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謹んで新年のお慶びを申し上げます。
昨年は、岡山北商工会設立 10周年を迎え、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。

　明けましておめでとうございます。皆様方には輝かしい新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　さて岡山北商工会は、昨年設立 10年の節目の年を迎えることができました。
　ここに改めて、会員の皆様はもとより地域の皆様方のご理解ご協力に感謝と敬意を表する次第であります。
　岡山北商工会は、地域に密着した唯一の総合経済団体として、時代のニーズに対応しながら、商工業の経営改善と
地域社会の振興発展に寄与すべく尽力してまいりました。しかしながら依然として、地域の中小企業、とりわけ小規
模事業者を取り巻く環境は厳しく、景気回復を実感できない状況が続いており、商工会の果たすべき役割、使命は更
に重要性を増していくと思われます。
　このような中、岡山北商工会では 10 周年を一つの契機に、『“ 繋がり ” を大切に！』をキーワードとして、役職員
が一丸となり、組織の強化・連携と支援体制の整備を一層推進し、商工業者の「成長発展」と「事業の持続的発展」
に対して今後とも “成果の見える経営支援 ”に全力を尽くしてまいります。
　そしてまた、地域で頼りにされる商工会づくりを推進し、地方経済の再生ならびに地方創生にも主体的役割を果た
していく所存であります。
　最後になりますが、新しい年 2016 年が商工会員の皆様はもとより、地域の方々にとって輝かしく、健康で幸多き
一年となりますよう心から祈念し、新年のご挨拶といたします。

“繋がり”を大切に！
新年のご挨拶

－地域で頼りにされる商工会づくりをめざして－
会長 吉次　立身
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昔から獅子に頭を噛んでもらうと、子どもの成長、学力向上、無病息災のご利益があるとされています。
　　　　　　　　　　　 　絵：建部地区の三宅さん

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

 社会保険労務士　秋山美穂

中小企業の存続と発展のた
め、経営者のパートナーとし
て日頃から起きる人事や労務
問題に対応し、会社のルール
作りや人事制度の導入を通じ
てイキイキ職場作りのための
支援をしています。

 秋山美穂社会保険労務士事務所
■住所 〒700-0975
 岡山市北区今６丁目9-25　Ａ101
■TEL 086-805-0401
■FAX 086-805-0402
■ＨＰ http://www.sr-miho.jp

あきやま み   ほどうすればいいの？ マイナンバー！
　マイナンバーの通知カード、お手元に届きましたか。
　この制度が導入され、国や地方自治体のサービス向上が期
待される一方で、プライバシー侵害のリスクが心配されていま
す。
　そのため、マイナンバーは、法律や条例で定められた目的以
外では利用禁止とされており、マイナンバー法施行と同時に適
用されるのは社会保障、税金、災害対策の３つの用途に限定さ
れ、正当な目的以外でのマイナンバーの利用は、たとえ本人が
同意していたとしても禁止されています。また従来の個人情報
保護法よりも重い罰則（４年以下の懲役など）が規定されていま
す。
　企業の経営者や担当者の方からは「いったいどうすればよい
のか」というお悩みが多く寄せられています。企業側からすると
従業員のマイナンバーを聞き、管理するという業務が追加され
ますが、マイナンバーの管理には以下４つの安全対策を行うこ
ととなっています。
①組織的安全管理（組織体制の整備）

シティホテル厚生町２階会議室（岡山市北区厚生町３丁目1-20）
参加費：8,000円（マイナンバー管理キット付き）

『マイナンバー管理キット』を用いた実習で、紙ベースの管理方法をわかりやすく
説明します。
お問い合わせは、秋山美穂社会保険労務士事務所（☎086-805-0401）まで

2016年１月26日（火）
 13：30～15：30（受付13：00～）

講　師：税理士　大澤　和弘　　社会保険労務士　秋山　美穂

マイナンバー
実務勉強会

②物理的安全管理（マイナンバーを扱う場所やパソコン機器の
管理など）
③人的安全管理（マイナンバーの事務を行う者への教育など）
④技術的安全管理（外部からの不正アクセス防止などの管理）
　まずは、専用のソフトやシステムを使うかどうかで悩まれてい
る企業様も多いようです。
　システムを利用するか、紙で管理するかいずれにしても、従業
員からはマイナンバーを聞くと同時に、その番号が確かに本人
のものであるかを確認する作業から始まります。
　しっかり安全対策を行って、「うっかり」情報漏洩などが起こら
ないように注意しましょう。

