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謹 賀 新 年

2015
岡山市最北端の日の出黎明

謹んで新年のお慶びを申し上げます。
旧年中は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
本年も何卒岡山北商工会を宜しくお願い申し上げます。

　あけましておめでとうございます。皆様方には健やかに新
年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　さて昨年は、４月に実施された消費税増税以後、個人消費
の回復遅れに続く急激な円安、そして終盤になり突然の衆議
院解散・総選挙など、目まぐるしく社会経済情勢が変化する
中で、６月には小規模企業により光が当たるよう取り組んで
きた悲願の小規模企業振興基本法（小規模基本法）が成立し
ました。
　この法律の誕生を一つの契機として、私ども商工会は、組
織活動の原点に立ち帰って、小規模企業の支援に全力を尽く
してまいります。
　今年度は小規模企業施策がより一層拡充されます。地域活
性化の第一歩は地域の小規模企業が元気になることです。地
域の経済、雇用を支える小規模企業が持続的に発展し、夢が
持てる社会が実現するよう、岡山北商工会では組織の一層の
団結を図り、役職員一同全力で地域社会の期待に応えていく
所存であります。
　最後になりましたが、商工会員の皆様はもとより、地域の
方々のご健康とご多幸、更なる飛躍をお祈り申し上げまして、
新年のご挨拶とさせていただきます。

地域活性の第一歩は、
小規模企業が
元気になること！

新 年 の ご 挨 拶

会長 寺岡　浩爾
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撮影：大田秀信　氏
岡山市の最も北にある建部町鶴田地区の三明寺山の
山頂から撮影しています。

れいめい

黎明とは、夜明け。明け方。
または、新しい事柄が始ま
ろうとすること。
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「地域における創業支援体制の整備（産業競争力強化法）」おかやま創業ネットワーク
　岡山市と民間事業者等が、創業者に身近な支援体制を構築し、地域における創業を支援します。

　岡山市地域の創業支援として、各支援機関が連携し創業希望者に対して、窓口相談、創業塾、セミナー等を提供し、年間
340人の創業の実現を目指しています。

Question　創業（開業）したいが、どういった支援が受
　　    　　けられるか。どこに相談すればよいか。
　単に「創業したい」という漠然とした相談や、「こん
な技術・商品を売りたい」といったアイデアの段階で
は、どの施策を紹介すればよいのかわからないことが多
くあります。まずは、企業経営に関する専門家とお話い
ただき、創業のための課題や問題点をはっきりとさせ、
アイデアを実現するためには何をやるべきなのか見つけ
ましょう。今、あなたがやろうとしていることに対し
て、何が不足しているのか、また、それを補うためにど
のような施策を活用することが有効なのか、専門家の目
で見てもらうことが一番はじめのステップです。
　このような方々のために、商工会等では、専門家と相
談できる窓口（支援センター）を設置していますので、
ご相談ください。

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：〒701-1211　岡山市北区一宮1228-２Ｆ　ＴＥＬ：086-286-0055又は090-4807-0005

営業スタッフ（幹部候補）未経験可／業務拡大につきスタッフ急募

▼仕事内容　営業スタッフ（幹部候補）

▼勤 務 地　当社一宮営業所（岡山市北区一宮）

▼給　　与　月 170,000円～

▼資　　格　要普免　　　　　　  ▼待　　遇　社保

▼勤務時間　10：00～19：00　　 ▼休　　日　シフト制

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

ＫＤＤＩ株式会社の一次代理店として受託されている、
光インターネットを案内して頂く営業社員の募集です。
インターネットの知識が無い方でも安心して下さい。他
にも、販売促進関連・携帯電話基地局設営etcやって
おります。

㈱アヴェニュー

正

住　所：〒701-1204　岡山市北区今岡705-1　ＴＥＬ：086-284-8822

1フードコート　2売店　3レストラン　4ナイトスタッフ 長期アルバイト募集

▼仕事内容　1フードコート　2売店　3レストラン　4ナイトスタッフ

▼勤 務 地　高速道山陽自動車道吉備サービスエリア上り線

▼給　　与　123時給 800円　4時給 1,000円　 ▼資　　格　不問　　 ▼待　　遇　制服貸与

▼勤務時間　19：00～21：00の間で６～８時間　　　 2７：00～21：00の間で６～８時間
　　　　　　311：00～15：00、18：00～21：00　　421：00～翌３：00、３：00～９：00、21：00～翌９：00

▼休　　日　シフト制　週３～４日勤務の方

▼採用担当者　杉田、塩見 ※随時面接を行っております。まずはお電話下さい。

高速道サービスエリアで
おもてなしをしましょう。

岡山プラザホテル㈱ 吉備サービスエリア上り線

ア

住　所：〒701-1152　岡山市北区津高1545-34　ＴＥＬ：086-252-2940・086-255-1954

体を動かすのが好きな方

▼仕事内容　運送・引越作業等　　 ▼勤 務 地　岡山市北区津高86-1

▼給　　与　正 月 18万～22.5万円　ア 日給 7,000円より（交通費含む）

▼資　　格　要普免　　 ▼待　　遇　制服貸与、健保、厚生年金、労災・雇用保険

▼勤務時間　８：００～17：００（早出・遅出有）　　 ▼休　　日　不定休

▼採用担当者　貞岡（テイオカ）

ハトのマークのひっこし専門
協同組合へ加盟しておりま
す。

㈲アスカエクスプレス

正 運送・引越作業等ア

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（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１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：〒709-2133　岡山市北区御津金川980　ＴＥＬ：086-724-0086

