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平成27年度事業計画【基本方針】
１．合併10周年を機に、組織と支援体制を一層強化し、商工会全体の活性化に取り組む。
２．多様な関係機関と連携した確実な支援の実行により、質・量ともに“成果の創出”を図る。
３．小規模事業者に対する『伴走型支援』を通じ、『事業の持続的発展』を強力に支援する。

　５月20日水曜日、平成27年度岡山北商工会通常総代会が総代94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広域合併10周年を迎えた岡山北
商工会の活動に対する変わらぬ理解と協力に謝辞を述べました。
　総代会に先立ち、優良従業員表彰式（受賞者８名）が執り行われ、続いて橋本規敏総代を議長に
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27年度基本方針
に基づいた①10周年記念事業の実施、②小規模事業者の経営力向上と会員満足度アップ、③総
力を挙げた経営発達支援事業の取組み、④個店の魅力づくりの取組みとしての『まちゼミ』の実施
など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。
　また、任期満了に伴う役員改選が行われ、新しく吉次立身氏が商工会長に選任されました。
　平成27年度は新体制のもと、役職員一同、商工会員や地域の皆様とともに、商工業の振興と地
域経済の活性化をめざしてまいります。

平成27年度 通常総代会が開催されました

岡山北の夏！ 見て 触れて 感じる2015

夏夏
No.19

2015

※岡山北商工会ホームページにも掲載しています。   http://okayamakita.jp/

　　　　イベント名

夏祭りinみつ2015

第32回上道夏まつり

御田植祭協賛夏祭り

第41回建部町
納涼花火大会　　　　　
津高ふれあい　　　　　
マスカットまつり2015

　　場　　所

岡山市立御津公民館

ゆめタウン平島店
北駐車場

吉備津彦神社

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
みつ地区夏祭り実行委員会
☎086-724-2131

上道夏まつり実行委員会
☎086-297-2058

岡山北商工会 一宮支所
☎086-284-0397
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
7/25（土）

18:00 ～ 21:00
8/1（土）

17:00 ～ 21:20
8/2（日）

19:30 ～ 20:30
8/8（土）

18:00 ～ 21:00
9/20（日）
9:30 ～ 16:00

花火あり

花火あり

花火あり

花火あり

新会長ご挨拶　吉次　立身（津高）
　合併10周年の節目の年に、岡山北商工会長に就任いたしました吉次立身です。
　私たち岡山北商工会は、『繋がり』をキーワードとして、あらゆるコミュニケーションの増進に
努め、組織の強化・連携と支援体制の整備を一層推進し、岡山北商工会エリアの持続的・安

定的発展のための活動に積極的に取り組む所存でございます。
　商工会員はもとより、地域の皆様方の一層のご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

今年もお楽しみに！　岡山北商工会エリア　夏まつり
皆さんお誘いあわせの上、是非お越しください。
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ホームページを制作して
会社の知名度をアップ!!

　当社は、上道地区で運送会社を営んでいます。地域のみなさ
まに支えていただきながら、今年で創業 47 年目を迎えます。
現在は、パソコンや携帯電話で誰でも簡単に情報を入手するこ
とができる世の中です。簡易ホームページサービス「SHIFT」
を使えば、商工会職員のご指導により、簡単
にホームページを作成することが可能で、当
社の新事業である「トラックステージ」のホー
ムページを「SHIFT」でも作成しています。
　これにより、多くの人に知っていただくこ
とができるとともに、24 時間、情報発信し
続けることで、ビジネスネスチャンスが無限
に広がっていきます。また、このホームペー
ジの運用コストが発生しないのも魅力です。
　情報化社会の今、皆様も会社や事業の知名度・
信用度アップのために、そして、商工会加入特
典の一つとして、「SHIFT」を活用してみてく
ださい。

小
鳥

のさ
えずるまち上

道

上道

専務取締役
藤原祐介さん

上道運輸㈱（運送業）
岡山市東区東平島42－３

☎ 086-297-2551
URL：http://jyotounyu.jp

創業サポートで夢を実現！

すこやか保育園（保育所）
岡山市北区尾上1318－5

☎ 086-239-0208

　約20年の保育士経験を活かし、自宅で小規模定員の保育
園を立ち上げたいと創業を志したのがきっかけで平成26年
の５月に商工会を訪ねました。
　経営の計画書作成、経理や税金のこと、スタッフの社会保険や労働保険の
手続き、園児募集の広報のこと…創業を志し、やる気120％だった反面、経
営の知識がほぼ０％の私に対して、商工会の皆さんは寄り添い、懸命にサ
ポートをしてくださいました。
　そして平成27年４月、私の長年の夢だった「すこやか保育園」を無事オー

プンすることが出来ました。
　当初、園児が集まるだろうかと不安いっぱいでした
が、開園時には当初計画していた定員数を大幅に上回
る入園希望があり、現在18名の園児達の笑顔が毎日
保育園に溢れています。
　夢と志をお持ちの方は、まず商工会を訪ねてみてく
ださい。
　きっとあなたの力強
い創業サポーターに
なって頂けると思いま
すよ！

園長の元永京子さん

賑やかな園内の様子

　当社は、津高地区で木造建築業を営んでいる工務
店です。
　「ポチの家から介護まで」をモットーに地域に根
ざし、出会いを大切に事業を行っています。事業を
進める上で、国の補助金制度活用や専門家派遣制度
を活用し、より計画経営を行うために商工会に相談
しています。
　小規模事業者向けの持続化補助金申請では、新商
品の販路開拓に向けた計画策定に対して相談や助言
などサポートをしてもらいました。
　また、専門家派遣制度の活用など諸問題解決に国
の制度を紹介してもらうなど商工会のネットワーク
により普段会えないような専門家に相談でき利
用価値を改めて理解しました。
　これからも困ったことがあれば商工会に相談
して事業推進を図っていきたいと思います。