住　所：〒701-1211　岡山市北区一宮1228-２Ｆ　ＴＥＬ：0120-914-912

セールスアドバイザー スキルは不要◎成長できる好環境でがんばれる！

▼勤 務 地　当社岡山営業所

▼給　　与　月 200,000円～450,000円（インセンティブ有）

▼資　　格　要普免

▼待　　遇　各種保険有、車・バイク通勤可、土曜・日曜面接可

▼勤務時間　11：00～20：00　　 ▼休　　日　シフト制（自由に選択可能）

▼採用担当者　草野 ※まずはお電話下さい！

ＫＤＤＩ㈱の主力商品である
光インターネット「auひかり」
を岡山県唯一の一次代理店
として販売しています。
未経験の方でも、しっかりとし
た研修もあるので安心です！
朝もゆっくり出勤できるので
ゆとりができます。

㈱アヴェニュー

正

住　所：〒709-2112　岡山市北区御津野々口 1446-1　ＴＥＬ：086-724-3322

ホール、キッチンの業務 新店舗オープンにつき、スタッフ大募集!

▼勤 務 地　野々口店、野田店

▼給　　与　正社員 月 90,000円～500,000円（研修期間有）
　　　　　　一　般 時 800円～1,200円　　18歳未満 時 750円～1,200円

▼資　　格　特に無　　 ▼待　　遇　労災、賄い補助、制服貸与

▼勤務時間　8：00～25：00の間で１時間～（週１日～）店舗により時間変動有

▼休　　日　週１から　　 ▼採用担当者　江田 ※随時面接を行っております。まずはお電話下さい。

３月１日オープン
野田店も同時募集中 !

よくろぼ　ふくみ家

正 ア パ

住　所：〒709-3112　岡山市北区建部町川口553番地　ＴＥＬ：086-722-0211

アフラック募集代理店業務、接客
未経験者歓迎!! 一緒にがんばりましょう。

▼勤 務 地　岡山市北区建部町川口553番地

▼給　　与　月 150,000円～ ＋ 歩合

▼資　　格　要普免　　 ▼待　　遇　雇用、労災、交通費支給

▼勤務時間　10：00～19：00（実働８時間）　　 ▼休　　日　土曜・日曜・祝日

▼採用担当者　満倉　誠 ※随時面接を行っております。まずはお電話下さい。

設立７年目の若い事務所で
す。地域密着、地元の方に
喜ばれる存在でありたいと願
います。保険を通じて今後の
人生計画をご提案していき
ましょう。

満倉ＦＰ事務所

正

住　所：〒709-3133　岡山市北区建部町西原947-8　ＴＥＬ：086-722-9365

葬祭スタッフ 未経験者大歓迎!!