短時間勤務のパート募集

▼仕事内容　レストラン接客　　 ▼勤 務 地　当社　酒蔵店（岡山市北区御津金川）

▼給　　与　 時給 700円～

▼資　　格　不問　　　　　　　 ▼待　　遇　交通費支給、制服貸与

▼勤務時間　11：００～14：００　 ▼休　　日　月曜、祝日の場合は火曜

▼採用担当者　西﨑

明るく、元気な方をお待ち
しております。

㈲美津葉

パ レストラン接客

※随時面接を行っております。まずは、お電話ください。

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：〒708-0023　津山市大手町1-1 NTTビル1F　TEL：0868-31-2236

パソコンが好きな方大募集！

▼仕事内容　パソコンインストラクター（受付・電話対応・顧客管理・物品販売・現金の管理など含む）

▼勤 務 地　当社庭瀬校（岡山市北区平野920）

▼給　　与　時給 860円～（各種手当・昇給有）

▼資　　格　ワード・エクセルともMOSもしくは同等以上の取得者もしくは近日取得予定者

▼待　　遇　交通費支給、社保、有給休暇制度有、研修有、正社員登用制度有

▼勤務時間　９：30～16：00（週４日）

▼休　　日　水曜・日曜・祝祭日他、GW、お盆、年末年始、春・秋休暇有（会社カレンダーによる）

25～40歳の女性が活躍中。
笑顔を創る仕事です。

PCらいふパソコンスクール

パ パソコンインストラクター

※応募希望者の方は、履歴書を下記にご郵送下さい。
　〒708-0023　津山市大手町1-1 NTTビル1F PCらいふ総務部宛
　書類選考後、連絡させていただきます。

住　所：〒701-1202　岡山市北区楢津652-4

週２日～のアルバイト☆どなたでもOK！

▼仕事内容　コンビニスタッフ（レジ・接客等）

▼勤 務 地　サンクス備前一宮店（岡山市北区楢津652-4）TEL：086-286-4366
　　　　　　サンクス岡山奥田店（岡山市北区奥田本町54-1）TEL：086-801-2600

▼給　　与　時給 730円～（時間帯により異なります）

▼資　　格　未経験者も歓迎します！　　　 ▼待　　遇　車通勤可、制服貸与

▼勤務時間　時間・日数・曜日はご相談下さい。

空いている時間を有
効に活用したい等、
働き方は自由です。ラ
イフスタイルを重視し
たい方！きっとアナタ
に合った働き方が見
つかります。

㈲鹿嶋商店

ア コンビニスタッフ（レジ・接客等）パ

※随時面接を行っております。まずはお電話下さい。

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。
正社員・契約社員（社保完備）も併
せて募集します。

桃の郷観光開発㈱ 岡山カントリークラブ

ア

住　所：〒701-1152　岡山市北区津高1444-139　TEL：086-253-4617

▼仕事内容　牛乳を家庭へ配達する業務　　　　 ▼勤 務 地　当社の指定する所

▼給　　与　月 38,000円～40,000円

▼資　　格　要普免（AT限定可）、高卒以上　  ▼待　　遇　車通勤可、傷害保険

▼勤務時間　火曜・金曜と水曜・土曜の２コース　2：00～6：00までの3.5～４時間

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

やる気のある
60歳以上の方
募集

㈲山陽乳販

ア 牛乳を家庭へ配達する業務
業務拡大につきパート・アルバイト募集

パ

住　所：〒709-2124　岡山市北区御津高津120-28　ＴＥＬ：086-724-0141

長く働いていただける正社員募集

▼仕事内容　各種製造作業（本人特性により決めます）　　 ▼勤 務 地　岡山市北区御津高津

▼給　　与　日給月給制 176,000円～197,000円

▼資　　格　要普免

▼待　　遇　社保・労災・雇用保険完備、通勤・家族手当、退職金制度有（勤続２年以上）

▼勤務時間　Ａ 8：00～17：10　Ｂ 20：00～5：10（休憩70分、１週間ごとの２交替制）

▼休　　日　土曜・日曜（月により土曜出勤の週も有）
　　　　　  当社カレンダーによる年間111日

▼採用担当者　総務チーム　岡本

39歳以下の方募集
（省令３号のイ）

アサゴエ工業㈱ 御津工場

正 鋳造工場での各種製造作業

※面接随時、電話でお問い合わせ下さい。

住　所：〒709-2124　岡山市北区御津高津120-39　ＴＥＬ：086-724-5131

業務拡大につきパート募集

▼仕事内容　医療用不織布製品の加工（手作業で折りたたむ作業）

▼勤 務 地　岡山市北区御津高津120-39

▼給　　与　 時給 800円～850円

▼資　　格　不問、未経験者歓迎

▼待　　遇　交通費支給（当社規定）、制服貸与、車通勤可

▼勤務時間　①８：００～13：００　②13：00～18：00　③８：00～17：00

▼休　　日　土曜・日曜・祝日、夏期、年末年始、有給休暇有

▼採用担当者　森岡・景山

未経験者歓迎、土曜・日曜・祝日
はお休みなので、主婦の方にも
喜ばれています。
学校の行事やＰＴＡの会合等、
有給休暇で対応可です。
定年制度有

㈱メディテックジャパン岡山工場

パ 医療用不織布製品の加工（手作業で折りたたむ作業）

※毎日随時受付しています。事前に必ず電話連絡下さい。追って面接日をご連絡します。面接時は履歴書を持参下さい。

資格取得費助成金制度

資格・免許の取得を
応援します！

経営上で必要となる各種資格や免許、
技能等の資質の向上を図ろうとする
会員事業所に、岡山北商工会が資格
取得費の一部を助成します。
※受験前・受講前の申請が必要です

岡山北商工会資格取得助成金制度
１　助成対象者　　　岡山北商工会会員
２　資格取得対象者　事業主（法人の役員を含む。）又は会員事業所に勤

務する従業員（家族従業員を含む。）
３　助成対象資格　　本会が認める国家資格及び公的資格（３級以上）
４　助成金
　　①年間１事業所につき３名まで（年間１名につき１回）
　　②助成金額は受験料・受講料の１／２以内で、1 名につき 10,000