補助金申請から専門家相談まで

㈲生和ハウジング（建設業）
岡山市北区田原903－2

☎ 086-294-3820

社長の難波亜希美さん

地域の絆を
　　　大切にしています！

　当園では、御津地区の地域振興事業への取組として実施される、「夏祭り
in みつ」に主催者であるみつ地区夏祭り実行委員の一
人として参加しています。
　「夏祭り in みつ」は、御津地区最大の夏祭りとして
長年地域の住民に親しまれ、花火やステージでの催し
など多彩なイベントが行われます。
　駐車場付近の草刈作業（大型農機具使用）や、会場
の準備など、夏祭りの運営に家族ぐるみで関わること
で、商工会・実行委員の方々・地元住民の方々とも繋
がりができました。
　また、その繋がりを生かして、当園の事業であるぶ
どう栽培のPRを行うなど、普段出会えない機会があ
ることも商工会会員の特典です。
　今後も、商工会や地域の方々のお力添えをい
ただき、より地域の絆が築けますよう、努力し
ていきたいと考えています。

森末農園（HONEY・FARM・MORISUE）（農業）
岡山市北区御津下田164－２

☎ 086-724-3616

代表者の森末正一さん

記帳のことなら
　　　なんでも商工会へ!!

　事業を始めて３年目になります。クズハラ自動車整備工場です。
　今もそうですが、帳面の付け方が分からない時には商工会に親切に教えて
もらっています。また、総勘定元帳の印刷や確定申告も商工会にお願いして
いるので大変助かっています。
　その甲斐あって仕事面では、お客様のご要望以上に努めることができてい
ます。

　車のことならなんでも当店にお
気軽にお任せください。これから
も商工会に相談しながら一緒に頑
張っていきたいと思っております
ので、どうぞよろしくお願いいた
します。

クズハラ自動車整備工場
岡山市北区建部町中田377－１

☎ 086-722-0336
代表者の葛原正文さんと奥さんの恵子さん

商工会合併10周年
岡山北商工会と共に

　平成27年度は、商工会広域合併10周年の記念すべき
節目の年です。岡山北商工会は、これまで、商工会地
域の中小・小規模事業者と地域経済の「持続的・安定
的発展」のための活動に取り組んでまいりました。
　そこで、地域で元気に頑張っている会員事業所の皆
様からいただいた、商工会のサポートによる経営力向
上と会員満足度アップの事例を紹介します。

　同一の使用者との有期労働契約が「５年」を超えて繰り返し更新
された場合に、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換しま
す。

無期転換ルールの仕組み

【認定を受けると】

無期転換ルールの特例とは？
 社会保険労務士
 坂口　晃
大切な従業員の
方々の労働社会
保険の手続き
は、社会保険労
務士にお任せください。
誠心誠意やらせていただきま
す。

■住所　〒709-0861
　　　　岡山県岡山市東区瀬戸町瀬戸742-2
■TEL　090-6830-7299
■ＨＰ　http://okayama-pension.com/

高年齢者を雇用している事業主さん必見!!
　労働契約法の改正により、平成25年4月から「無期転換ルール」
が導入されました。このルールは、同一の使用者との有期労働契約
が「5年」を超えて繰り返し更新された場合に、労働者の申込みによ
り、無期労働契約に転換するというものです。
　しかし、定年後に継続雇用される有期契約労働者等について
は、特例が設けられました。

【申請・手続方法】

（１）専門的知識等を有する有期雇用労働者

（２）定年に達した後引き続き有期労働契約で継続雇用される高齢者

　について、事業主が適切
な雇用管理の措置に関する
計画を作成して、岡山労働局
長の認定を受けると、無期転
換ルールが適用されません。

企業が発展するためには、適
切な労務管理により、労働者
が働きやすい労働環境を整
備しましょう。１年 １年 １年 １年 １年 １年 無期労働契約

↑更新① ↑更新② ↑更新③ ↑更新④ ↑更新⑤
　↑
…申込み可能…転換

無期労働契約

定年 ５年
……１年 １年 １年 １年 １年 １年 １年

無期転換申込権は発生しない

④有期労働契約の締結
　→特例適用＋労働条件明示

高度専門職
継続雇用の高齢者

都道府県労働局①計画の作成

②提出
③認定

事業主
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優
良
従
業
員
表
彰

　岡山北商工会優良従業員表彰式が５月20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８名の方々が表彰を受けられました。

お名前

真鍋　　朗

西尾　博之

釣木　和美

板野　晴美

松本　正人

河田　晴美

青木　雅子

岸　　秀子

事 業 所 名

㈱清山園

石川工業㈱

㈲高木薬局

観空産業㈱

㈲石原設備

㈲スコレー

㈲スコレー

大鳥産業㈱

地区名

一宮

一宮

一宮

津高

上道

御津

御津

建部

（敬称略）優良従業員表彰受賞者

全
国
商
工
会
珠
算
検
定
試
験
合
格
者

2　級　重面　愛海

３　級　秋山　公汰
６　  級　 真鍋　夏乃　　星島　悠乃

　　　　　田中　栄光　　三船帆乃夏

７　  級　 葛原　崇司

　　　　　河本　美遥

９　  級　 榎本　葵

第１7 6回
（順不同・敬称略）

第１7 7回
（順不同・敬称略）

１　級　佐藤　瑛
2　級　出口　義浩　　田邉　伶夏
3　級　髙橋　哲哉
４　  級　 林　裕奈

５　  級　 髙取　紀希　　原　ちろる

７　  級　 村上　遥香　　田中　栄光

　　　　　三船帆乃夏

８　  級　 河本　美遥

４月から勤務しています。よろしくお願いします。新職員紹介

津高支所
主任職員

山本 小紀子
Sakiko Yamamoto

　この度の人事異動
により、吉備中央町
商工会より転勤して
まいりました。

　微力ではありますが、初心にもどり努力
してまいる所存ですので、皆様の御指導、
御鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。