▼勤 務 地　当社建部事業所（建部町西原947-8）

▼給　　与　月 150,000円 ＋ 諸手当有（研修期間有）

▼資　　格　要普免

▼待　　遇　社保・労災・雇用保険完備、賄い制度有

▼勤務時間　9：00～18：00（実働８時間）　　 ▼休　　日　月７日シフト制度（他相談可）

▼採用担当者　江田　※随時面接を行っております。まずはお電話下さい。

お客様に感謝をいただくやり
がいのあるお仕事です。会社
と共に成長してくれる元気な
方をお待ちしております。
未経験の方でも研修で指導
いたします。

㈱シオン たけべシオンホール

正

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

屋根工事全般（瓦葺き・板金取付・桶工事・簡易大工工事）
実力をつけて一人前の職人になろう

▼勤 務 地　岡山県内全域（主に県南）

▼給　　与　月 160,000円（20日出勤の折）～

▼資　　格　要普免　　 ▼待　　遇　厚生年金、建設国保、雇用保険

▼勤務時間　7：30～17：00（休憩 90分含む）

▼休　　日　日曜・隔週土曜・雨天（要相談）

▼採用担当者　廣安　治　※2017年３月末まで

屋根工事は、施工した結果を見て「達成感」を味わい、
重要な役割を担う「存在感」を感じることができます。
真面目で体育会系の方、募集中！

㈲廣安瓦建材

正 契

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

コピー機他搬入・引越業務等 業務拡大につき、新規正社員募集

▼勤 務 地　岡山市北区津高営業所

▼給　　与　月 180,000円～

▼資　　格　要普免・中免・大免所持者

▼待　　遇　社保、労災、雇用保険完備、制服貸与

▼勤務時間　8：30～17：30　　 ▼休　　日　日曜他当社カレンダーによる

▼採用担当者　テイオカ　※随時面接を行っております。まずはお電話下さい。

当社は運送会社です。明るく元気な会
社で毎日色々な所に行って作業をして
います。
安全第一で社員一同日々頑張っていま
す。体力に自信のある方待っています。

㈲アスカエクスプレス

正

住　所：〒709-0626　岡山市東区中尾189-1　ＴＥＬ：086-239-1517・090-4651-9125

鉄骨・金属加工・現場施工

▼勤 務 地　岡山市東区中尾189-1　　 ▼給　　与　日 7,000円～

▼資　　格　半自動溶接・アーク溶接・ガス溶接・玉掛・移動式クレーン・
　　　　　　天井クレーン・高所作業車資格取得者優遇、中免所持者歓迎

▼待　　遇　社保、労災、雇用保険完備、交通費支給、制服貸与

▼勤務時間　8：00～17：00（実働７時間）　　 ▼休　　日　日曜、他当社カレンダーによる

▼採用担当者　三宅　※随時面接を行っています。電話連絡の上、お越し下さい。

作業上で必要な各種資格取
得支援制度有。
やる気のある方をお待ちしてい
ます。
経験者歓迎（溶接・鉄骨組立）

㈲一徳鋼業

正

①住　所：〒709-2117　岡山市北区御津野々口 194-1　ＴＥＬ：086-724-2193
②住　所：〒709-2116　岡山市北区御津中山237　　　ＴＥＬ：086-724-0801

飲食店での接客・調理・仕込み・清掃・洗い場

▼勤 務 地　①うどん 一休さん／②岡山ラーメン 玉松

▼給　　与　高校生 時 800円～　　一般 時 900円～(土日祝100円UP）
　　　　　  ※研修期間は－50円

▼資　　格　不問

▼待　　遇　食事付、交通費補助、制服貸与、マイカー通勤可、土日祝 時給UP有

▼勤務時間　①9：30～17：00　　②9：00～21：00　※１日３時間程度から応相談

▼休　　日　希望の曜日、日数　応相談

▼採用担当者　①前田／②相田（ソウダ）　※電話連絡の後、履歴書持参で面接にお越し下さい。

高校生から子育て終了
後の主婦まで、幅広い
年齢層で頑張っていま
す！短時間でもＯＫです
ので、空いている時間
で楽しくお仕事しません
か？ご希望の仕事内容
もご相談下さい。

①うどん 一休さん・②岡山ラーメン 玉松

正 ア パ
土日祝日、お仕事出来る方大歓迎!!

住　所：〒701-1527　岡山市北区石妻890　ＴＥＬ：086-294-3801

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　日給 9,000円～10,000円 （１ラウンド） 但し、研修期間（15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）　６～７時間程度

▼休　　日　平日　土・日・祝など応相談

▼採用担当者　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：〒709-3113　岡山市北区建部町下神目985-１　ＴＥＬ：086-722-0505

▼勤 務 地　岡山市北区建部町下神目985-１

▼給　　与　時給 740円～800円

▼資　　格　要普免

▼待　　遇　労災、交通費支給

▼勤務時間　8：00～17：00（内、３～４時間相談可）

▼休　　日　日曜、他当社カレンダーによる（相談可）

▼採用担当者　大鳥 ※随時面接を行っております。まずはお電話下さい。
視力の良い方、歓迎します。
更に確認・注意力のある方であれば時給は能力に応じます。

パソコンが出来る方を募集しています。正社員へ変更可能です（場合
により社保他待遇）。能力により時給変更あります。ご相談下さい。

大鳥産業㈱

正 ゴム製品の検査パ

▼勤 務 地　岡山市北区建部町下神目985-１

▼給　　与　時給 740円～800円

▼資　　格　要普免

▼待　　遇　労災、交通費支給

▼勤務時間　8：00～17：00（内、午前中３～４時間相談可）

▼休　　日　日曜、他当社カレンダーによる

▼採用担当者　大鳥 ※随時面接を行っております。まずはお電話下さい。

正 事務員パ
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　岡山北商工会青年部では、毎年これからの
経営者に必要な能力や知識を身に付けるセミ
ナーを開講しています。
　平成27年度は、会社やお店のお金と儲け
の構造を理解し、経営状況を把握して、財務
体質改善の方向性を見極め、新事業展開に必
要なシミュレーション能力を養う講座を10
月21日と28日の２回シリーズで開講しまし
た。
　第１回目は、会社の数字の見方、数値目標の立て方を小川大助税理士の解説で学
びました。
　第２回目は、小川税理士の説明に基づき、㈱ハジメクリエイトの内海太郎氏の指
導のもと、パソコンの表計算ソフト「エクセル」を使って、自社の決算書を入力
し、経営分析や、シミュレーションをしました。
　参加者からは、「決算書の数字がわかりやすくなった」「視覚で経営状態を把握でき
て勉強になった」という声をいただきました。
　これからも青年部に入ってよかったと思ってもらえるような、若手経営者とし
て、事業に即使える実践的なセミナーをしたいと思います。