円が限度
　　③他の機関より助成金が支給される場合は、その助成金を除いた金

額の１／２以内
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必ずチェック最低賃金！　使用者も、労働者も
岡山県最低賃金が改定されました
　　●時間額 719円（平成26年10月５日～）

詳しくは、　岡山労働局　賃金室　℡086-225-2014へ。

※特定の産業には特定（産業別）最低賃金が定められています。

全
国
商
工
会
珠
算
検
定
試
験
合
格
者

３　級　竹野内　琴乃　影山　愛佳
４　  級　 佐藤　愛梨　　岸　　貞久
　　　　　影山　陽香
６　  級　 林　　莉奈
７　  級　 髙取　荘太
８　  級　 田中　栄光　　三船帆乃夏
9・10級　 河本　美遥

第１7 4 回
（順不同・敬称略）

第１7 5 回
（順不同・敬称略）

2　級　村上　亜依　　
４　  級　 出口　綾乃　　秋山　公汰
５　  級　 髙取　大悟
７　  級　 星島　悠乃
８　  級　 葛原　崇司
９・10級　 村上　遙香　　田中　栄光
　　　　　三船帆乃夏

宇喜多直家ゆかりの「亀山城跡」で地域おこし
　　　　　　　　　　　　　亀山城跡保存会
　亀山城は、岡
山城主宇喜多直
家 ゆ か り の 地
で、城の本丸、

二の丸のあった弁天山の形が亀に似
ているところから名づけられまし
た。東区沼の浮田小学校の所在地に
西の丸、楢部（東区沼及び西平島）
に出丸があり、これらを総称して亀
山城と呼びました。
　亀山城は、戦国時代に中山備中守信正によって築城されました。1559年
（永禄２年）正月、宇喜多直家は、主君浦上宗景から亀山城主中山備中守に
謀反の噂があるので討伐せよと命令をうけました。中山備中守は直家の妻・
奈美の実の父でした。実父が殺害されたことを新庄山城（東区竹原）で聞い
た妻・奈美は夫・直家の所業を恨み自害したそうです。
　直家は主君浦上宗景より亀山城を賜り、新庄山城より移り、以来14年間、
岡山城に移るまで、直家壮年時代の居城となりました。

　宇喜多直家飛躍の地である亀山城跡をこ
の地域の歴史遺産として保存し、後世に引
き継ぐとともに、地域おこしの一躍を担う
ことを目的に、平成23年４月、「亀山城跡
保存会」を設立しました。主な活動とし
て、歴史講演会・PR活動・清掃奉仕等をし
ています。平成24年９月、亀山城跡は、岡
山市指定文化財に指定されました。

　亀山城は、岡
山城主宇喜多直
家 ゆ か り の 地

二の丸のあった弁天山の形が亀に似
ているところから名づけられまし
た。東区沼の浮田小学校の所在地に

に出丸があり、これらを総称して亀

小
鳥

のさ
えずるまち上

道

上道

吉備津彦神社の朝市
出店参加者募集中！いちのみや朝市実行委員会

吉備津彦神社　　　　　　　TEL 086－284－0031
いちのみや朝市実行委員会　TEL 090－1689－7066（小橋）

お問い合わせ先お問い合わせ先

※出店料は１ブース
　1,000円です。
※２月は１日の日曜日に
　開催します。

一宮

　平成21年１月より吉備津彦神社境内において、毎
月第１日曜日の午前８時から正午まで「いちのみや朝
市」を開催しております。
　「いちのみや朝市」は、「無農薬・無添加・楽し
い」をコンセプトに、生産者と消費者の出会いの場と
して、出店者自身が楽しみながら出店できる朝市を目

指し、地元住民の有志で運営している朝市です。
　地元の野菜・果物の生産者をはじめ、岡山県内の陶器・木工芸品・アクセ
サリー・手作りジャム・乾物など様々な「生産者」の方々に、広く出店の機
会を提供しております。
　出店をご希望の方は、お気軽に御連絡ください！

ボランティア、伝統芸能・名所旧跡の保存など地域に貢献している団体を紹介します。

　津高地区環境衛生協
議会は、津高地区の各
町内会・自治会から選
出された理事85名で
構成されています。本

地区は、笹ケ瀬川中流域の旧国道53号
線沿いの近年宅地化が進む地域と、上流
域の水田と果樹園の広がる地域など広範
囲にわたっています。
　活動は、毎月18日には国道53号線の清掃活動と、クリーンなまちづくり
及び不法投棄防止のキャンペーン活動を行っています。そのほかに、５月に
は「ゴミゼロ作戦」として国道53号線の美化とキャンペーンを、９月には
「津高ふれあいマスカットまつり」で会場の美化活動とPR活動を、３月には
大型商業施設の駐車場にて「不法投棄防止拡大キャンペーン」を実施してい
ます。
　混ぜればゴミ、分ければ資源という言葉どおり、限りある資源を大切にし
ていくためリサイクル運動の推進、ポイ捨てや不法投棄のない美しいゴミゼ
ロ社会の実現に向けて、今後も、地域住民のご理解とご支援、ご協力のもと
環境衛生の向上に尽力していきます。環境衛生の向上に尽力していきます。

津高

美しいゴミゼロ社会の実現に向けて
　　　　　  津高地区環境衛生協議会

八社の神輿が参集する 備前 建部郷「建部祭り」　八社協議会
　建部地区を代表する秋祭りは、五穀豊穣・家内安全を祈り、郷内八社
の神輿が郷の惣社七社八幡宮（岡山市北区建部町建部上８）に参集する
立合い祭りで、毎年10月の第２日曜日に開催されます。
　起源等は不詳ですが、近世中頃の祭りでは十社の神輿が参集したとの
記録があります。建部町内の多自枯鴨神社・佐久良神社・真名井神社・
天神宮・富沢神社・宮地神社・天満天神宮の七社からそれぞれの神輿が氏子の家を廻りながら、七社八幡宮に入ります。
各社の神輿はひとしきり勇壮な練りを繰り返した後、宮司による奉幣の合図により、高々と差し上げられ、その高さを競
います。また、伊勢神宮の系譜を引く二人立ちの獅子舞や多自枯鴨神社に伝わる棒遣いも奉納されます。
　この秋祭りは、建部地区のそれぞれの伝統芸能の保存会の代表と各区長等から構成された八社協議会によって、地域振
興の一環として継承されており、岡山県の指定重要無形民俗文化財に指定されています。

