務の
手伝いもお願いします。

㈱河本食品

パ

住　所：〒701-1202　岡山市北区一宮山崎262-1　ＴＥＬ：086-284-7723

一般事務 新社屋へ本社移転につき、不動産事務員募集！

▼仕事内容　一般事務　　 ▼勤 務 地　岡山市北区一宮

▼給　　与　月 160,000円～180,000円

▼資　　格　要普免（ＡＴ限定可）

▼待　　遇　社保・雇用保険、交通費支給

▼勤務時間　9：00～17：00（実働７時間）

▼休　　日　日曜・祝日・土曜隔週休、夏期・年末年始休暇

▼採用担当者　竹内（タケウチ）※随時面接を行っております。まずはお電話下さい。

当社は、岡山市内外に土地10カ所以上、
賃貸物件８棟あり、賃貸マンションは全棟
入居率90－100％を維持しております。こ
の度、本社を新社屋に移転し、更なる事業
拡大につき、不動産事務員を募集します。
不動産事務の経験は問いません。明るく、
まじめな方をお待ちしております！

㈱ケイ・ワイ・エス

正

住　所：〒701-1154　岡山市北区田益483-1　ＴＥＬ：086-294-3111

ゴルフ場のキャディー業務（お客様の補助）
伝統と歴史のある名門ゴルフ場で働いてみませんか？

▼仕事内容　ゴルフ場のキャディー業務（お客様の補助）　　 ▼勤 務 地　岡山カントリークラブ

▼給　　与　１ラウンド 　  日給 　9,000円～10,000円
　　　　　　1.5ラウンド  日給 13,500円～15,000円 ※研修期間中は日給 5,000円

▼資　　格　要普免（ＡＴ限定可）　　 ▼待　　遇　業務終了後、ゴルフ場でプレーが出来ます。

▼勤務時間　7：00～18：00の間の７時間程度（相談可）　　 ▼休　　日　会社の指定する日（相談可）

▼採用担当者　総務部　小島・片岡 ※電話（随時受け付けております）

岡山駅より車で15分（８㎞）
岡山Ｉ．Ｃ．より車で３分（2.5㎞）
通勤にとても便利なゴルフ場です。

岡山カントリークラブ

ア

住　所：〒701-1202　岡山市北区楢津1202-1　ＴＥＬ：０８６-284-7595

キッチンスタッフ（調理）明るくカジュアルなフランス家庭料理
のレストラン

※お気軽にお電話ください。その後履歴書（写貼）をご持参くださいませ。

フランス家庭料理からクラッシックな料理まで、またパン
＆デザートも手作りで提供。一生懸命頑張る方なら大丈
夫。未経験の方でもdélueのお料理が大好きならOK!!
前菜・メイン・デザートと幅広い調理が出来ます。きっとや
りがいのある職場になると思います。スタッフ同士も仲良
くアットホームなお店です。
※随時募集しています。
　ホールスタッフも同時募集中
　●パート・アルバイト　時給 780円
　　①９：30～15：00　②11：30～15：00

フランス家庭料理 délue（ドゥ・エリエ）

正

▼仕事内容 コース料理の調理、デザートの仕込み・盛付
 また店内の清掃業務・食器洗い等

▼勤 務 地 〒701-1202　岡山市北区楢津1202-1

▼給　　与 150,000円～250,000円

▼資　　格 不問

▼待　　遇 労災・雇用保険、財形、健康保険、厚生年金、
 退職金共済（退職金制度有）、食事付、
 制服貸与、通勤手当有（自社計算による）

▼勤務時間 9：00～22：00（ラストまで）（休憩有）

▼休　　日 月曜、第１火曜、年末年始、夏期休暇有

▼採用担当者 小野

住　所：〒709-0611　岡山市東区楢原521-1　ＴＥＬ：086-239-6001

▼仕事内容　ペットトリミング　　 ▼勤 務 地　岡山市東区楢原521-1

▼給　　与　月 140,000円～　　 ▼資　　格　トリミング

▼待　　遇　労災・雇用保険、技術、私物手当、交通費支給

▼勤務時間　10：00～19：00　　 ▼休　　日　毎週木曜、他休はシフトにより決定

▼採用担当者　岡田（オカダ）※随時面接を行っております。お気軽にお電話下さい。

マイクロバブル導入店
責任感があり、明るい方を
お待ちしております！

ペット倶楽部　バランス

正 ペットトリミング 増員につき正社員募集！パ
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第１７２回

3　級　原田　光
４　級　 髙橋　哲哉　　竹野内琴乃
５　級　 川上　朋希　　林　　裕奈　　影山　陽香
６　級　 川口　翔大　　原　ちろる
８　級　 星島　悠乃　　髙取　荘太　　９・10級　 葛原　崇司

（順不同・敬称略）

第１７３回

全
国
商
工
会
珠
算
検
定
試
験
合
格
者

おめでとう！
おめでとう！

2　級　佐藤　玄基
3　級　藤坂　琴愛　　井元　達稀　　山本　小梅
４　級　 影山　愛佳
５　級　 髙橋　哲哉　　竹野内琴乃　　秋山　公汰　　佐藤　愛梨
６　級　 髙取　紀希　　影山　陽香
７　級　 川口　翔大　　星島　礼溫　　８　級　 原　ちろる

おめでとう！

（順不同・敬称略）

第22回
びぜん一宮桃太郎フェスティバル

一宮

 「ももの里、桃太郎の郷、環境ゆたかな町、いちの
みや」をテーマに、一宮地区の魅力を内外にＰＲする
夏のイベントです。地域一体で催される様々なステー
ジイベント、アトラクションの他、一宮特産の白桃の
即売や趣向を凝らしたテントも多数出店します。