本部（御津地区担当）
経営指導員

湯浅 恵美
Emi Yuasa

　瀬戸内市商工会から
人事異動により転勤し
てまいりました湯浅恵
美です。本部にて御津

地区を担当いたします。
　まだまだ若輩者ですが、御津地区に早く慣
れて、地域の皆様のお役に立てることが出来
るように頑張りますのでよろしくお願いいた
します。

ご不明な点はマイナンバーのコールセンター
0570－20－0178 へ
※ナビダイヤルは通話料がかかります。
※平日９時30分～17時30分（土日祝日・年末年始を除く）
※一部P電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、050－3816－9405におかけください。

社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）
始まります
　社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・
公正な社会を実現することを目的として当制度が導入されます。
　平成27年10月以降、国民の皆さま一人ひとりに12桁のマイナンバー（個人
番号）が、通知されます。
　民間事業者でも制度開始に向けた準備が必要です。
　個人事業主であっても、従業員（パート・アルバイトを含む）を雇用していれ
ば、マイナンバーの取得・保管が必要になります。

使用期間

平成27年７月28日火～平成27年12月31日木
お問い合わせは
桃太郎のまち岡山プレミアム付き商品券コールセンター
TEL：086-801-3701（コールセンター営業時間10:00～17:00）
　　 （土・日・祝、12月30日～1月3日休み）
メールアドレス：p-okayama@west.jtb.jp

※上記の表示のある商店等で使用することができます。

岡山市
プレミアム付き
商品券

　一宮地区

　●すこやか保育園 元永　京子 保育園

　●秋月志穂税理士事務所 秋月　志穂 税理士

　●難波孝行  建設業

　●砂田園芸 砂田　修一 園芸店

　●㈱コーチプレシャス 河原　永吾 美容業

　●戸川千恵子  仲人業

　●山下技工 山下　　晶 建設業

　●植田工務店 植田　真司 建設業

　●㈱UNION 坂口　　寛 美容業

　●㈱ I&M CORPORATION 加川　茂樹 塗装業

　●Ｅ＆Ｄテクノデザイン㈱ 竹宮　宏和 サービス業

　●佐藤安映像研究所 佐藤　安弘 グラフィックデザイン業

　●ノマディックバイオサイエンス㈱ 佐藤　　聡 製造業

　津高地区  

　●佳牛味 金　　廷翰 焼肉店

　●㈱楽農家SUN 光森　敬祐 農産物生産販売業

　上道地区  

　●㈲リサイクルセンター平島 筒井　邦典 リサイクル業

　●上道化工 永井　丈晴 建設業

　●宇喜多 浮田　智徳 断熱工事

　●藤本内装 藤本　　明 内装工事

　御津地区  

　●五城米 浦上　和已 ブランド米生産販売

　●うまい物クラブ 花房　政弘 小売業

　●みつ椎茸　藤原農園 藤原　立志 きのこ生産販売

　●山田久美子  ぶどう生産販売

　●三ノ上信一  ぶどう生産販売

　建部地区  

　●こうもと法律事務所 河本　泰政 弁護士

　●仏具のふじい 藤井　成人 仏壇・仏具小売

　●ピッツェリア　マル屋 ジェノニ　マルコ 持ち帰りピザ専門店

　●服部商店 服部　　晶 酒類小売

新規加入
会員紹介

平成27年１月から６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？

『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

1.25％（平成27年４月１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

岡山北商工会資格取得助成金制度
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

１　助 成 対 象 者　本会の会員
２　資格取得対象者　会員である事業主（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

資格・免許の
取得を
応援します！



4

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

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：〒709-2105　岡山市北区御津伊田1074-3　TEL：086-724-0325

▼勤 務 地　岡山市北区御津伊田1074-3

▼給　　与　月 172,000円～（３カ月の研修期間有。原寸のできる方・経験者優遇いたします。）

▼資　　格　不要

▼待　　遇　建設国保・厚生年金・労災・雇用保険・交通費支給・家族手当有

▼勤務時間　８：00～17：00　　 ▼休　　日　日曜

▼採用担当者　野村 ※随時受付しています。まずはお電話下さい。

鉄骨を加工して建物を造りま
す。大物から小物まで何でも
やります。若い力と共に力を
発揮してみませんか。50歳ま
での元気な方是非お電話下
さい。お待ちしています。

㈱エム・エム工業

正 鉄骨建築の加工・原寸 ものづくりの好きな方是非 ！

住　所：〒709-0631　岡山市東区東平島321-2　ＴＥＬ：086-297-0070

介護するのではなくて、いっしょに暮らすこと。
小規模多機能施設増設に伴い新規職員募集

▼勤 務 地　岡山市東区東平島 小規模多機能 ケアホステル ナイスデイ

▼給　　与　時給 840円～　

▼資　　格　不問・未経験者優遇（資質は問います）

▼待　　遇　社保・労災・雇用保険、交通費支給

▼勤務時間　ワークライフバランスを大切に１日４時間、週２日からでも働くことができます。

▼休　　日　事業所シフトによる

▼採用担当者　管理者 西崎 ※随時面接を行っております。まずはお電話下さい。

子育て支援事業所です（くるみんマーク取得しました）。
子育ては今しかできないことです。だから最優先するべ
きだと思います。でも子供はだんだん大きくなります。子
供においていかれないように社会と関わりを持ちたいと
考える人、お待ちしています。資格取得支援制度有。