建部
八社の神輿が参集する 備前 建部郷「建部祭り」　八社協議会

天神宮・富沢神社・宮地神社・天満天神宮の七社からそれぞれの神輿が氏子の家を廻りながら、七社八幡宮に入ります。

だ　じ　こ かも さ　く　ら

とみさわ みや じ

ま　な　い

み こし

み  こし しちしゃはちまんぐう

エリア・インフォメーション

女性ならではの気配りで地域に彩りを！
岡山北商工会女性部御津支部

　岡山北商工会女性部御津支部は、主な
活動内容として、バザー、ふれあい花壇
の維持管理、各イベントへの出店協力等
を行っています。
　バザーは、リサイクル推進と親睦の場
を提供することを目的として毎年開催
し、多くの方にご好評いただいていま
す。『資源を大切に…』をテーマに、ま
だ使える衣類や食器、日用品等を持ち寄
り、必要としていただける方に低価格に
てご購入、再利用していただいています。また、捨てるのがもったいない服
をエプロンやバッグにリメイクする方法も提案しています。
　国道53号線沿いの宇垣ふれあい花壇の女性部による維持管理は今年で約
20年になります。夏から秋にはマリーゴールド、秋から春にはパンジーの美
しい花が国道を行き交う人の目を楽しませています。毎年、苗を植え付ける
デザインを変え、草取りや水やりをこまめに行い、部員で大切に育てていま
す。
　各イベントへの出店協力としては、夏祭り in みつや動物愛護フェスティバ
ル等に参加しています。看板メ
ニューのカレーライスは部員が心
を込めて作っています。
　これからも女性部御津支部は部
員一同、おかみさんとして、女性
目線で地域に彩りを与えれられる
活動を目指し、頑張ります！

御津

　各イベントへの出店協力としては、夏祭り in みつや動物愛護フェスティバ

　岡山北商工会女性部御津支部は、主な
活動内容として、バザー、ふれあい花壇
の維持管理、各イベントへの出店協力等

　バザーは、リサイクル推進と親睦の場
を提供することを目的として毎年開催
し、多くの方にご好評いただいていま
す。『資源を大切に…』をテーマに、ま
だ使える衣類や食器、日用品等を持ち寄
り、必要としていただける方に低価格に

平成26年１月から
記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されました 消費税及び地方消費税の納税は期限内に

　平成26年１月から個人で事業や不動産貸付等を行う全ての方について、①売上などの
金額、仕入やその他の必要経費に関する事項を記載した帳簿の作成や保存と、②取引で
作成・受け取った請求書や領収書などの書類の保存が必要となりました。【所法231の２】

※１　所得税申告の必要でない方も、事業所得がある場合はこの制度の対象となります。

※２　①の法廷帳簿は７年間、①以外の任意帳簿や②の書類は５年間の保存が必要です。

消費税及び地方消費税率が、平成26年４月１日より、8.0%（旧税率5.0%）となりました

（注）8.0%の税率は、経過措置が適用されるもの（※）を除き、平成26年４月１日以後に行われる資産の譲
渡等について適用されます。
※経過措置が適用されるものについては、国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）をご参照く

ださい。

詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。 決算・申告・消費税の相談は岡山北商工会本部・支所へ
※「個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について」をご覧ください。

国税庁

平成２６年度「岡山市優良勤労者表彰」
　岡山市優良勤労者表彰式が11月23日勤労感謝の日に岡山市勤労者福祉センターで
挙行されました。
　表彰式では、岡山北商工会会員事業所から推薦のあった勤続２０年以上で、社業の発
展に貢献した優良勤労者５名の方も受賞されました。
和泉万寿夫さん（一宮地区）㈱川本 谷本　　潔さん（津高地区）西尾総合印刷㈱

高原　通人さん（上道地区）内海プラント㈱ 廣安　幸恵さん（御津地区）吉井石油㈱

植村　元胤さん（建部地区）㈱すぎ茶屋

　一宮地区
　●㈲山陽金属鋼業 片岡　　悟 非鉄・金属・スクラップ処理
　●みな喜也電設㈱ 坂山　一之 電気工事業
　●㈱岡山マルシエ 福本　忠裕 農産物加工・販売
　●㈱栄福堂 赤瀬　雅之 鮮魚小売
　●㈱アチーブ 岩崎　　勲 学習塾
　●㈲三秀堂 堀川　裕文 堆肥販売
　●㈱ホープ電気設備 小松　英夫 電気工事業
　●㈲広告美術タンゲ 丹下　秀樹 広告業
　●マルコグラフィックス 小山　修二 グラフィックデザイン業
　●美容室ぶーがらぶー 中山　公弘 美容院
　●熊代設計 熊代　　誠 建築設計

　津高地区  
　●中村清昭  不動産賃貸
　●Nail　House　VOGUE 内藤　宏子 ネイルサロン
　●㈱Ｓ＆Ａ 赤木　健一 飲食（移動販売）
　●岡山ファミリーマート吉宗店 伊久　宗弘 コンビニエンスストア
　●吉泉㈱ 垣下　信二 飲食業
　●㈱ハートジャパン商事 梅津　英資 リサイクル業
　●Ａctive（アクティブ） 菊池　哲也 解体業・配管業
　●津高台セラピールーム 髙田みすみ セラピスト
　●ヒューネクト 末広　理恵 土木工事業