■日　　時　平成26年７月27日日
　　　　　　８：00～14：00
■場　　所　吉備津彦神社 馬場（駐車場）
　　　　　　岡山市北区一宮1043
■主　　催　一宮地域活性化推進委員会
■問合せ先　一宮地域センター
　　　　　　TEL 086-284-0501
※ご来場は公共交通機関をご利用ください。

　古来から伝わる吉備津彦神社の神事「御田植祭」に協賛した夏祭りです。
　盆踊りや多くの夜店で賑わい、きれいな花火
が一宮の夏の夜空に花咲きます。

■日　　時　平成26年８月２日土・３日日
■場　　所　吉備津彦神社
■協賛行事
　盆　踊　り　８月２日土 19:30～20:30
　花火打上げ　８月２日土 20:00～20:30
※ご来場は公共交通機関をご利用ください。

御田植祭協賛夏祭り

歴史が物語る御津
の夏の大イベント

　御津金川の花火（煙火）の歴史は永く、その源は享保５（1720）年に備
前岡山藩の三代藩主　池田継政（つぐまさ）公の家老であった日置（ひき）
家に瀧氏が武芸の一つとしての火術をもって仕えてからと言われています。
　また、「金川町史」によれば寛政10（1798）年８月１日、宇甘川原で二
八発の煙火が揚げられたと記されています。
　夏祭りinみつの花火の特徴は、2,500発の花火が旭川と山との間の河川敷
から打ち上げられ、その爆音空気震動が山から跳ね返るもので、迫力と心地
のよい空気震動が身体に伝わります。
　昨今の花火大会では、新聞等でご存知のことだと思いますが、重大事故も
多く発生している中、当夏祭りinみつでは、警察、消防団、警備などの方々
とともにお客さんのご協力もあって、お陰様で、過去、事故も無く、年毎に
来場者も増えて約10,000人を超えるまでの規模となっています。
　また、インターネットでの人気花火ランキングでは、夏祭りinみつの花火
が中国・四国地域でのベストテンに
入ることがあります。
　是非、伝統のある御津の花火大会
にお越しいただき、体感してみてく
ださい。「夏祭りinみつ」に多くの
方々が来場されることを実行委員会
一同、心よりお待ちしております。

■日時：平成26年７月26日土
　　　　18：00～21：00
■場所：岡山市立御津公民館

御津

第22回

が中国・四国地域でのベストテンに

　是非、伝統のある御津の花火大会
にお越しいただき、体感してみてく
ださい。「夏祭りinみつ」に多くの
方々が来場されることを実行委員会
一同、心よりお待ちしております。
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　岡山北商工会優良従業員表

彰式が５月23日、岡山北商工

会通常総代会の席上で挙行さ

れました。

　当日は、会員事業所から推薦のあった勤続15年以上で、社業の発展に貢献

した優良従業員９名の方々が表彰を受けられました。

名　前

藤原　立明

小林壽惠子

安藤　裕章

家本　　勉

清山　博志

福田　孝史

田中　智子

萩原美津江

菱川加代子

事　業　所　名

岡山プラザホテル㈱吉備サービスエリア

岡山プラザホテル㈱吉備サービスエリア

観空産業株式会社

カスタマー建材工業株式会社

有限会社御津衛生センター

株式会社アサヒ測量設計事務所

大鳥産業株式会社

株式会社　すぎ茶屋

株式会社　すぎ茶屋

地区名

一宮

一宮

津高

上道

御津

建部

建部

建部

建部

（敬称略）優良従業員表彰受賞者

　温室ぶどう発祥の地であるという地域特性を活かしたイベントで、今回から会場が変更になり、新た
に生まれ変わって、開催します。
 ■日時：平成26年９月21日日９：30～16：00
 ■場所：岡山市日応寺自然の森スポーツ広場（北区日応寺200）
　まつりの催し物の１つである「四つ拍子踊り」は、古く江戸時代の中期、300年余り前、備前岡山
藩主　池田光政公の頃から踊られていました。当初は笛や太鼓などの囃子を伴奏に踊っていましたが、
歌舞音曲の御法度により、現在のように静かに踊るようになったようです。各地区により振り付けなど
多少の違いはありますが、伝承民族盆踊りとして今日まで引き継がれています。
　元々は農村で行われていた「千本づき」の音頭取りが始めたと伝えられています。まつりでは、“伝
統の踊りを守ろう・伝えよう”と津高地区の町内から踊り子が参加し披露しています。

　温室ぶどう発祥の地であるという地域特性を活かしたイベントで、今回から会場が変更になり、新た

　まつりの催し物の１つである「四つ拍子踊り」は、古く江戸時代の中期、300年余り前、備前岡山

歌舞音曲の御法度により、現在のように静かに踊るようになったようです。各地区により振り付けなど

 ■
 ■
　まつりの催し物の１つである「四つ拍子踊り」は、古く江戸時代の中期、300年余り前、備前岡山
藩主　池田光政公の頃から踊られていました。当初は笛や太鼓などの囃子を伴奏に踊っていましたが、
歌舞音曲の御法度により、現在のように静かに踊るようになったようです。各地区により振り付けなど
多少の違いはありますが、伝承民族盆踊りとして今日まで引き継がれています。
　元々は農村で行われていた「千本づき」の音頭取りが始めたと伝えられています。まつりでは
統の踊りを守ろう・伝えよう”と津高地区の町内から踊り子が参加し披露しています。

か　ぶ  おんぎょく

津高
「津高ふれあいマスカットまつり 2014」～津高地区の四つ拍子踊り～

第31回上道夏まつり
　上道地区の夏のメインイベントとして定着している
「上道夏まつり」は、今年もゆめタウン平島店北駐車
場にて、８月２日土曜日の
17時から開催します。（雨
天の場合は翌日同時刻）

　まず、青年部主催のビンゴゲームから始まり、
地元うらじゃ連によるうらじゃおどり、幸月美波
（こうづきみわ）歌謡ショー、盆踊り、プレゼン
ト大抽選会（豪華景品多数あり）、花火大会
（1,000発　大玉あり）など、盛りだくさんの内
容になっておりますので、皆様ふるって上道夏ま
つりへお越しください。きっと夏の良き思い出に
なること間違いなしです。関係者一同、心よりお
待ちしております。

 ■日時：平成26年８月２日土
　　　　 17：00～　イベント
　　　　 21：00～　花火打ち上げ
 ■場所：ゆめタウン平島店北駐車場

岡山シーガルズ
上道の皆さん、いつも応援
ありがとうございます！
　わたしたちは、いつもこの花火大会を観て
暑さを吹き飛ばし頑張っています！
　これからも応援よろしくお願いいたします!!　これからも応援よろしくお願いいたします!!