㈲ハートサプライ 小規模多機能 ケアホステル ナイスデイ

正 ア パ

住　所：〒709-0625　岡山市東区上道北方307-1　TEL：086-208-6333

▼勤 務 地　岡山市東区上道北方　　 ▼給　　与　月 190,000円～

▼資　　格　要普免

▼待　　遇　社保（試用期間終了後）、労災、雇用保険、交通費支給、退職金共済

▼勤務時間　月曜～金曜　８：00～17：00（実働８時間）　　土曜　8：00～15：00（実働６時間）

▼休　　日　日曜、第２・４土曜他当社カレンダーによる

▼採用担当者　代表取締役　木村健一 ※随時面接を行っております。まずはお電話下さい。

当社は特殊鋼の販売
を行っています。
意欲のある方の応募
をお待ちしています。

木村スチール㈱

正 鋼材の切断および入出庫管理 業務拡張のため正社員募集 ！

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

▼勤 務 地　当社

▼給　　与　月 37,000円～40,000円

▼資　　格　要普免（第１種）　  ▼待　　遇　傷害保険・皆勤手当

▼勤務時間　（火曜・金曜）と（水曜・土曜）の２コース　2：00～6：00

▼休　　日　勤務時間以外

▼採用担当者　古米（コマイ）

やる気のある方は２コースOK
50～60歳の方歓迎
配達は軽い運動にもなりま
す。

ミルクステーションツダカ㈲山陽乳販

ア 牛乳の宅配 朝早く起きて配達しませんかパ

住　所：〒701-1527　岡山市北区石妻890（空港そば）

①清掃スタッフ　②キャディ 未経験者ＯＫ！　提携託児所有（保育料半額）

▼勤 務 地　岡山市北区石妻890（空港そば）

▼給　　与　① 時給 850円　　② 日給 9,000円 （１ラウンド） 但し研修期間（10日程度）時給900円

▼資　　格　不問　　 ▼待　　遇　契約・正社員登用制度有、制服貸与

▼勤務時間　7：00～17：00の間（シフト制）　①４～５時間程度　②６～７時間程度

▼休　　日　①②平日　土・日・祝など応相談

▼採用担当者　①TEL 086-294-3884（担当：野瀬・平尾）
　　　　　　②TEL 086-294-3801（担当：三壁・新田）※まずはお気軽にお電話下さい

ア
オシゴト終わりに無料で
ゴルフもできますよ！

住　所：〒701-1211　岡山市北区一宮1230　ＴＥＬ：086-284-9559

美容師・スタイリスト・アシスタント 社保完備・業務拡大に向けスタッフ募集
▼勤 務 地　岡山市北区一宮1230

▼給　　与　スタイリスト 180,000円～300,000円＋歩合
　　　　　　アシスタント 160,000円～200,000円

▼資　　格　美容学校卒または在学中

▼待　　遇　社保、交通費支給、年末年始、お盆、ＧＷ休有

▼勤務時間　9：30～19：00 or 12：00～21：00

▼休　　日　毎週水曜、第２・４火曜（週休２日も可　要相談）

▼採用担当者　坂口 ※随時面接を行っております。まずはお電話下さい。

スタッフ同士とても仲が良く、働
きやすいのが当店の自慢です。
また、技術面のフォローアップ
にも力を入れており、お客様の
満足向上のため、日々取り組ん
でいます。ぜひ、一緒に楽しい
サロンを作っていきましょう。

ｈairｄesign caRsa INFINITY
ヘアー デザイン 　　　  カーサ 　　　 インフィニティ

正

夏休み「まちゼミ」Kids
開催期間：７月18 日 土 ～８月1日 土

第１回 得する街のゼミナール in 岡山市北

　「まちゼミ」とは、お店の店主やスタッフが講師となり、プロならではの専門的な知識や情
報、コツを無料で受講者 (消費者 )にお伝えする少人数制のゼミです。
　今回は、夏休み「まちゼミ」Kids として、幼稚園児・小学生と保護者の方々を対象に、地域の
お店での「職業体験」や「ものづくり体験」などが受講できます。

開催内容は、こちら→http://okayamakita.jp/machizemi/

体験 ものづくりに関す

る講座です。

（定員になりしだい
、しめきります）

（定員になりしだい
、しめきります）

7月 6日（月）より7月 6日（月）より7月 6日（月）より
（定員になりしだい

、しめきります）
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さい。
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吉備信用金庫 一宮支店岡山市北区楢津 7 5 4 番地 1