　上道地区  
　●ビューティサロン秀 千葉　典子 美容院
　●藤原測量設計事務所 藤原　弘憲 測量・設計
　●ひらじまっ子クラブ 長島　健治 学童保育
　●㈱開勢工業 小松原大輔 土木建設業
　●上道中学校教育後援会 淺野　清二 校内売店
　●さくだ空調設備計画 作田　和美 空調設備設計
　●SiftＤＤＤ㈱ 泊　　美香 建築図面
　●津和工業 津和　省一 溶接業
　●アイ・オーＣreate 岡本　逸雄 機械卸売
　●新潮 須藤美智子 カラオケ店

　御津地区  
　●河原田美容室 河原田美智江 美容院
　●㈱岡山御津カントリークラブ 福岡　愼二 ゴルフ場
　●山陽電業社 花房　欣二 電気工事業
　●中上タクシー 中上　律夫 個人タクシー
　●ごとう園芸 後藤知世子 造園業
　●岡村工業 岡村　雄次 建設業
　●白根牧場 白根真由美 牧場
　●㈱丸友山地商店 山地　司朗 海産物卸売
　●日生運輸㈱御津ロジックス 伊賀　資耕 運送業

　建部地区  
　●竹中幸子  サービス業
　●石窯ぱんや　nico 坂本　清秀 パン製造小売
　●くろせ農園 黒瀬　宗孝 ぶどう園
　●キューコーポレーション 西崎　倫子 スープカレー店

新規加入
会員紹介平成 26年４月から平成 26年 12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。

商工会に加入して、地域のネットワークを
拡げてみませんか？

　地域経済や商店の活力が低下している中、地域経済及び商店の活力を維持していくためには、どのようにしたらいいか。

　岡山北商工会“ まちづくり委員会 ”で検討を重ね、地域住民の需要に応じた個店の取組みとして、①地域商店を知ってもらい、②専門性や特色をアピールし、③

顧客との信頼関係づくりを築くことをテーマに「まちゼミ」を実施しました。

　第１回得する街のゼミナール in 岡山市北「まちゼミ」は、９／ 20 ～ 11 ／３までの期間に 78 講座を開催、延べ約 270 人の方が受講され、受講者からは、「分

かりやすく説明してもらった。」「楽しい時間をいただき若返った。」「アットホームなところが良かった。」「プロの方の見本を見せてもらい参考になった。」「参加者

同士の話が楽しかった。」など、受講者の 96.7％が「満足した。」とアンケートに回答いただきました。

「まちゼミ」報告 受講者の 96.7% の方が
「満足した」と回答

第１回得する街のゼミナールin岡山市北

受講者の性別

女性
81％

男性
19％

受講者の年代
80代
70代
60代
50代
40代
30代
20代

未選択

4.8％

受講者の年代

17.6％
24.8％

22.4％
13.8％

11.0％
4.3％

1.4％

受講者割合

岡山市
中心部
28％

一宮地区
16％

津高地区
13％

上道地区
13％

建部地区
10％

御津地区 ６％
倉敷市方面 ４％

赤磐・瀬戸方面 ４％
久米南 ３％

不明 ３％

お父さんでもできる簡単おつまみ講座 これって認知症なの？ ちょっと得するネット活用術

『マル経融資とは』

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♪

　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!!

1,500万円より増額！

長期返済可能！

低利率！

保証不要！

メリット

1

メリット

2

メリット

3

メリット

4

メリット

5

岡山市による利子補給
最初の１年間は１%分の
利子を補給されます

融資限度額

最大2,000万円以内

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）

利率

1.35％（平成26年12月10日現在）
※こちらの利率より利子補給が行われます

担保・保証人

無担保・無保証人
※信用保証協会の保証も不要
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必ずチェック最低賃金！　使用者も、労働者も
岡山県最低賃金が改定されました
　　●時間額 719円（平成26年10月５日～）

詳しくは、　岡山労働局　賃金室　℡086-225-2014へ。

※特定の産業には特定（産業別）最低賃金が定められています。

者
格
合
験
試
定
検
算
珠
会
工
商
国
全

３　級　竹野内　琴乃　影山　愛佳
４　  級　 佐藤　愛梨　　岸　　貞久
　　　　　影山　陽香
６　  級　 林　　莉奈
７　  級　 髙取　荘太
８　  級　 田中　栄光　　三船帆乃夏
9・10級　 河本　美遥

第１7 4回
（順不同・敬称略）

第１7 5回
（順不同・敬称略）

2　級　村上　亜依　　
４　  級　 出口　綾乃　　秋山　公汰
５　  級　 髙取　大悟
７　  級　 星島　悠乃
８　  級　 葛原　崇司
９・10級　 村上　遙香　　田中　栄光
　　　　　三船帆乃夏

平成26年１月から
記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されました 消費税及び地方消費税の納税は期限内に
　平成26年１月から個人で事業や不動産貸付等を行う全ての方について、①売上などの
金額、仕入やその他の必要経費に関する事項を記載した帳簿の作成や保存と、②取引で
作成・受け取った請求書や領収書などの書類の保存が必要となりました。【所法231の２】
※１　所得税申告の必要でない方も、事業所得がある場合はこの制度の対象となります。
※２　①の法廷帳簿は７年間、①以外の任意帳簿や②の書類は５年間の保存が必要です。

消費税及び地方消費税率が、平成26年４月１日より、8.0%（旧税率5.0%）となりました
（注）8.0%の税率は、経過措置が適用されるもの（※）を除き、平成26年４月１日以後に行われる資産の譲

渡等について適用されます。
※経過措置が適用されるものについては、国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）をご参照く
ださい。

詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。 決算・申告・消費税の相談は岡山北商工会本部・支所へ
※「個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について」をご覧ください。