「上道夏まつり」は、今年もゆめタウン平島店北駐車
場にて、８月２日土曜日の
17時から開催します。（雨
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（1,000発　大玉あり）など、盛りだくさんの内
容になっておりますので、皆様ふるって上道夏ま
つりへお越しください。きっと夏の良き思い出に
なること間違いなしです。関係者一同、心よりお
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　まず、青年部主催のビンゴゲームから始まり、

上道

シーガルズも
来るよ!!

ラジオ放送による
商工会ＰＲ

　岡山県内商工会および県連合会の実施事業やイベント行事等の情報をRSK
ラジオにより広く発信し、事業効果の向上を目指すと共に商工会組織の認知
度を高めることにより商工会のイメージアップを図っています。是非、お聞
きください。

「元気かい！商工会」

放送日時と番組名
・毎週金曜日（13：20～13：30）　『元気かい！商工会　ふらいでぃ！』・毎週土曜日（ 9：15～ 9：25）　『元気かい！商工会　さたでぃ！』

岡山北商工
会

出演放送予
定

８月１日（
金）

『上道夏ま
つり』

のお知らせ

　岡山北商工会では、岡山県並びに全国商店街支援センターの支援を受
け、「まちゼミ」を秋に開催します。

得する街のゼミナール

お客様
お店

地域

？？
「まちゼミ」とは
「得する街のゼミナール」、通称『まちゼミ』は、お店のスタッフ
が講師となり、プロならではの専門的な知識と情報・コツを受講者
（お客様）にお伝えする少人数制のゼミです。お店の存在や特長を
知っていただくとともに、お店(店主やスタッフ)とお客様の交流の場
から信頼関係を築くことを目的とする事業です。

「まちゼミ」　   開催！

の三方よし！

秋

URL  http://okayamakita.jp/

商工会ホームページがリニューアル！

会員事業所情報・イベント情報・求人情
報などの新着情報がより見やすく！
その他にも、支所ページや青年部・女性
部のページを新たに作成しました。
皆様のアクセスをお待ちしております♪

お か や ま き た

メリット１ 岡山市による利子補給実施中!!
最初の１年間は１%分の利子を補給されます（H27年３月まで）
支払った約定利息の初回から12回までの年利１％相当額を補給します。
市内において１年以上継続して同一事業を行っている等の条件があります。

『マル経融資とは』
　商工会等の推薦によって、経営改善に必要な資金を
　無担保・無保証人・低利率で日本政策金融公庫から受けられる融資制度です。
　公的融資制度を活用して、経営のレベルアップを図りましょう!!

融資限度額

最大2,000万円以内
（平成26年４月１日より）

1,500万円より増額！メリット２ 長期返済可能！

返済期間

運転資金　７年以内（うち据置期間１年以内）

設備資金 10年以内（うち据置期間２年以内）

メリット３

利率

1.45％（平成26年６月11日現在）
※こちらの利率より利子補給が行われます

低利率！メリット４

担保・保証人

無担保・無保証人
※信用保証協会の保証も不要

保証不要！

ご利用いただける方
○商工会等の実施する経営指導を受けている方で、商工会長等の推薦を受けた方
○推薦を受けるには、次の条件をすべて満たしていることが必要です。
　１．常時使用する従業員が20人以下（商業・サービス業の場合５人以下）
　２．原則として６ヶ月以上、商工会等の経営指導を受けていること
　３．最近１年以上、同一商工会等の地区内で事業を営んでいること
　４．所得税、法人税、事業税又は県民税や市町村民税（均等割を含みます）
　　　をすべて完納していること
　５．商工業者であり、かつ日本政策金融公庫　国民生活事業の対象業種の方

メリット５

事業資金の調達ができ、更に

取引先、金融機関からの信用力がアップ
それが『マル経融資』です。

お気軽に商工会まで

お問い合わせください
♪

平成 25年７月から平成 26年３月の間に会員として
加入された皆様です。よろしくお願いします。
　一宮地区
　●株式会社　引地組 引地　隆治 建設業
　●株式会社 Village 黒住　英之 食品加工・販売
　●丘の上のパン屋さん　Lassen 福島　健 パン製造小売
　●コスモス不動産 窪田美佐子 不動産管理・仲介
　●三宅技研 三宅　輝之 機械設計・組立
　●丹原農園 丹原　雅美 果物小売
　●魚朝 吉川　哲司 鮮魚小売
　●坂口社会保険労務士事務所 坂口　　晃 社会保険労務士
　●ビューティサロン　ペア 藤田　清子 美容業
　●合同会社エンジョイ（特別会員） 谷山みゆき ホームヘルパー派遣
　●㈱トータルホーム 高橋　茂樹 建築・不動産
　●イノキ技研 猪木　博志 建築一般
　●ＣＡＮホールディングス㈱ 吉井　　忠 肥料・飼料卸売業
　●㈱リーフエッジ 尾崎　弘孝 茶類販売
　●新古美術　木堂 高松　和仁 古美術・刀剣販売
　●㈱ケイ・ワイ・エス 竹内　優子 不動産管理・仲介
　●理容イワキ 岩木　春枝 理容業
　●個別指導塾　プラネット 的場　宏容 学習塾
　●㈱アイグレース 磯島　峰雄 介護事業・有料老人ホーム
　津高地区  
　●美容室　CoCo（ココ） 大阪　邦枝 美容業
　●タカキ創建 髙木　邦佳 建築業
　●いばらぎ 茨木　敏雄 土木工事業
　●FURUSHOU 古庄　英之 防水工事・ＦＲＰ加工
　●ＰＣらいふ㈱ 平岡　義基 パソコンスクール
　●Mist　Hair 吉田　　匠 理容業
　●ドッグサロン　COO　COO 太田　梨沙 トリマー
　上道地区  
　●味家　山崎 花房　　薫 飲食業
　●㈱共栄 大中　拓也 土木工事業
　●M'ｓFactory 清水　昌幸 製造業
　御津地区  
　●林　正孝 　 耕作サービス業
　●㈲Ｕプランニング 　 総合建設業
　●㈱アサヒエンジニアリング 武村　良夫 製造業
　●ヤマザキ Y ショップ御津うみの店 海野　耕治 コンビニエンスストア
　●藤元　実 　 農産物販売
　建部地区  
　●満倉 FP 事務所 満倉　　誠 保険代理・ファイナンス相談
　●谷自動車整備工場 葛原　正文 自動車整備業
　●河本浩志 　 配電盤製造
　●㈱ビー・ビー・エー 笹山　欣也 鋼構造物加工