　東日本大震災をはじめ各地で発生した災
害の復興支援活動で、改めて青年部や地域
における「絆」について確認し、感謝する
とともに、さらに強化していくために、毎
年、６月10日の「商工会の日」に、全国
1,700の商工会青年部で「絆」感謝運動を
実施しています。
　岡山北商工会青年部では、６月10日（水）午後４時より、国道53号線下り辛香
トンネル前P.Aと、国道53号線上り栢谷P.Aの清掃（地内の空き缶やゴミの清掃、
雑草の刈り取り等）をしました。青年部員が各々、草刈り機など掃除道具を持ち寄
り、チームワークであっという間にきれいになり、すがすがしい笑顔で記念撮影し
ました。当日の活動は、oniビジョンや山陽新聞でも紹介されました。

　第１回目は、会社の数字の見方、数値目標の立て方を小川大助税理士の解説で学

エクセルを活用した『財務センスアップ講座』

「絆」感謝運動
きずな

「絆」感謝運動
きずな

青年部

　女性部では、地域イベントの開催やボランティア活動のほかにもセミナーなどの
勉強会も積極的に開催しています。
　本年度は、「POP・広告づく
りセミナー」と、管理栄養士
を講師に「薬膳に学ぶ」と題
した栄養と健康関する研修会
を行いました。
　POP広告のセミナーでは４
～５人のグループを編成、各
グループで実際にPOP広告を
作る作業を体験、売れる広告
づくりで押さえたい３つのポ
イントを勉強しました。
　また、薬膳のセミナーでは
最初に薬膳の基本となる
「陰」と「陽」の考え方につ
いて学んだのち、参加者個人
が自身の健康と性格診断を
行って自分の性格、体質等を
把握するとともに自分の体質
にあったスパイスのお茶を試飲しました。
　女性部ではこうしたセミナーを通じて自分自身のレベルアップを図る取組みなど
を積極的に行っています。

薬膳に学ぶ ＆ POP・広告づくり　セミナー
女性部

にあったスパイスのお茶を試飲しました。

　平成18年４月、旧来の５つの商工会（一宮・津高・上道・御津
町・建部町）の広域合併により、新しく岡山北商工会が設立さ
れ、本年は10年の節目の年を迎えることができました。
　岡山北商工会は、組織と経営支援体制を一層強化し、小規模事
業者の「事業の持続的発展」の支援に全力を尽くすとともに、商
工会地域全体の活性化に資する事業に取組んでまいります。
　今後とも商工会を積極的にご活用いただきますようお願いいた
します。

　平成18年度～22年度
◆平成18年４月１日　岡山北商
工会　誕生

◆中長期ビジョン「岡山北商工
会総合アクションプラン」策
定（H19年度）
◆女性創業塾（H19年度）、
　経営強化塾（H20年度）、営業力強化塾
（Ｈ21年度）開催
◆雇用安定助成金説明会実施（H20年度）
◆「県内中小企業３万社緊急巡回指導」
実施（H21年度）

◆資格取得助成金制度（H21年度～）
◆e-Tax推進　岡山西税務署より感謝状を贈呈される（H21年度）
◆「地域資源活用∞全国展開プロ
ジェクト」（H22年度～24年度）
　特産品開発と販路拡大の支援に
取り組む
◆資格取得講座（訪問介護員養成
講座２級課程）実施（H22年度）

◆集団健康診断、定期メール便（H22年度～）
◆会員親睦ゴルフ大会（H22年度～）

　平成23年度～27年度
◆会員ニーズ調査実施（H23、24年度）
◆「経営革新計画」策定支援推進
◆東日本大震災　復興支援活動
　（H23年度）
◆金融円滑化推進委員会設置
　（H23年度）
◆会員親睦ボウリング大会・親睦研修バ
ス旅行実施（H23年度～）
◆一宮支所会館新築移転
　（H24年３月）
◆販路開拓のためのインターネット活
用推進

◆観光パンフレット等作成配布
　（H24年度）
◆「今後の商工会のあり
方」検討

◆岡山市による「マル経
融資利子補給制度」開
始（H25年度～）

◆消費税転嫁対策窓口相
談事業実施（H25年度～）
◆無料弁護士個別相談会開催（H25年度～）
◆「得する街のゼミナール　まちゼミ」実施（H26年度～）
◆一宮支所会館へ商工会事業PR横幕設置（H26年度～）
◆各種補助金活用事業推進、計画策定支援
◆「まちゼミKIDS」実施（Ｈ27年度～）
◆岡山北商工会設立10周年記念式典実施（H27年10月）
◆商工会法施行55周年記念岡山県商工会大会にて会員増強・共済
推進に関して特別表彰受賞（H27年10月）

一 宮
津 高
上 道
御 津
建 部

桃太郎伝説と特産物をエンジョイ!

岡山北ドライブ
ぶどう＆桃2大スター徹底紹介!!