国税庁

平成２６年度「岡山市優良勤労者表彰」
　岡山市優良勤労者表彰式が11月23日勤労感謝の日に岡山市勤労者福祉センターで
挙行されました。
　表彰式では、岡山北商工会会員事業所から推薦のあった勤続２０年以上で、社業の発
展に貢献した優良勤労者５名の方も受賞されました。
和泉万寿夫さん（一宮地区）㈱川本 谷本　　潔さん（津高地区）西尾総合印刷㈱
高原　通人さん（上道地区）内海プラント㈱ 廣安　幸恵さん（御津地区）吉井石油㈱
植村　元胤さん（建部地区）㈱すぎ茶屋

　一宮地区
㈲山陽金属鋼業 片岡　　悟 非鉄・金属・スクラップ処理
みな喜也電設㈱ 坂山　一之 電気工事業
㈱岡山マルシエ 福本　忠裕 農産物加工・販売
㈱栄福堂 赤瀬　雅之 鮮魚小売
㈱アチーブ 岩崎　　勲 学習塾
㈲三秀堂 堀川　裕文 堆肥販売
㈱ホープ電気設備 小松　英夫 電気工事業
㈲広告美術タンゲ 丹下　秀樹 広告業
マルコグラフィックス 小山　修司 グラフィックデザイン業
美容室ぶーがらぶー 中山　公弘 美容院
熊代設計 熊代　　誠 建築設計

　津高地区  
中村清昭  不動産賃貸
Nail　House　VOGUE  内藤　宏子 ネイルサロン
㈱Ｓ＆Ａ 赤木　健一 飲食（移動販売）
岡山ファミリーマート吉宗店 伊久　宗弘 コンビニエンスストア
吉泉㈱ 垣下　信二 飲食業
㈱ハートジャパン商事 梅津　英資 リサイクル業
Ａctive（アクティブ） 菊池　哲也 解体業・配管業
津高台セラピールーム 髙田みすみ セラピスト
ヒューネクト 末広　理恵 土木工事業

　上道地区  
ビューティサロン秀 千葉　典子 美容院
藤原測量設計事務所 藤原　弘憲 測量・設計
ひらじまっ子クラブ 長島　健治 学童保育
㈱開勢工業 小松原大輔 土木建設業
上道中学校教育後援会 淺野　清二 校内売店
さくだ空調設備計画 作田　和美 空調設備設計
SiftＤＤＤ㈱ 泊　　美香 建築図面
津和工業 津和　省一 溶接業
アイ・オーＣreate 岡本　逸雄 機械卸売
新潮 須藤美智子 カラオケ店

　御津地区  
河原田美容室 河原田美智江 美容院
㈱岡山御津カントリークラブ 福岡　愼二 ゴルフ場
山陽電業社 花房　欣二 電気工事業
中上タクシー 中上　律夫 個人タクシー
ごとう園芸 後藤知世子 造園業
岡村工業 岡村　雄次 建設業
白根牧場 白根真由美 牧場
㈱丸友山地商店 山地　司朗 海産物卸売
日生運輸㈱御津ロジックス 伊賀　資耕 運送業

　建部地区  
竹中幸子  サービス業
石窯ぱんや　nico 坂本　清秀 パン製造小売
くろせ農園 黒瀬　宗孝 ぶどう園
キューコーポレーション 西崎　倫子 スープカレー店

新規加入
会員紹介平成 26 年４月から平成 26年 12 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。

商工会に加入して、地域のネットワークを
拡げてみませんか？

　地域経済や商店の活力が低下している中、地域経済及び商店の活力を維持していくためには、どのようにしたらいいか。

顧客との信頼関係づくりを築くことをテーマに「まちゼミ」を実施しました。

　第１回得する街のゼミナール in 岡山市北「まちゼミ」は、９／20～11／３までの期間に78講座を開催、延べ約270人の方が受講され、受講者からは、「分

かりやすく説明してもらった。」「楽しい時間をいただき若返った。」「アットホームなところが良かった。」「プロの方の見本を見せてもらい参考になった。」「参加者

同士の話が楽しかった。」など、受講者の96.7％が「満足した。」とアンケートに回答いただきました。

「まちゼミ」報告 受講者の96.7%の方が
「満足した」と回答

第１回得する街のゼミナールin岡山市北

受講者の性別

女性
81％

男性
19％

受講者の年代
80代
70代
60代
50代
40代
30代
20代
未選択

4.8％

受講者の年代

17.6％
24.8％

22.4％
13.8％

11.0％
4.3％

1.4％

受講者割合

岡山市
中心部
28％

一宮地区
16％

津高地区
13％

上道地区
13％

建部地区
10％

御津地区 ６％
倉敷市方面 ４％
赤磐・瀬戸方面 ４％

久米南 ３％
不明 ３％

お父さんでもできる簡単おつまみ講座 これって認知症なの？ ちょっと得するネット活用術

『マル経融資とは』

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♪

　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!!

1,500万円より増額！

長期返済可能！

低利率！

保証不要！

メリット

1

メリット

2

メリット

3

メリット

4

メリット

5

岡山市による利子補給
最初の１年間は１%分の
利子を補給されます

融資限度額

最大2,000万円以内

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）

利率

1.35％（平成26年12月10日現在）
※こちらの利率より利子補給が行われます

担保・保証人

無担保・無保証人
※信用保証協会の保証も不要
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Okayamakita Society of Commerce and Industry

岡山北商工会岡山北商工会だより 新春
No.18

2015

謹 賀 新 年

2015
岡山市最北端の日の出黎明

謹んで新年のお慶びを申し上げます。
旧年中は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
本年も何卒岡山北商工会を宜しくお願い申し上げます。