新規加入
会員紹介

第40回建部町
納涼花火大会

　今年で40回を迎える建部地区の夏の風物詩。
　八幡温泉郷の水面に映える夜景と山々にこだまする約1,500発の豪快な打
上花火は迫力満点です。屋台も100台以上が出店し花火大会を盛り上げま
す。
　また、当日は花火に先立ち、午後５時より会場で建部はっぽね太鼓保存会
による和太鼓の演舞、建部町傘踊り同好会の演舞、Hau`oli’s  Masako 
Aketa. Hula Staudioのフラダンスなど、盛り沢山なイベントを実施いたし
ます。
　皆さん、ご家族揃って、ご来場ください。
■日時：平成26年８月９日土
　　　　17：00～　イベント
　　　　20：00～　花火打ち上げ
■場所：建部町建部上（親水公園）

　今年で40回を迎える建部地区の夏の風物詩。　今年で40回を迎える建部地区の夏の風物詩。　今年で40回を迎える建部地区の夏の風物詩。

建部

　今年で40回を迎える建部地区の夏の風物詩。
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第１７２回

3　級　原田　光
４　級　 髙橋　哲哉　　竹野内琴乃
５　級　 川上　朋希　　林　　裕奈　　影山　陽香
６　級　 川口　翔大　　原　ちろる
８　級　 星島　悠乃　　髙取　荘太　　９・10級　 葛原　崇司

（順不同・敬称略）

第１７３回

者
格
合
験
試
定
検
算
珠
会
工
商
国
全

おめでとう！
おめでとう！

2　級　佐藤　玄基
3　級　藤坂　琴愛　　井元　達稀　　山本　小梅
４　級　 影山　愛佳
５　級　 髙橋　哲哉　　竹野内琴乃　　秋山　公汰　　佐藤　愛梨
６　級　 髙取　紀希　　影山　陽香
７　級　 川口　翔大　　星島　礼溫　　８　級　 原　ちろる

おめでとう！

（順不同・敬称略）

彰
表
員
業
従
良
優

　岡山北商工会優良従業員表
彰式が５月23日、岡山北商工
会通常総代会の席上で挙行さ
れました。
　当日は、会員事業所から推薦のあった勤続15年以上で、社業の発展に貢献
した優良従業員９名の方々が表彰を受けられました。

名　前
藤原　立明
小林壽惠子
安藤　裕章
家本　　勉
清山　博志
福田　孝史
田中　智子
萩原美津江
菱川加代子

事　業　所　名
岡山プラザホテル㈱吉備サービスエリア
岡山プラザホテル㈱吉備サービスエリア

観空産業株式会社
カスタマー建材工業株式会社
有限会社御津衛生センター
株式会社アサヒ測量設計事務所
大鳥産業株式会社
株式会社　すぎ茶屋
株式会社　すぎ茶屋

地区名
一宮
一宮
津高
上道
御津
建部
建部
建部
建部

（敬称略）優良従業員表彰受賞者

ラジオ放送による
商工会ＰＲ

　岡山県内商工会および県連合会の実施事業やイベント行事等の情報をRSK
ラジオにより広く発信し、事業効果の向上を目指すと共に商工会組織の認知
度を高めることにより商工会のイメージアップを図っています。是非、お聞
きください。

「元気かい！商工会」

放送日時と番組名
・毎週金曜日（13：20～13：30）　『元気かい！商工会　ふらいでぃ！』・毎週土曜日（ 9：15～ 9：25）　『元気かい！商工会　さたでぃ！』

岡山北商工
会

出演放送予
定

８月１日（
金）

『上道夏ま
つり』

のお知らせ

　岡山北商工会では、岡山県並びに全国商店街支援センターの支援を受
け、「まちゼミ」を秋に開催します。

得する街のゼミナール

お客様
お店

地域

？？
「まちゼミ」とは
「得する街のゼミナール」、通称『まちゼミ』は、お店のスタッフ
が講師となり、プロならではの専門的な知識と情報・コツを受講者
（お客様）にお伝えする少人数制のゼミです。お店の存在や特長を
知っていただくとともに、お店(店主やスタッフ)とお客様の交流の場
から信頼関係を築くことを目的とする事業です。

「まちゼミ」　   開催！

の三方よし！

秋

URL  http://okayamakita.jp/

商工会ホームページがリニューアル！

会員事業所情報・イベント情報・求人情
報などの新着情報がより見やすく！
その他にも、支所ページや青年部・女性
部のページを新たに作成しました。
皆様のアクセスをお待ちしております♪

お か や ま き た

メリット１ 岡山市による利子補給実施中!!
最初の１年間は１%分の利子を補給されます（H27年３月まで）
支払った約定利息の初回から12回までの年利１％相当額を補給します。
市内において１年以上継続して同一事業を行っている等の条件があります。

『マル経融資とは』
　商工会等の推薦によって、経営改善に必要な資金を
　無担保・無保証人・低利率で日本政策金融公庫から受けられる融資制度です。
　公的融資制度を活用して、経営のレベルアップを図りましょう!!