☎（086）284-2323 fax（086）284-5073【営業時間】9:00 ～ 15:00【定休日】土曜･日曜・祝日

お申込みFAX（086）284-5073

一宮

一宮

ゼミ
会場

ゼミ
開催日

担当･森野/受付時間9:00～17:00定員になり次第〆切ります。

ケーキハウス キシモト岡山市北区建部町吉田 797-1

☎（086）722-2113 fax（086）722-2113【営業時間】9:30 ～ 18:30【定休日】水曜･第 3日曜

お申込み☎ （086）722-2113

建部

ゼミ
会場

ゼミ
開催日

担当･岸本/受付時間10:00～18:00定員になり次第〆切ります。

にしざきファ～ム岡山市北区御津北野 1 4 4 6

☎（090)5691-4853【営業時間】9:00 ～ 16:00

お申込み☎ （090)5691-4853

御津

ゼミ
会場

ゼミ
開催日

担当･西﨑/ 受付時間 9:00 ～ 16:00 定員になり次第〆切ります。

（株）アサヒエンジニアリング 大豆まるごと工房岡山市北区御津高津 1423 - 2お申込み☎ （086)724-1770

御津

御津

御津

御津

ゼミ
会場

ゼミ
開催日

担当･合田 / 受付時間 9:00 ～ 17:00 定員になり次第〆切ります。

（有）くぼ観光農園岡山市北区御津紙工 2 6 8 8

☎（086）726-0511 fax（086）726-0577【営業時間】9:00 ～ 17:00

お申込み☎（086）276-0511

御津

ゼミ
会場

担当･藤原 / 受付時間 9:00 ～ 17:00 定員になり次第〆切ります。

金萬堂本舗 二宮畳店
岡山市北区辛川市場 6 4 2 - 1

☎（086）284-2883 fax（086）284-6129

お申込み☎ （086）284-2883

一宮

ゼミ
会場

担当･ 工藤 /受付時間9:00～17:00定員になり次第〆切ります。

岡山市北区横井上 1535-2

☎（086）294-2107 fax（086）294-2107【営業時間】8:00 ～ 19:00

お申込み☎ （086）294-2107

津高

津高

津高

津高

ゼミ
会場

ゼミ
開催日

担当･二宮/受付時間9:00～17:00定員になり次第〆切ります。

PCらいふ パソコンスクール　津高店岡山市北区横井上 83-3 イズミヤ津高店４Ｆ

☎（086）256-1188 fax（086）256-1188【営業時間】10:00 ～ 17:00（火･木･金は 20:00）【定休日】水曜･日曜

【営業時間】10:00 ～ 17:00（火･木･金は 20:00）【定休日】水曜･日曜

【定休日】日曜

【定休日】日曜

お申込み☎ （086）256-1188

ゼミ
会場

担当･丸山/受付時間10:00～17:00定員になり次第〆切ります。

建部ヨーグルト岡山市北区建部町建部上 609

☎（086）722-0806 fax（086）722-0806【営業時間】9:30 ～ 16:30【定休日】火曜
☎（086）724-1770 fax（086）724-1880【営業時間】9:00 ～ 18:00【定休日】日曜