　あけましておめでとうございます。皆様方には健やかに新
年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　さて昨年は、４月に実施された消費税増税以後、個人消費
の回復遅れに続く急激な円安、そして終盤になり突然の衆議
院解散・総選挙など、目まぐるしく社会経済情勢が変化する
中で、６月には小規模企業により光が当たるよう取り組んで
きた悲願の小規模企業振興基本法（小規模基本法）が成立し
ました。
　この法律の誕生を一つの契機として、私ども商工会は、組
織活動の原点に立ち帰って、小規模企業の支援に全力を尽く
してまいります。
　今年度は小規模企業施策がより一層拡充されます。地域活
性化の第一歩は地域の小規模企業が元気になることです。地
域の経済、雇用を支える小規模企業が持続的に発展し、夢が
持てる社会が実現するよう、岡山北商工会では組織の一層の
団結を図り、役職員一同全力で地域社会の期待に応えていく
所存であります。
　最後になりましたが、商工会員の皆様はもとより、地域の
方々のご健康とご多幸、更なる飛躍をお祈り申し上げまして、
新年のご挨拶とさせていただきます。

地域活性の第一歩は、
小規模企業が
元気になること！

新 年 の ご 挨 拶

会長 寺岡　浩爾

編集／岡山北商工会情報化広報委員会 発行／岡山北商工会
〒709-2121 岡山市北区御津宇垣1630番地１
http://okayamakita.jp/

TEL(086)724-2131　FAX(086)724-2132
E-mail:okayamakita@okasci.or.jp

たづ た

撮影：大田秀信　氏
岡山市の最も北にある建部町鶴田地区の三明寺山の
山頂から撮影しています。

れいめい

黎明とは、夜明け。明け方。
または、新しい事柄が始ま
ろうとすること。

「地域における創業支援体制の整備（産業競争力強化法）」おかやま創業ネットワーク
　岡山市と民間事業者等が、創業者に身近な支援体制を構築し、地域における創業を支援します。

　岡山市地域の創業支援として、各支援機関が連携し創業希望者に対して、窓口相談、創業塾、セミナー等を提供し、年間
340人の創業の実現を目指しています。

Question　創業（開業）したいが、どういった支援が受
　　    　　けられるか。どこに相談すればよいか。
　単に「創業したい」という漠然とした相談や、「こん
な技術・商品を売りたい」といったアイデアの段階で
は、どの施策を紹介すればよいのかわからないことが多
くあります。まずは、企業経営に関する専門家とお話い
ただき、創業のための課題や問題点をはっきりとさせ、
アイデアを実現するためには何をやるべきなのか見つけ
ましょう。今、あなたがやろうとしていることに対し
て、何が不足しているのか、また、それを補うためにど
のような施策を活用することが有効なのか、専門家の目
で見てもらうことが一番はじめのステップです。
　このような方々のために、商工会等では、専門家と相
談できる窓口（支援センター）を設置していますので、
ご相談ください。

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

4
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：〒701-1211　岡山市北区一宮1228-２Ｆ　ＴＥＬ：086-286-0055又は090-4807-0005

営業スタッフ（幹部候補）未経験可／業務拡大につきスタッフ急募

▼仕事内容　営業スタッフ（幹部候補）

▼勤 務 地　当社一宮営業所（岡山市北区一宮）

▼給　　与　月 170,000円～

▼資　　格　要普免　　　　　　  ▼待　　遇　社保

▼勤務時間　10：00～19：00　　 ▼休　　日　シフト制

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

ＫＤＤＩ株式会社の一次代理店として受託されている、
光インターネットを案内して頂く営業社員の募集です。
インターネットの知識が無い方でも安心して下さい。他
にも、販売促進関連・携帯電話基地局設営etcやって
おります。

㈱アヴェニュー

正

住　所：〒701-1204　岡山市北区今岡705-1　ＴＥＬ：086-284-8822

1フードコート　2売店　3レストラン　4ナイトスタッフ 長期アルバイト募集

▼仕事内容　1フードコート　2売店　3レストラン　4ナイトスタッフ

▼勤 務 地　高速道山陽自動車道吉備サービスエリア上り線

▼給　　与　123時給 800円　4時給 1,000円　 ▼資　　格　不問　　 ▼待　　遇　制服貸与

▼勤務時間　19：00～21：00の間で６～８時間　　　 2７：00～21：00の間で６～８時間
　　　　　　311：00～15：00、18：00～21：00　　421：00～翌３：00、３：00～９：00、21：00～翌９：00

▼休　　日　シフト制　週３～４日勤務の方

▼採用担当者　杉田、塩見 ※随時面接を行っております。まずはお電話下さい。

高速道サービスエリアで
おもてなしをしましょう。

岡山プラザホテル㈱ 吉備サービスエリア上り線

ア

住　所：〒701-1152　岡山市北区津高1545-34　ＴＥＬ：086-252-2940・086-255-1954

体を動かすのが好きな方

▼仕事内容　運送・引越作業等　　 ▼勤 務 地　岡山市北区津高86-1

▼給　　与　正 月 18万～22.5万円　ア 日給 7,000円より（交通費含む）

▼資　　格　要普免　　 ▼待　　遇　制服貸与、健保、厚生年金、労災・雇用保険

▼勤務時間　８：００～17：００（早出・遅出有）　　 ▼休　　日　不定休

▼採用担当者　貞岡（テイオカ）

ハトのマークのひっこし専門
協同組合へ加盟しておりま
す。

㈲アスカエクスプレス

正 運送・引越作業等ア

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（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１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：〒709-2133　岡山市北区御津金川980　ＴＥＬ：086-724-0086

短時間勤務のパート募集

▼仕事内容　レストラン接客　　 ▼勤 務 地　当社　酒蔵店（岡山市北区御津金川）

▼給　　与　 時給 700円～

▼資　　格　不問　　　　　　　 ▼待　　遇　交通費支給、制服貸与

▼勤務時間　11：００～14：００　 ▼休　　日　月曜、祝日の場合は火曜

▼採用担当者　西﨑

明るく、元気な方をお待ち
しております。

㈲美津葉

パ レストラン接客

※随時面接を行っております。まずは、お電話ください。

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：〒708-0023　津山市大手町1-1 NTTビル1F　TEL：0868-31-2236