岡山のおいしいフルーツ
岡山北産おみやげセレクション
グルメ＆宿泊情報も充実!

桃太郎伝説桃太郎伝説桃太郎伝説 特産物特産物特産物特産物 エンジョイ!エンジョイ!エンジョイ!
co n t e n t sc o n t e n t s

岡山市北部にある桃太郎とフルーツの町

特別編集

　平成18年４月、旧来の５つの商工会（一宮・津高・上道・御津
町・建部町）の広域合併により、新しく岡山北商工会が設立さ

岡山北商工会設立10周年

10 年 の あ ゆ み
山陽新聞社提供

「まちゼミ」結果報告会（12 ／４）

商店が皆で取り組む“お店と街のファンづくり”

　期　間：７月18日(土)～８月１日（土）
　参加数：18社（20講座、33回）
　内　容：夏休みに親子等を対象に、「職業体験」や「ものづくり

体験」などを中心として実施しました。地区内の全小
学校へチラシの配布を行いました。

◆第２回　得する街のゼミナール 「まちゼミ」岡山市北
　期　間：９月20日(日)～10月25日（日）
　参加数：28社（36講座、58回）
　内　容：「企業コラボ」や「夜間開催」など新たな取組にも

チャレンジしました。

　岡崎まちゼミの会代表の松井洋一郎氏にお越しいただき、平成27年に実施した「まちゼミ」の反省や今後の
事業展開等についてアドバイスをいただきました。今後は「まちゼミ」参加店を増やしていく予定です。
　今回「まちゼミ」へ参加しなかった事業者の方は、ぜひ参加を検討ください。

当初定員
参加人数

アンケート回収

312人
454人
218枚

１　参加人数 ２　年齢別参加割合
２歳～５歳

７
６歳～９歳

77
10歳～12歳

16

（単位：％）

１　参加割合
男女
男性
女性

割合（％）
19
81

２　講座の満足度割合 （単位：％）

大満足
64

満足
31

どちらともいえない
５

◆第１回　得する街のゼミナール 夏休み「まちゼミ」KIDS

販路でお悩みの方は、ぜひ岡山北商工会へ
　岡山県商工会連合会では、物産展や首都圏を中

心としたバイヤーを迎えた商談会、セミナーの開

催、おかやま加工食品カタログによるバイヤーへ

の情報提供など、様々な事業に取り組んでおり、

岡山北商工会が販路拡大のお手伝いをさせてい

ただきます。本部・支所へご相談ください。

「ニッポンいいもの再発見！ 岡山地区商談会」
Ｈ27.11.27　 ANAクラウンプラザ岡山

※平成27年度版は、平成28年１月中に
　発行する予定です。

岡山加工食品カタログ
「メイド・インおかやま」（平成26年度版）

『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

1.15％（平成27年12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

※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。

岡山県最低賃金

平成27年10月2日から

735　16円UP
詳しくは、 岡山労働局　賃金室　℡086-225-2014 へ。

岡山県最低賃金が改定されました

岡山県最低賃金

平成27年10月2日から

735　16円UP

最低賃金に関するお問い合わせは岡山労働局または最寄りの労働基準監督署へ

全
国
商
工
会
珠
算
検
定
試
験
合
格
者

1　級 齋木　成実
３　級 佐藤　愛梨
 影山　陽香
４　 級 田中　栄光
5　 級 真鍋　夏乃
6　 級 村上　遥香
8　 級 藤坂　茉優
 森　　央翔
 井上　響大
９　 級 坂元　凛香

第１7 8 回
（順不同・敬称略）

第１7 9 回
（順不同・敬称略）

２　級 原田　　光
３　級 出口　綾乃
4　 級 原　ちろる
５　 級 林　　莉奈　　田中　栄光
 三船帆乃夏
6　 級 葛原　崇司　　河本　美遥
8　 級 榎本　　葵
9　 級 森　　央翔　　三井　涼歩
 井上　響大　　藤坂　茉優
 早島優佳理

平成 27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名の方が受賞されました。

光畑　保男さん（一宮地区）ボディショップミツハタ
重本　忠男さん（津高地区）㈱重本組
池田　次郎さん（上道地区）上道運輸㈱
清山　博志さん（御津地区）㈲御津衛生センター
長崎　雅臣さん（建部地区）㈱小坂田建設

　一宮地区
　●丹原照信  不動産賃貸業
　●関西信和㈱ 矢地　孝正 建設業
　●Dog Shampoo ribbon 新井　玲奈 ドッグシャンプー
　●㈲魁皇 河原　信政 建設業
　●㈱木村工務店 木村　倫明 建設業
　●瓦保（かわらやす） 内田　保洋 瓦工事業
　●Rise（ライズ） 大森由紀子 美容院
　●芳原建設 芳原　英樹 建設業
　●丹原電機㈱ 丹原　孝憲 電気工事業
　●合資会社わらべごころ 稲毛　　順 ソフトウェア開発