融資限度額

最大2,000万円以内
（平成26年４月１日より）

1,500万円より増額！メリット２ 長期返済可能！

返済期間

運転資金　７年以内（うち据置期間１年以内）
設備資金 10年以内（うち据置期間２年以内）

メリット３

利率

1.45％（平成26年６月11日現在）
※こちらの利率より利子補給が行われます

低利率！メリット４

担保・保証人

無担保・無保証人
※信用保証協会の保証も不要

保証不要！

ご利用いただける方
○商工会等の実施する経営指導を受けている方で、商工会長等の推薦を受けた方
○推薦を受けるには、次の条件をすべて満たしていることが必要です。
　１．常時使用する従業員が20人以下（商業・サービス業の場合５人以下）
　２．原則として６ヶ月以上、商工会等の経営指導を受けていること
　３．最近１年以上、同一商工会等の地区内で事業を営んでいること
　４．所得税、法人税、事業税又は県民税や市町村民税（均等割を含みます）
　　　をすべて完納していること
　５．商工業者であり、かつ日本政策金融公庫　国民生活事業の対象業種の方

メリット５

事業資金の調達ができ、更に

取引先、金融機関からの信用力がアップ
それが『マル経融資』です。

お気軽に商工会まで

お問い合わせください
♪

平成 25年７月から平成 26 年３月の間に会員として
加入された皆様です。よろしくお願いします。
　一宮地区
　 株式会社　引地組 引地　隆治 建設業
　 株式会社 Village 黒住　英之 食品加工・販売
　 丘の上のパン屋さん　Lassen 福島　健 パン製造小売
　 コスモス不動産 窪田美佐子 不動産管理・仲介
　 三宅技研 三宅　輝之 機械設計・組立
　 丹原農園 丹原　雅美 果物小売
　 魚朝 吉川　哲司 鮮魚小売
　 坂口社会保険労務士事務所 坂口　　晃 社会保険労務士
　 ビューティサロン　ペア 藤田　清子 美容業
　 合同会社エンジョイ（特別会員） 谷山みゆき ホームヘルパー派遣
　 ㈱トータルホーム 高橋　茂樹 建築・不動産
　 イノキ技研 猪木　博志 建築一般
　 ＣＡＮホールディングス㈱ 吉井　　忠 肥料・飼料卸売業
　 ㈱リーフエッジ 尾崎　弘孝 茶類販売
　 新古美術　木堂 高松　和仁 古美術・刀剣販売
　 ㈱ケイ・ワイ・エス 竹内　優子 不動産管理・仲介
　 理容イワキ 岩木　春枝 理容業
　
　
㈱アイグレース 磯島　峰雄 介護事業・有料老人ホーム

　津高地区   
　 美容室　CoCo（ココ） 大阪　邦枝 美容業
　 タカキ創建 髙木　邦佳 建築業
　 いばらぎ 茨木　敏雄 土木工事業
　 FURUSHOU 古庄　英之 防水工事・ＦＲＰ加工
　 ＰＣらいふ㈱ 平岡　義基 パソコンスクール
　 Mist　Hair 吉田　　匠 理容業
　 ドッグサロン　COO　COO   太田　梨沙 トリマー
　上道地区   
　 味家　山崎 花房　　薫 飲食業
　 ㈱共栄 大中　拓也 土木工事業
　 M ｓFactory 清水　昌幸 製造業
　御津地区   
　 林　正孝 　 耕作サービス業
　 ㈲Ｕプランニング 　 総合建設業
　 ㈱アサヒエンジニアリング 武村　良夫 製造業
　 ヤマザキ Yショップ御津うみの店 海野　耕治 コンビニエンスストア
　 藤元　実 　 農産物販売
　建部地区   
　 満倉 FP 事務所 満倉　　誠 保険代理・ファイナンス相談
　 谷自動車整備工場 葛原　正文 自動車整備業
　 河本浩志 　 配電盤製造
　 ㈱ビー・ビー・エー 笹山　欣也 鋼構造物加工

新規加入
会員紹介
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岡山北商工会岡山北商工会だより 夏
No.17

2014

平成26年度事業計画【基本方針】
１．『繋がり』をキーワードに、コミュニケーションの強化に努め、商工会全体の活性化を図る。
２．小規模事業者の業績向上を強力に支援することにより、持続可能な地域経済の再興を目指す。
３．地域の潜在力を生かした新たなビジネスの創造と儲かる地域づくりに積極的に取り組む。

　５月23日金曜日、平成26年度岡山北商工会通常総代会が総代81名出席（委任状含む）のもと、岡山市北区御津宇垣の岡山
北商工会本部において開催されました。
　寺岡浩爾商工会長は開会挨拶として、出席総代に対し商工会活動に関する日頃からの理解と協力に謝辞を述べるとともに、昨
年度検討を重ねた『今後の商工会のあり方』の取りまとめを踏まえ、今年度事業計画を
遂行する旨などを伝えました。
　総代会に先立ち、優良従業員表彰式（受賞者９名）が執り行われ、続いて小西徹総
代を議長に議事の審議に入りました。前年度事業報告並びに収支決算書の承認に続
き、平成26年度基本方針に基づいた①経営支援の強化、②地域貢献活動の取り組み、
③次世代経営者の育成（青年部・女性部活動）、④組織強化等の事業計画と収支予算
書など10議案を審議し、可決承認されました。
　役職員一同、岡山北商工会会員の皆さんとともに、本年度も商工業の振興発展と地
域経済の活性化をめざし、なお一層尽力して参ります。