お申込み☎ （086）722-0806

建部

建部

ゼミ
会場

ゼミ
開催日

担当･下野 / 受付時間 9:30 ～ 16:30 定員になり次第〆切ります。

ピッツェリア マル屋岡山市北区建部町品田 1328-98

☎（086）722-0273 fax（086）722-0273【営業時間】11:30 ～ 20:30 【定休日】水曜

お申込み☎ （086）722-0273

建部

ゼミ
会場

ゼミ
開催日

担当･ジェノニ /受付時間11:30～ 20:30定員になり次第〆切ります。

担当･大内 / 受付時間 10:00 ～ 16:00 定員になり次第〆切ります。

農園菓子工房ホトトギス岡山市北区御津平岡西 719

☎（086）724-1501 fax（050)3730-0191【営業時間】9:00 ～ 17:00

お申込み☎ （086）724-1501

ゼミ
会場

担当･吉原 / 受付時間 9:00 ～ 16:00 定員になり次第〆切ります。

ゼミ
開催日

お餅の中に香ばしいクルミを散りばめきな粉で包んだ「きび田楽」ができるまでを見学！出来たてのきび田楽を食べてみよう。

お餅の中に香ばしいクルミを散りばめきな粉で包んだ「きび田楽」ができるまでを見学！出来たてのきび田楽を食べてみよう。

上道

PCらいふ パソコンスクール　平島店岡山市東区東平島 163　ゆめタウン平島１Ｆ

☎（086）297-3939 fax（086）297-3939

お申込み☎ （086）297-3939

ゼミ
会場

担当･丸山 /受付時間 10:00 ～ 17:00 定員になり次第〆切ります。

ゼミ
開催日

ヘルスパークかくたに薬局 みつ店岡山市北区御津宇垣 1414-2

☎（086）724-2325 fax（086）724-4034【営業時間】9:00 ～ 18:00 【定休日】日曜

お申込み☎ （086）724-2325

ゼミ
会場

担当･五勝出 / 受付時間 9:00 ～ 18:00 定員になり次第〆切ります。

（有）鞠子建設岡山市北区西辛川 16-1

☎（086）284-0122 fax（086）284-8103【営業時間】8:00 ～ 18:00 【定休日】日曜

お申込み☎ （086）284-0122

ゼミ
会場

担当･鞠子（まりこ）/ 受付時間 10:00 ～ 17:00 定員になり次第〆切ります。

ゼミ
開催日

（株）生行建設岡山市北区田原 126

☎（086）294-3628 fax（086）294-3577【営業時間】8:00 ～ 19:00【定休日】日曜

お申込み☎ （086）294-3628

ゼミ
会場

担当･津島 / 受付時間９:00 ～ 17:00 定員になり次第〆切ります。

ゼミ
開催日

御津

スコレー D CAFE岡山市北区御津吉尾 115

☎（086）724-4390 fax（086）724-1748【営業時間】10:00 ～ 16:00【定休日】水曜

お申込み☎ （086）724-4390

ゼミ
会場

ゼミ
開催日

かくたに薬局岡山市北区建部町福渡 497

☎（086）722-2325 fax（086）722-2324【営業時間】8:00 ～ 19:00 【定休日】日曜

お申込み☎ （086）722-2325

ゼミ
会場

担当･角谷 / 受付時間 9:00 ～ 18:00 定員になり次第〆切ります。

7/20（月）7/27（月）7/20（月）7/27（月）
ゼミ
開催日

電器の でん助岡山市北区津高台4丁目2056-7

☎（086）253-7333 fax（086）255-6033【営業時間】10:00 ～ 20:00 【定休日】水曜

お申込み☎ （086）253-7333

ゼミ
会場

担当･花口 / 受付時間 10:00 ～ 20:00 定員になり次第〆切ります。

ゼミ
開催日

四代目 四季菜心 城 表町店

キッズ・マネー教室

ねんどみたいなチョコレートをさわってみよう

ぶどう作業体験とハーブの歯磨き粉をつくろう

まるごと大豆でおとうふ作り

きび田楽製造工場見学 たたみのふちで作るかわいい小物♥ 楽しく作ろう！夏休みうちわ作成講座！

生乳 De バター＆カルピス作り体験

イタリア人が教える手作りピザ！

小麦を使わないでつくるカンタンパンケーキ

楽しく作ろう！夏休みうちわ作成講座！ さわがにの観察をしよう！

熱中症予防ドリンクをつくろう！

木とふれあう木工教室！

親子で作る木工を楽しむ会

自由研究!岡山のぶどうがおいしい理由

熱中症予防ドリンクをつくろう！

ミニチュアだんごと食べるだんごを作ろう

いくつの色がかくれてる？

楽しく食べるあっさり野菜漬体験

岡山市北区表町 1 丁目 6-38

☎（086）222-6056 fax（086）231-8102【営業時間】10:00 ～ 18:00 【定休日】火曜

お申込み☎ （086）221-6100

表町

ゼミ
会場

ゼミ
開催日

担当･城（しろ）/受付時間 10:00 ～ 17:00 定員になり次第〆切ります。

成広薬局金川店岡山市北区御津金川 449-2

☎（086）724-0136 fax（086）724-4022【営業時間】8:00 ～ 19:00 【定休日】土曜･日曜

お申込み☎ （086）724-5150

ゼミ
会場

ゼミ
開催日

担当･成広/受付時間9:00～18:00定員になり次第〆切ります。

キッズマネー教室でお小遣いをマネジメントしましょう。ゲームを通じてお金の大切さを学びましょう。

（自由研究で使える）ぶどうの間引き体験して、ぶどうを観察しよう。ハーブの歯磨き粉をつくろう。

（自由研究で使える）ぶどうの間引き体験して、ぶどうを観察しよう。ハーブの歯磨き粉をつくろう。

農園内を歩いて、カエル、さわがにをさがしたり、ぶどうが実っている様子を観察したりしましょう。

パソコンを使って自分だけのオリジナルのうちわをつくってみよう。

マルゲリータかハムピザ！そしておいしい飲み物と一緒にイタリアの質と味を楽しみましょう。参加お待ちしております。

米粉とたまごを使ってつくります。小麦アレルギーでも食べられるグルテンフリーのパンケーキ！

パソコンを使って自分だけのオリジナルのうちわをつくってみよう。

脱水を防ぐドリンクを手作りしてみよう！かんたんに作れて、自分でアレンジも出来るよ。

簡単なイスを作っていただき、木の良さ、作る楽しさ、道具の使い方など体験して頂く講座です。

端材を利用し、大工さんと一緒にイスなど好きな物を作ってもらうことができます。加工はこちらで行いますので初心者の方でも気軽に参加下さい。

脱水を防ぐドリンクを手作りしてみよう！かんたんに作れて、自分でアレンジも出来るよ。

お家でかんたんにできる、おつけものをいっしょに作ってみませんか？やさいが好きになる手軽なお漬け物体験。

水性サインペンの一色にかくれている色を紙と水を使って分けてみます。ペーパークロマトグラフィーのしくみを学びます。自由研究におすすめです！

ゼミ
開催日

ゼミ
開催日

ゼミ
開催日

たたみの「ふち」を使ったカラフルなマグネットや、いぐさのコースターをつくってみよう！

たたみの「ふち」を使ったカラフルなマグネットや、いぐさのコースターをつくってみよう！

各 10:00 ～ 11:30
各 10:30 ～ 11:30

各 10:00 ～ 12:00

各 11:00 ～ 12:30

各 14:00 ～ 15:30

各 11:00 ～ 12:00

各 14:00 ～ 15:00
各 15:00 ～ 16:00

各 10:00 ～ 11:30

15:00 ～ 17:00

14:00 ～ 16:00

10:00 ～ 11:00

14:00 ～ 15:00

15:00 ～ 16:00

①10:00 ～ 10:50 ②11:00 ～ 11:50

10:00 ～ 11:30

10:00 ～ 15:00

14:00 ～ 15:00

14:00 ～ 15:00

※氏名、住所、TEL、希望日をご記入の上直接 FAXでお申し込み下さい。

キッズマネー教室でお小遣いをマネジメントしましょう。ゲームを通じてお金の大切さを学びましょう。

やわらかいチョコレートを使って色々なものを作ってみよう！ねんどあそびとにているよ！

やわらかいチョコレートを使って色々なものを作ってみよう！ねんどあそびとにているよ！

農園内を歩いて、カエル、さわがにをさがしたり、ぶどうが実っている様子を観察したりしましょう。

パソコンを使って自分だけのオリジナルのうちわをつくってみよう。

しぼりたての牛乳を使ってバターとカルピスを作り、食べて、飲んでみよう！

しぼりたての牛乳を使ってバターとカルピスを作り、食べて、飲んでみよう！

マルゲリータかハムピザ！そしておいしい飲み物と一緒にイタリアの質と味を楽しみましょう。参加お待ちしております。

米粉とたまごを使ってつくります。小麦アレルギーでも食べられるグルテンフリーのパンケーキ！
「こんな風にぶどうはできるんだ。」じっさいに見て聞いて体験しましょう。

「こんな風にぶどうはできるんだ。」じっさいに見て聞いて体験しましょう。

パソコンを使って自分だけのオリジナルのうちわをつくってみよう。

脱水を防ぐドリンクを手作りしてみよう！かんたんに作れて、自分でアレンジも出来るよ。

簡単なイスを作っていただき、木の良さ、作る楽しさ、道具の使い方など体験して頂く講座です。

端材を利用し、大工さんと一緒にイスなど好きな物を作ってもらうことができます。加工はこちらで行いますので初心者の方でも気軽に参加下さい。

ねんどで作るだんごのマグネット＆電子レンジで作るかんたんおだんご♪親子で楽しんでくださいね！

ねんどで作るだんごのマグネット＆電子レンジで作るかんたんおだんご♪親子で楽しんでくださいね！

脱水を防ぐドリンクを手作りしてみよう！かんたんに作れて、自分でアレンジも出来るよ。

お家でかんたんにできる、おつけものをいっしょに作ってみませんか？やさいが好きになる手軽なお漬け物体験。

水性サインペンの一色にかくれている色を紙と水を使って分けてみます。ペーパークロマトグラフィーのしくみを学びます。自由研究におすすめです！

岡山県産大豆を細かく粉にして豆乳やおとうふを作ります。まるごと使うのでえいようも豊富

岡山県産大豆を細かく粉にして豆乳やおとうふを作ります。まるごと使うのでえいようも豊富

ゼミ
開催日
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■対　象 /小学生
■定　員 / 親子等各3組
■講　師 /合田敏雄
■材料費 /無料
■持ち物 /筆記用具