　津高地区  
　●後楽ゴルフ倶楽部 梶谷真一郎 ゴルフ場
　●アンジェリカ 川邉　英子 エステサロン

　上道地区  
　●ツツミ治療院 堤　　尚之 鍼灸院
　●宮田工業 宮田　裕一 建設業
　●㈲一徳鋼業 三宅　基正 建築鉄骨業
　●穝設備 石水　伸一 管工事業

　御津地区  
　●ひろまる整骨院 國田　弘明 整骨院
　●㈱エム・エム工業 野村　尚司 鉄工業
　●でんと屋さん 安井　　和 デントリペア（自動車鈑金）
　●頼定保税理士事務所 頼定　　保 税理士

　建部地区  
　●㈱アクティブライフ 小坂田寿子 建設業
　●Sunny Day Coffee 江田　基宏 自家焙煎珈琲小売業
　●竹枝簡易郵便局 岸　　直子 簡易郵便局

新規加入
会員紹介

平成27年６月から平成27年11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。
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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。

　岡山北商工会青年部では、毎年これからの
経営者に必要な能力や知識を身に付けるセミ
ナーを開講しています。
　平成27年度は、会社やお店のお金と儲け
の構造を理解し、経営状況を把握して、財務
体質改善の方向性を見極め、新事業展開に必
要なシミュレーション能力を養う講座を10
月21日と28日の２回シリーズで開講しまし
た。
　第１回目は、会社の数字の見方、数値目標の立て方を小川大助税理士の解説で学
びました。
　第２回目は、小川税理士の説明に基づき、㈱ハジメクリエイトの内海太郎氏の指
導のもと、パソコンの表計算ソフト「エクセル」を使って、自社の決算書を入力
し、経営分析や、シミュレーションをしました。
　参加者からは、「決算書の数字がわかりやすくなった」「視覚で経営状態を把握でき
て勉強になった」という声をいただきました。
　これからも青年部に入ってよかったと思ってもらえるような、若手経営者とし
て、事業に即使える実践的なセミナーをしたいと思います。

　東日本大震災をはじめ各地で発生した災
害の復興支援活動で、改めて青年部や地域
における「絆」について確認し、感謝する
とともに、さらに強化していくために、毎
年、６月10日の「商工会の日」に、全国
1,700の商工会青年部で「絆」感謝運動を
実施しています。
　岡山北商工会青年部では、６月10日（水）午後４時より、国道53号線下り辛香
トンネル前P.Aと、国道53号線上り栢谷P.Aの清掃（地内の空き缶やゴミの清掃、
雑草の刈り取り等）をしました。青年部員が各々、草刈り機など掃除道具を持ち寄
り、チームワークであっという間にきれいになり、すがすがしい笑顔で記念撮影し
ました。当日の活動は、oniビジョンや山陽新聞でも紹介されました。

エクセルを活用した『財務センスアップ講座』

「絆」感謝運動
きずな

「絆」感謝運動
きずな

青年部

　女性部では、地域イベントの開催やボランティア活動のほかにもセミナーなどの
勉強会も積極的に開催しています。
　本年度は、「POP・広告づく
りセミナー」と、管理栄養士
を講師に「薬膳に学ぶ」と題
した栄養と健康関する研修会
を行いました。
　POP広告のセミナーでは４
～５人のグループを編成、各
グループで実際にPOP広告を
作る作業を体験、売れる広告
づくりで押さえたい３つのポ
イントを勉強しました。
　また、薬膳のセミナーでは
最初に薬膳の基本となる
「陰」と「陽」の考え方につ
いて学んだのち、参加者個人
が自身の健康と性格診断を
行って自分の性格、体質等を
把握するとともに自分の体質
にあったスパイスのお茶を試飲しました。
　女性部ではこうしたセミナーを通じて自分自身のレベルアップを図る取組みなど
を積極的に行っています。

薬膳に学ぶ ＆ POP・広告づくり　セミナー
女性部

　平成18年４月、旧来の５つの商工会（一宮・津高・上道・御津
町・建部町）の広域合併により、新しく岡山北商工会が設立さ
れ、本年は10年の節目の年を迎えることができました。
　岡山北商工会は、組織と経営支援体制を一層強化し、小規模事
業者の「事業の持続的発展」の支援に全力を尽くすとともに、商
工会地域全体の活性化に資する事業に取組んでまいります。
　今後とも商工会を積極的にご活用いただきますようお願いいた
します。