パソコンが好きな方大募集！

▼仕事内容　パソコンインストラクター（受付・電話対応・顧客管理・物品販売・現金の管理など含む）

▼勤 務 地　当社庭瀬校（岡山市北区平野920）

▼給　　与　時給 860円～（各種手当・昇給有）

▼資　　格　ワード・エクセルともMOSもしくは同等以上の取得者もしくは近日取得予定者

▼待　　遇　交通費支給、社保、有給休暇制度有、研修有、正社員登用制度有

▼勤務時間　９：30～16：00（週４日）

▼休　　日　水曜・日曜・祝祭日他、GW、お盆、年末年始、春・秋休暇有（会社カレンダーによる）

25～40歳の女性が活躍中。
笑顔を創る仕事です。

PCらいふパソコンスクール

パ パソコンインストラクター

※応募希望者の方は、履歴書を下記にご郵送下さい。
　〒708-0023　津山市大手町1-1 NTTビル1F PCらいふ総務部宛
　書類選考後、連絡させていただきます。

住　所：〒701-1202　岡山市北区楢津652-4

週２日～のアルバイト☆どなたでもOK！

▼仕事内容　コンビニスタッフ（レジ・接客等）

▼勤 務 地　サンクス備前一宮店（岡山市北区楢津652-4）TEL：086-286-4366
　　　　　　サンクス岡山奥田店（岡山市北区奥田本町54-1）TEL：086-801-2600

▼給　　与　時給 730円～（時間帯により異なります）

▼資　　格　未経験者も歓迎します！　　　 ▼待　　遇　車通勤可、制服貸与

▼勤務時間　時間・日数・曜日はご相談下さい。

空いている時間を有
効に活用したい等、
働き方は自由です。ラ
イフスタイルを重視し
たい方！きっとアナタ
に合った働き方が見
つかります。

㈲鹿嶋商店

ア コンビニスタッフ（レジ・接客等）パ

※随時面接を行っております。まずはお電話下さい。

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。
正社員・契約社員（社保完備）も併
せて募集します。

桃の郷観光開発㈱ 岡山カントリークラブ

ア

住　所：〒701-1152　岡山市北区津高1444-139　TEL：086-253-4617

▼仕事内容　牛乳を家庭へ配達する業務　　　　 ▼勤 務 地　当社の指定する所

▼給　　与　月 38,000円～40,000円

▼資　　格　要普免（AT限定可）、高卒以上　  ▼待　　遇　車通勤可、傷害保険

▼勤務時間　火曜・金曜と水曜・土曜の２コース　2：00～6：00までの3.5～４時間

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

やる気のある
60歳以上の方
募集

㈲山陽乳販

ア 牛乳を家庭へ配達する業務
業務拡大につきパート・アルバイト募集

パ

住　所：〒709-2124　岡山市北区御津高津120-28　ＴＥＬ：086-724-0141

長く働いていただける正社員募集

▼仕事内容　各種製造作業（本人特性により決めます）　　 ▼勤 務 地　岡山市北区御津高津

▼給　　与　日給月給制 176,000円～197,000円

▼資　　格　要普免

▼待　　遇　社保・労災・雇用保険完備、通勤・家族手当、退職金制度有（勤続２年以上）

▼勤務時間　Ａ 8：00～17：10　Ｂ 20：00～5：10（休憩70分、１週間ごとの２交替制）

▼休　　日　土曜・日曜（月により土曜出勤の週も有）
　　　　　  当社カレンダーによる年間111日

▼採用担当者　総務チーム　岡本

39歳以下の方募集
（省令３号のイ）

アサゴエ工業㈱ 御津工場

正 鋳造工場での各種製造作業

※面接随時、電話でお問い合わせ下さい。

住　所：〒709-2124　岡山市北区御津高津120-39　ＴＥＬ：086-724-5131

業務拡大につきパート募集

▼仕事内容　医療用不織布製品の加工（手作業で折りたたむ作業）

▼勤 務 地　岡山市北区御津高津120-39

▼給　　与　 時給 800円～850円

▼資　　格　不問、未経験者歓迎

▼待　　遇　交通費支給（当社規定）、制服貸与、車通勤可

▼勤務時間　①８：００～13：００　②13：00～18：00　③８：00～17：00

▼休　　日　土曜・日曜・祝日、夏期、年末年始、有給休暇有

▼採用担当者　森岡・景山

未経験者歓迎、土曜・日曜・祝日
はお休みなので、主婦の方にも
喜ばれています。
学校の行事やＰＴＡの会合等、
有給休暇で対応可です。
定年制度有

㈱メディテックジャパン岡山工場

パ 医療用不織布製品の加工（手作業で折りたたむ作業）

※毎日随時受付しています。事前に必ず電話連絡下さい。追って面接日をご連絡します。面接時は履歴書を持参下さい。

資格取得費助成金制度

資格・免許の取得を
応援します！

経営上で必要となる各種資格や免許、
技能等の資質の向上を図ろうとする
会員事業所に、岡山北商工会が資格
取得費の一部を助成します。
※受験前・受講前の申請が必要です

岡山北商工会資格取得助成金制度
１　助成対象者　　　岡山北商工会会員
２　資格取得対象者　事業主（法人の役員を含む。）又は会員事業所に勤

務する従業員（家族従業員を含む。）
３　助成対象資格　　本会が認める国家資格及び公的資格（３級以上）
４　助成金
　　①年間１事業所につき３名まで（年間１名につき１回）
　　②助成金額は受験料・受講料の１／２以内で、1 名につき 10,000

円が限度
　　③他の機関より助成金が支給される場合は、その助成金を除いた金

額の１／２以内