■対　象 / 小学生の親子
■定　員 / 親子等 5組
■講　師 / 鞠子浩道
■材料費 / なし
■持ち物 / なし

■対　象 / 小学生
■定　員 / 親子等 4組
■講　師 / 大内巌
■材料費 / 無料
■持ち物 / ノート･鉛筆　水筒・あればカメラ

■対　象 /小学生
■定　員 / 親子等5組
■講　師 /五勝出加奈
■材料費 /なし
■持ち物 /水筒（口の
　　　　　　広いもの）

■対　象 / 小学生
■定　員 / 親子等各 3組
■講　師 / 西﨑眞智子
■材料費 / 無料
■持ち物 / 運動靴

■対　象 /小学生
■定　員 / 親子等5組
■講　師 /五勝出加奈
■材料費 /なし
■持ち物 /水筒（口の
　　　　　　広いもの）

■対　象 / 小学生             高学年向け■定　員 / 親子等　　　　　各 20 組■講　師 / 守屋託子　　　　　山西良明■材料費 / 無料■持ち物 / 筆記用具

■対　象 / 小学校　　　低学年～ 高学年■定　員 / 親子等各 4組■講　師 / 岸本洋康■材料費 /500 円（細工用チョコレート）■持ち物 /エプロン･タオル

■対　象 / 幼稚園　　　　小学生低学年■定　員 / 親子等各 5組■講　師 / 黒住明宏■材料費 / 無料■持ち物 / 帽子＆上履き　　　　（スリッパ可）

■対　象 / 小学生             高学年向け■定　員 / 親子等 3 組■講　師 / 伊丹せつ子■材料費 /1,050 円（うちわ作成講座キット）■持ち物 / なし

■対　象 / 幼稚園、小学生低学年～高学年■定　員 / 親子等各 3組■講　師 / 下野雅祥■材料費 /500 円( 生乳･バター作り教材　　　　カルピス教材）■持ち物 / なし

■対　象 / 小学生■定　員 / 親子等各 3組■講　師 / 吉原修蔵■材料費 /500 円( 米粉･たまご･他材料　　               資料）■持ち物 / エプロン

■対　象 / 小学生             高学年向け■定　員 / 親子等 3組■講　師 / 山本真未■材料費 /1,050 円（うちわ作成講座キット）■持ち物 / なし

■対　象 / 親子で参加　年齢は問いません。■定　員 / 親子 5組■講　師 / 津島護･津島秀幸■材料費 / お１人 500円　　　　（昼食とシフォンケーキ）■持ち物 / なし

■対　象 / 小学生低学年■定　員 / 親子等 2組■講　師 / 花口芳高
■材料費 /300 円
■持ち物 / エプロン･                      ハンカチ

■対　象 / 小学生高学年■定　員 / 親子等各 5組■講　師 / 城武利
■材料費 /500 円
　　　　　（野菜調味料）■持ち物 / なし

■対　象 / 小学生■定　員 / 親子等各5組■講　師 / 成広和朗■材料費 /100 円　　(ろ紙･エタノール等）■持ち物 / 水性ペン　　（実験に使いたい物）

■対　象 / 小学生高学年■定　員 / 親子等各 3組■講　師 / ジェノニマルコ■材料費 /600 円
■持ち物 / エプロン

■対　象 / 幼稚園            　 小学生■定　員 / 親子等 3組■講　師 / 藤原貴史■材料費 / 無料
■持ち物 / 長靴
　　　　タオル・水筒

■対　象 / 小学生             　全学年■定　員 / 親子等各3組■講　師 / 二宮行宏　　　　　二宮多満恵■材料費 / 無料
■持ち物 / なし

■対　象 /小学生
■定　員 / 親子等各3組
■講　師 /合田敏雄
■材料費 /無料
■持ち物 /筆記用具

■対　象 / 小学生の親子
■定　員 / 親子等 5組
■講　師 / 鞠子浩道
■材料費 / なし
■持ち物 / なし

■対　象 / 小学生
■定　員 / 親子等 4組
■講　師 / 大内巌
■材料費 / 無料
■持ち物 / ノート･鉛筆　水筒・あればカメラ

■対　象 /小学生
■定　員 / 親子等5組
■講　師 /五勝出加奈
■材料費 /なし
■持ち物 /水筒（口の
　　　　　　広いもの）

■対　象 / 小学生
■定　員 / 親子等各 3組
■講　師 / 西﨑眞智子
■材料費 / 無料
■持ち物 / 運動靴

■対　象 /小学生
■定　員 / 親子等5組
■講　師 /五勝出加奈
■材料費 /なし
■持ち物 /水筒（口の
　　　　　　広いもの）

■対　象 / 小学生             高学年向け■定　員 / 親子等　　　　　各 20 組■講　師 / 守屋託子　　　　　山西良明■材料費 / 無料■持ち物 / 筆記用具

■対　象 / 小学校　　　低学年～ 高学年■定　員 / 親子等各 4組■講　師 / 岸本洋康■材料費 /500 円（細工用チョコレート）■持ち物 /エプロン･タオル