　平成18年度～22年度
◆平成18年４月１日　岡山北商
工会　誕生
◆中長期ビジョン「岡山北商工
会総合アクションプラン」策
定（H19年度）
◆女性創業塾（H19年度）、
　経営強化塾（H20年度）、営業力強化塾
（Ｈ21年度）開催
◆雇用安定助成金説明会実施（H20年度）
◆「県内中小企業３万社緊急巡回指導」
実施（H21年度）
◆資格取得助成金制度（H21年度～）
◆e-Tax推進　岡山西税務署より感謝状を贈呈される（H21年度）
◆「地域資源活用∞全国展開プロ
ジェクト」（H22年度～24年度）

　特産品開発と販路拡大の支援に
取り組む
◆資格取得講座（訪問介護員養成
講座２級課程）実施（H22年度）

◆集団健康診断、定期メール便（H22年度～）
◆会員親睦ゴルフ大会（H22年度～）

　平成23年度～27年度
◆会員ニーズ調査実施（H23、24年度）
◆「経営革新計画」策定支援推進
◆東日本大震災　復興支援活動
　（H23年度）
◆金融円滑化推進委員会設置
　（H23年度）
◆会員親睦ボウリング大会・親睦研修バ
ス旅行実施（H23年度～）
◆一宮支所会館新築移転
　（H24年３月）
◆販路開拓のためのインターネット活
用推進

◆観光パンフレット等作成配布
　（H24年度）
◆「今後の商工会のあり
方」検討

◆岡山市による「マル経
融資利子補給制度」開
始（H25年度～）

◆消費税転嫁対策窓口相
談事業実施（H25年度～）
◆無料弁護士個別相談会開催（H25年度～）
◆「得する街のゼミナール　まちゼミ」実施（H26年度～）
◆一宮支所会館へ商工会事業PR横幕設置（H26年度～）
◆各種補助金活用事業推進、計画策定支援
◆「まちゼミKIDS」実施（Ｈ27年度～）
◆岡山北商工会設立10周年記念式典実施（H27年10月）
◆商工会法施行55周年記念岡山県商工会大会にて会員増強・共済
推進に関して特別表彰受賞（H27年10月）

一 宮
津 高
上 道
御 津
建 部

桃太郎伝説と特産物をエンジョイ!

岡山北ドライブ
ぶどう＆桃2大スター徹底紹介!!

岡山のおいしいフルーツ
岡山北産おみやげセレクション
グルメ＆宿泊情報も充実!

c o n t e n t s

岡山市北部にある桃太郎とフルーツの町

特別編集

岡山北商工会設立10周年

10 年 の あ ゆ み

「まちゼミ」結果報告会（12 ／４）「まちゼミ」結果報告会「まちゼミ」結果報告会「まちゼミ」結果報告会「まちゼミ」結果報告会「まちゼミ」結果報告会「まちゼミ」結果報告会「まちゼミ」結果報告会「まちゼミ」結果報告会「まちゼミ」結果報告会「まちゼミ」結果報告会「まちゼミ」結果報告会「まちゼミ」結果報告会「まちゼミ」結果報告会「まちゼミ」結果報告会「まちゼミ」結果報告会「まちゼミ」結果報告会「まちゼミ」結果報告会「まちゼミ」結果報告会「まちゼミ」結果報告会「まちゼミ」結果報告会「まちゼミ」結果報告会「まちゼミ」結果報告会「まちゼミ」結果報告会「まちゼミ」結果報告会「まちゼミ」結果報告会「まちゼミ」結果報告会「まちゼミ」結果報告会「まちゼミ」結果報告会「まちゼミ」結果報告会「まちゼミ」結果報告会「まちゼミ」結果報告会「まちゼミ」結果報告会「まちゼミ」結果報告会「まちゼミ」結果報告会「まちゼミ」結果報告会「まちゼミ」結果報告会「まちゼミ」結果報告会「まちゼミ」結果報告会「まちゼミ」結果報告会「まちゼミ」結果報告会「まちゼミ」結果報告会「まちゼミ」結果報告会「まちゼミ」結果報告会「まちゼミ」結果報告会（12 ／４）（12 ／４）（12 ／４）（12 ／４）（12 ／４）（12 ／４）（12 ／４）（12 ／４）（12 ／４）（12 ／４）（12 ／４）（12 ／４）

商店が皆で取り組む“お店と街のファンづくり”

　期　間：７月18日(土)～８月１日（土）
　参加数：18社（20講座、33回）
　内　容：夏休みに親子等を対象に、「職業体験」や「ものづくり

体験」などを中心として実施しました。地区内の全小
学校へチラシの配布を行いました。

◆第２回　得する街のゼミナール 「まちゼミ」岡山市北
　期　間：９月20日(日)～10月25日（日）
　参加数：28社（36講座、58回）
　内　容：「企業コラボ」や「夜間開催」など新たな取組にも