平成２6年度 通常総代会が開催されました

見て 触れて 感じる

今年もお楽しみに！岡山北商工会エリアの夏まつり
皆さんお誘いあわせの上、是非お越しください。

※詳細は、２ページをご覧ください。
※岡山北商工会ホームページにも掲載しています。　h�p://okayamakita.jp/

岡山北の夏！
2014

　　　　イベント名

夏祭り in みつ 2014

第 22 回びぜん一宮
桃太郎フェスティバル　

御田植祭協賛夏祭り

第 31 回上道夏まつり

第 40 回建部町
納涼花火大会　　　　　
津高ふれあい　　　　　
マスカットまつり 2014

　　場　　所

岡山市立御津公民館

吉備津彦神社　馬場

吉備津彦神社

ゆめタウン平島店
北駐車場
建部町建部上

「親水公園」
岡山市日応寺
自然の森スポーツ広場

お問合せ
岡山北商工会

☎086-724-2131
一宮地域センター
☎086-284-0501

岡山北商工会 一宮支所
☎086-284-0397

上道夏まつり実行委員会
☎086-297-2058
建部町観光協会

☎086-722-4052
岡山北商工会 津高支所

☎086-294-2345

日　　時
7/26（土）

18:00 ～ 21:00
7/27（日）

8:00 ～ 14:00
8/2（土）

19:30 ～ 20:30
8/2（土）

17:00 ～ 21:20
8/9（土）

17:00 ～ 21:00
9/21（日）

9:30 ～ 16:00

花火あり

花火あり

花火あり

花火あり

商工会等職員新規採用［平成 27年４月］試験のお知らせ
【商工会業務内容説明会（企業説明会）の開催】

商工会業務内容説明会を下記により開催します。
開催日時　平成 26年８月２日（土）　10：30～ 12：00
場　　所　サン・ピーチOKAYAMA
参加申込　７月 30日（水）までに以下の方法により、
　　　　　氏名及び年齢をご連絡の上、お申込みください。
・電　話　086－224－4341（担当：山岡、額田）
・メール　yamaoka@okasci.or.jp
≪この説明会への参加は、採用試験受験の必須要件ではありません≫

【職　　種】商工会職員
商工業者への経営支援等の業務、記帳（事務代行、
コンピュータ化）指導等の業務、地域振興に係る
業務、庶務経理等の業務など

【採用人員】若干名
【勤 務 地】岡山県内 20商工会及び岡山県商工会連合会
受験資格・申込方法・試験日時・場所・内容・合否
発表等についてはホームページ（http://www.okasci.
or.jp）等でご確認ください。

岡山県商工会連合会　〒700－0817　岡山市北区弓之町 4番 19－401号（中小企業会館内）

岡山北商工会
きっとみつかるあなたにぴったりの求人情報！
求人募集・お問い合わせは、直接募集企業へ

職種の分類 ア アルバイト パ パート 内 内職正 正社員

・メール　yamaoka@okasci.or.jp受験資格・申込方法・試験日時・場所・内容・合否
発表等についてはホームページ（http://www.okasci.
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・メール　yamaoka@okasci.or.jp
≪この説明会への参加は、採用試験受験の必須要件ではありません≫発表等についてはホームページ（http://www.okasci.