■対　象 / 幼稚園　　　　小学生低学年■定　員 / 親子等各 5組■講　師 / 黒住明宏■材料費 / 無料■持ち物 / 帽子＆上履き　　　　（スリッパ可）

■対　象 / 小学生             高学年向け■定　員 / 親子等 3 組■講　師 / 伊丹せつ子■材料費 /1,050 円（うちわ作成講座キット）■持ち物 / なし

■対　象 / 幼稚園、小学生低学年～高学年■定　員 / 親子等各 3組■講　師 / 下野雅祥■材料費 /500 円( 生乳･バター作り教材　　　　カルピス教材）■持ち物 / なし

■対　象 / 小学生■定　員 / 親子等各 3組■講　師 / 吉原修蔵■材料費 /500 円( 米粉･たまご･他材料　　               資料）■持ち物 / エプロン

■対　象 / 小学生             高学年向け■定　員 / 親子等 3組■講　師 / 山本真未■材料費 /1,050 円（うちわ作成講座キット）■持ち物 / なし

■対　象 / 親子で参加　年齢は問いません。■定　員 / 親子 5組■講　師 / 津島護･津島秀幸■材料費 / お１人 500円　　　　（昼食とシフォンケーキ）■持ち物 / なし

■対　象 / 小学生低学年■定　員 / 親子等 2組■講　師 / 花口芳高
■材料費 /300 円
■持ち物 / エプロン･                      ハンカチ

■対　象 / 小学生高学年■定　員 / 親子等各 5組■講　師 / 城武利
■材料費 /500 円
　　　　　（野菜調味料）■持ち物 / なし

■対　象 / 小学生■定　員 / 親子等各5組■講　師 / 成広和朗■材料費 /100 円　　(ろ紙･エタノール等）■持ち物 / 水性ペン　　（実験に使いたい物）

■対　象 / 小学生高学年■定　員 / 親子等各 3組■講　師 / ジェノニマルコ■材料費 /600 円
■持ち物 / エプロン

■対　象 / 幼稚園            　 小学生■定　員 / 親子等 3組■講　師 / 藤原貴史■材料費 / 無料
■持ち物 / 長靴
　　　　タオル・水筒

■対　象 / 小学生             　全学年■定　員 / 親子等各3組■講　師 / 二宮行宏　　　　　二宮多満恵■材料費 / 無料
■持ち物 / なし
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各 10:00 ～ 11:30

7/23（木）7/24（金）

7/22（水）7/29（水）
7/21（火）7/24（金）7/28（火）

7/18（土）7/25（土）8/1（土）

7/25（土）7/28（火）

7/20（月）7/28（火）

7/28（火）

7/22（水）7/29（水）

7/23（木）7/30（木）

7/18（土）

8/1（土）
7/18（土）

7/18（土）

7/18（土）

7/20（月）

7/22（水）7/29（水）

7/20（月）

7/23（木）7/24（金）

7/22（水）7/29（水）
7/21（火）7/24（金）7/28（火）

7/25（土）7/28（火）

7/20（月）7/28（火）

7/28（火）

7/22（水）7/29（水）

7/23（木）7/30（木）

7/18（土）

8/1（土）
7/18（土）

7/18（土）

7/25（土）7/25（土）

7/18（土）

7/20（月）

7/22（水）7/29（水）

7/20（月）

7/18（土）7/25（土）8/1（土）

7/26（日）7/26（日）

岡山北商工会

主　　催　　岡山北商工会　　後　　援　　岡山県、岡山市、岡山市教育委員会

住　所：〒709-2112　岡山市北区御津国ヶ原110-1　TEL：086-724-1141

▼勤 務 地　岡山ラーメン 玉松（〒709-2116　岡山市北区御津中山237　 　  ＴＥＬ：086-724-0801）
　　　　　  うどん 一休さん　 （〒709-2117　岡山市北区御津野々口194-1　ＴＥＬ：086-724-2193）

▼給　　与　一般 800円～　高校生 770円～（研修期間中は－50円）　

▼資　　格　不問　　 ▼待　　遇　交通費補助、制服貸与、食事付

▼勤務時間　玉松　9：00～21：00までの間（うち３・４時間～応相談）
　　　　　  一休　9：30～17：00までの間（うち３・４時間～応相談）

▼休　　日　週１・２日でもＯＫ

▼採用担当者　玉松　相田（ソウダ）　　一休　前田（マエダ）※随時面接を行っております。まずはお電話下さい。

主婦・高校生が大活躍中！
短時間、少ない日数でも
ご相談下さい。正社員も
募集しておりますので、お
問い合わせ下さい。未経
験者の方も、接客大好き
な方も、応募お待ちしてお
ります！

㈲オールドボーイ

ア パ ラーメン店、うどん店での接客・調理・清掃 夏休み、土・日・祝働ける方大歓迎！

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？

▼勤 務 地　岡山カントリークラブ

▼給　　与　１ラウンド 　  日給 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

職種の分類 ア アルバイト パ パート 内 内職正 正社員

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：〒700-0862　岡山市北区津島笹が瀬4-28　TEL：086-214-5600

▼勤 務 地　岡山県全域　　 ▼給　　与　月 175,000円～

▼資　　格　要普免

▼待　　遇　社保・労災・雇用保険・制服貸与・交通費支給・寮完備

▼勤務時間　８：00～17：00（実働８時間）　　 ▼休　　日　指定休日

▼採用担当者　二宮 ※随時面接を行っております。まずはお電話下さい。

当社は、雇用の安定と働きや
すい職場づくりをモットーに、
社会のニーズに柔軟に対応
し安全・安心を保障する為に
頑張っています。

暁セフティ㈱
あかつき

正 ①施設警備、②交通警備、③貴重品運搬警備
お客さまの増大につき、新規社員募集
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