or.jp）等でご確認ください。

岡山県商工会連合会　〒700－0817　岡山市北区弓之町 4番 19－401号（中小企業会館内）

職種の分類 ア アルバイト パ パート 内 内職正 正社員

新規創業・記帳指導・税務・事業資金についてのご相談は…　最寄りの岡山北商工会へ！

職種の分類 ア アルバイト パ パート正 正社員

一宮支所
岡山市北区楢津650番地１
TEL（086）284-0397

本部（御津）
岡山市北区御津宇垣1630番地１
TEL（086）724-2131

津高支所
岡山市北区吉宗６７６番地１
TEL（086）2９４-２３４５

上道支所
岡山市東区楢原４６５番地９
TEL（086）２９７－２０５８

建部支所
岡山市北区建部町福渡４７３番地１

TEL（086）７２２-０４０５

住　所：〒701-1527　岡山市北区石妻890（空港そば）　ＴＥＬ：086-294-3801

キャディ 未経験者ＯＫ！　短時間高収入　提携託児所有

▼仕事内容　キャディ

▼勤 務 地　岡山市北区石妻890（岡山空港そば）

▼給　　与　日給 9,000円～　※研修期間中（２週間程度）時給900円

▼資　　格　不問

▼待　　遇　契約・正社員登用制度あり、制服貸与

▼勤務時間　６：30～17：30の間で６～７時間程度　シフト制  ※時間はご相談に応じます

▼休　　日　不定休（仕事のない日）

▼採用担当者　三壁（ミカベ）・新田（ニッタ）※随時電話連絡の上、履歴書（写真付）持参で来場して下さい。

平日のみ、土日祝のみ週一回から相
談に応じます。お気軽に電話して下
さい。就業後はゴルフもできます。

ア

住　所：〒701-1145　岡山市北区横井上1610-4　ＴＥＬ：086-294-4313

ゴミ収集業務 やる気のある方、お待ちしております！

▼仕事内容　ゴミ収集業務　　 ▼勤 務 地　津高地区

▼給　　与　月 180,000円～200,000円

▼資　　格　中型自動車免許（ＡＴ車限定不可）

▼待　　遇　社保・労災・雇用保険完備

▼勤務時間　7：2０～16：2０　　 ▼休　　日　土曜・日曜

▼採用担当者　三尾（ミオ） ※お気軽にお電話下さい。

未経験者歓迎。
体力に自信のある方、お待ちし
ております！
アルバイトも同時募集。

津高清掃㈲

正

住　所：〒701-1213　岡山市北区西辛川853-3　ＴＥＬ：086-284-5916

塗装業全般 事業拡大につき正社員募集

▼仕事内容　塗装業全般　　 ▼勤 務 地　岡山県内

▼給　　与　月 160,000円～400,000円

▼資　　格　要普免　　 ▼待　　遇　労災・雇用保険、交通費支給

▼勤務時間　8：00～17：00　　 ▼休　　日　日曜

▼採用担当者　加川 ※随時面接を行っております。まずはお電話下さい！

経験は問いません！
責任感のある方を
募集しています！

加川塗装工業

正

住　所：〒709-2196　岡山市北区御津野々口 1100　ＴＥＬ：０８６－７２４－４３００

菓子の製造作業（主にラインでの包装） お菓子好きの方、要チェック！

※まずはお気軽にお電話ください。

キャンディ、グミ、焼き菓子、
プレッツェルなどの製造をし
ています。

カバヤ食品株式会社 岡山工場

契

▼仕事内容　菓子の製造作業（主にラインでの包装） クッキーやキャンディを製造しています。

▼勤 務 地　当社岡山工場（御津野々口）

▼給　　与　短期（３ヶ月）／時給 ９００円　長期／時給 ８００円

▼資　　格　不問

▼待　　遇　交通費支給（月２万円まで）、車通勤可、各種保険、
　　　　　 昇給有(長期のみ）、賞与年２回（長期のみ）

▼勤務時間　①8:30～17:05　②17:00～翌1:35
　　　　　 ※①のみ、または①と②の交替勤務が選択できます。
　　　　　 ※②の勤務は別途１日９００円支給

▼休　　日　日曜・祝日　※土曜は会社カレンダーによる

▼採用担当者　総務部採用係

住　所：〒709-2121　岡山市北区御津宇垣13-5　ＴＥＬ：０８６-７２４-３２９０

作業管理・工務、かわら葺き士、太陽光発電設備取付け作業
日本文化継承と匠技

▼仕事内容　作業管理・工務、かわら葺き、太陽光発電設備取付け作業

▼勤 務 地　岡山県内全域

▼給　　与　月 170,000円～

▼資　　格　要普免・作業に必要な資格所持者優遇します

▼待　　遇　労災・雇用保険、厚生年金、建設国保、交通費一部支給

▼勤務時間　7：30～17：10（実働８時間）

▼休　　日　日曜及び天候により休日　　 ▼採用担当者　廣安　治 ※随時募集中です。まずはお問い合わせください。

㈲廣安瓦建材

正

住　所：〒701-1151　岡山市北区津高台4-2056-7　ＴＥＬ：086-253-7333

家電製品の販売・据付工事作業

▼仕事内容　家電製品の販売・据付工事作業　　　　  チラシや催し物の案内の配布など

▼勤 務 地　当社　　　　　　　　　　　　　　　　当社

▼給　　与　月 140,000円～250,000円（試用期間有）　時給 1,000円（試用期間有）

▼資　　格　要普免（ＡＴ限定不可）　　　　　　　　 不問

▼待　　遇　労災・雇用保険、健康保険、厚生年金加入、交通費（上限有）支給　　　無

▼勤務時間　10：0０～19：0０　　　　　　　　　　 10：00～16：00の間で３時間程度

▼休　　日　毎週水曜、他希望日２日　　　　　　　　毎週水曜、他相談に応じます

▼採用担当者　花口 ※随時面接を行っております。

㈲ＹＣ Ｆａｃｔｏｒｙ

正 販売アシスタントパ

住　所：〒709-2117　岡山市北区御津野々口 1446-1　ＴＥＬ：086-724-3322

パート（昼の営業）業務拡大につき新規募集

▼仕事内容　店舗運営に関わる全体の業務

▼勤 務 地　岡山市北区御津野々口1446-1

▼給　　与　一般　時給 800円～（研修期間あり）

▼資　　格　不問　　 ▼待　　遇　労災・賄い補助・制服貸与

▼勤務時間　10：００～14：００の間で２時間～（週１日～）

▼採用担当者　江田 ※まずはお電話ください。

よくろぼ　ふくみ家  らーめん

パ

住　所：〒709-0621　岡山市東区沼1568-2　ＴＥＬ：086-297-4321

ハウスクリーニング 業務拡大につき、アルバイト募集！

▼仕事内容　ハウスクリーニング　　 ▼勤 務 地　岡山県南部

▼給　　与　時給 800円～

▼資　　格　未経験者親切に指導します　　 ▼待　　遇　社保・労災・雇用保険、交通費支給

▼勤務時間　8：30～17：00　　 ▼休　　日　日曜、祝日、年間80日

▼採用担当者　千田　修 ※随時面接を行っています。

お客様に喜ばれる仕事です。

㈲センダ　ダスキン センダ

ア パ

住　所：〒701-1145　岡山市北区横井上211-2　ＴＥＬ：086-294-1144

訪問理美容のお仕事です♪ 理・美容師さん大募集!!
☆自由出勤☆

※随時、見学・面接を行っております。まずはお電話ください。

▼仕事内容　自由な時間で福祉医療施設への訪問理美容のお仕事です。

▼勤 務 地　岡山市・倉敷市・吉備中央町全域の各施設

▼給　　与　歩合制（月20日稼働で約10～15万）＋交通費＋各種手当有

▼資　　格　理・美容資格者・要普免

▼勤務時間　９：００～１９：００の間で自由に選べます。
  週１～２日のみの勤務でもＯＫ！

▼採用担当者　高見・神崎

マールス合髪工房

パ

☆詳しくはＨＰをご覧下さい☆

♪髪工房　　http://kamikobo.jp

住　所：〒709-0632　岡山市東区南古都734　ＴＥＬ：086-297-0654

介護・調理・看護士『ワークライフバランス』の考えに基づき、「子育て期、中高年期」といった
人生の各段階に応じて、多様な働き方が選択・実現できる会社です。

▼仕事内容　介護・調理・看護士

▼勤 務 地　デイサービス「小鳥の森苑」、グループホーム「小鳥の森の家」、小規模多機能「ケアホステルナイスデイ」

▼給　　与　時給 820円～1,500円　　 ▼資　　格　不問

▼待　　遇　社保・労災・雇用保険、交通費支給

▼勤務時間　選択できます　　 ▼休　　日　週休２日以上
▼採用担当者　木庭 ※随時面接します。電話下さい。

「子供が一番、仕事が二番、ご主人は三番目」全面的に
子育てを支援します。夏休みは子連れ出勤可です。
高年齢の方、週１日からでも可です。
お年寄りとネコと職員とがおだやかな時間をすごしてい
ます。いっしょに働くのが楽しくなる人を求めます。

㈲ハートサプライ

正 ア パ

住　所：〒709-3144　岡山市北区建部町富沢428-3　ＴＥＬ：086-722-0205

弁当の配達 早朝からすがすがしい１日をスタート！

▼仕事内容　弁当の配達　　 ▼勤 務 地　岡山市北区建部町富沢428-3

▼給　　与　時給 850円～900円

▼資　　格　要普免（マニュアル車不可）　　 ▼待　　遇　労災・雇用保険

▼勤務時間　5：00～9：00（実働４時間）　　 ▼休　　日　土曜・日曜・祝日

▼採用担当者　小西 ※随時面接

ルート配達です。
弁当の出荷業務の
手伝いもお願いします。

㈱河本食品

パ

住　所：〒701-1202　岡山市北区一宮山崎262-1　ＴＥＬ：086-284-7723

一般事務 新社屋へ本社移転につき、不動産事務員募集！

▼仕事内容　一般事務　　 ▼勤 務 地　岡山市北区一宮

▼給　　与　月 160,000円～180,000円

▼資　　格　要普免（ＡＴ限定可）

▼待　　遇　社保・雇用保険、交通費支給

▼勤務時間　9：00～17：00（実働７時間）

▼休　　日　日曜・祝日・土曜隔週休、夏期・年末年始休暇

▼採用担当者　竹内（タケウチ）※随時面接を行っております。まずはお電話下さい。

当社は、岡山市内外に土地10カ所以上、
賃貸物件８棟あり、賃貸マンションは全棟
入居率90－100％を維持しております。こ
の度、本社を新社屋に移転し、更なる事業
拡大につき、不動産事務員を募集します。
不動産事務の経験は問いません。明るく、
まじめな方をお待ちしております！

㈱ケイ・ワイ・エス

正

住　所：〒701-1154　岡山市北区田益483-1　ＴＥＬ：086-294-3111

ゴルフ場のキャディー業務（お客様の補助）
伝統と歴史のある名門ゴルフ場で働いてみませんか？

▼仕事内容　ゴルフ場のキャディー業務（お客様の補助）　　 ▼勤 務 地　岡山カントリークラブ

▼給　　与　１ラウンド 　  日給 　9,000円～10,000円
　　　　　　1.5ラウンド  日給 13,500円～15,000円 ※研修期間中は日給 5,000円

▼資　　格　要普免（ＡＴ限定可）　　 ▼待　　遇　業務終了後、ゴルフ場でプレーが出来ます。

▼勤務時間　7：00～18：00の間の７時間程度（相談可）　　 ▼休　　日　会社の指定する日（相談可）

▼採用担当者　総務部　小島・片岡 ※電話（随時受け付けております）

岡山駅より車で15分（８㎞）
岡山Ｉ．Ｃ．より車で３分（2.5㎞）
通勤にとても便利なゴルフ場です。

岡山カントリークラブ

ア

住　所：〒701-1202　岡山市北区楢津1202-1　ＴＥＬ：０８６-284-7595

キッチンスタッフ（調理）明るくカジュアルなフランス家庭料理
のレストラン

※お気軽にお電話ください。その後履歴書（写貼）をご持参くださいませ。

フランス家庭料理からクラッシックな料理まで、またパン
＆デザートも手作りで提供。一生懸命頑張る方なら大丈
夫。未経験の方でもdélueのお料理が大好きならOK!!
前菜・メイン・デザートと幅広い調理が出来ます。きっとや
りがいのある職場になると思います。スタッフ同士も仲良
くアットホームなお店です。
※随時募集しています。
　ホールスタッフも同時募集中
　●パート・アルバイト　時給 780円
　　①９：30～15：00　②11：30～15：00

フランス家庭料理 délue（ドゥ・エリエ）

正

▼仕事内容 コース料理の調理、デザートの仕込み・盛付
 また店内の清掃業務・食器洗い等

▼勤 務 地 〒701-1202　岡山市北区楢津1202-1

▼給　　与 150,000円～250,000円

▼資　　格 不問

▼待　　遇 労災・雇用保険、財形、健康保険、厚生年金、
 退職金共済（退職金制度有）、食事付、
 制服貸与、通勤手当有（自社計算による）

▼勤務時間 9：00～22：00（ラストまで）（休憩有）

▼休　　日 月曜、第１火曜、年末年始、夏期休暇有

▼採用担当者 小野

住　所：〒709-0611　岡山市東区楢原521-1　ＴＥＬ：086-239-6001

▼仕事内容　ペットトリミング　　 ▼勤 務 地　岡山市東区楢原521-1

▼給　　与　月 140,000円～　　 ▼資　　格　トリミング

▼待　　遇　労災・雇用保険、技術、私物手当、交通費支給

▼勤務時間　10：00～19：00　　 ▼休　　日　毎週木曜、他休はシフトにより決定

▼採用担当者　岡田（オカダ）※随時面接を行っております。お気軽にお電話下さい。

マイクロバブル導入店
責任感があり、明るい方を
お待ちしております！

ペット倶楽部　バランス

正 ペットトリミング 増員につき正社員募集！パ