チャレンジしました。

　岡崎まちゼミの会代表の松井洋一郎氏にお越しいただき、平成27年に実施した「まちゼミ」の反省や今後の
事業展開等についてアドバイスをいただきました。今後は「まちゼミ」参加店を増やしていく予定です。
　今回「まちゼミ」へ参加しなかった事業者の方は、ぜひ参加を検討ください。

当初定員
参加人数

アンケート回収

312人
454人
218枚

１　参加人数 ２　年齢別参加割合
２歳～５歳

７
６歳～９歳

77
10歳～12歳

16

（単位：％）

１　参加割合
男女
男性
女性

割合（％）
19
81

２　講座の満足度割合 （単位：％）

大満足
64

満足
31

どちらともいえない
５

◆第１回　得する街のゼミナール 夏休み「まちゼミ」KIDS

販路でお悩みの方は、ぜひ岡山北商工会へ
　岡山県商工会連合会では、物産展や首都圏を中

心としたバイヤーを迎えた商談会、セミナーの開

催、おかやま加工食品カタログによるバイヤーへ

の情報提供など、様々な事業に取り組んでおり、

岡山北商工会が販路拡大のお手伝いをさせてい

ただきます。本部・支所へご相談ください。

「ニッポンいいもの再発見！ 岡山地区商談会」
Ｈ27.11.27　 ANAクラウンプラザ岡山

※平成27年度版は、平成28年１月中に
　発行する予定です。

岡山加工食品カタログ
「メイド・インおかやま」（平成26年度版）

『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

1.15％（平成27年12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

※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。

岡山県最低賃金

平成27年10月2日から

735　16円UP
詳しくは、 岡山労働局　賃金室　℡086-225-2014 へ。

岡山県最低賃金が改定されました

※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。
岡山労働局　賃金室　℡086-225-2014 

岡山県最低賃金が改定されました

岡山県最低賃金

平成27年10月2日から

735　16円UP

最低賃金に関するお問い合わせは岡山労働局または最寄りの労働基準監督署へ

全
国
商
工
会
珠
算
検
定
試
験
合
格
者

1　級 齋木　成実
３　級 佐藤　愛梨
 影山　陽香
４　 級 田中　栄光
5　 級 真鍋　夏乃
6　 級 村上　遥香
8　 級 藤坂　茉優
 森　　央翔
 井上　響大
９　 級 坂元　凛香

第１7 8 回
（順不同・敬称略）

第１7 9 回
（順不同・敬称略）

２　級 原田　　光
３　級 出口　綾乃
4　 級 原　ちろる
５　 級 林　　莉奈　　田中　栄光
 三船帆乃夏
6　 級 葛原　崇司　　河本　美遥
8　 級 榎本　　葵
9　 級 森　　央翔　　三井　涼歩
 井上　響大　　藤坂　茉優
 早島優佳理

平成 27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名の方が受賞されました。

光畑　保男さん（一宮地区）ボディショップミツハタ
重本　忠男さん（津高地区）㈱重本組
池田　次郎さん（上道地区）上道運輸㈱
清山　博志さん（御津地区）㈲御津衛生センター
長崎　雅臣さん（建部地区）㈱小坂田建設

　一宮地区
　●丹原照信  不動産賃貸業
　●関西信和㈱ 矢地　孝正 建設業
　●Dog Shampoo ribbon 新井　玲奈 ドッグシャンプー
　●㈲魁皇 河原　信政 建設業
　●㈱木村工務店 木村　倫明 建設業
　●瓦保（かわらやす） 内田　保洋 瓦工事業
　●Rise（ライズ） 大森由紀子 美容院
　●芳原建設 芳原　英樹 建設業
　●丹原電機㈱ 丹原　孝憲 電気工事業
　●合資会社わらべごころ 稲毛　　順 ソフトウェア開発

　津高地区  
　●後楽ゴルフ倶楽部 梶谷真一郎 ゴルフ場
　●アンジェリカ 川邉　英子 エステサロン

　上道地区  
　●ツツミ治療院 堤　　尚之 鍼灸院
　●宮田工業 宮田　裕一 建設業
　●㈲一徳鋼業 三宅　基正 建築鉄骨業
　●穝設備 石水　伸一 管工事業

　御津地区  
　●ひろまる整骨院 國田　弘明 整骨院
　●㈱エム・エム工業 野村　尚司 鉄工業
　●でんと屋さん 安井　　和 デントリペア（自動車鈑金）
　●頼定保税理士事務所 頼定　　保 税理士

　建部地区  
　●㈱アクティブライフ 小坂田寿子 建設業
　●Sunny Day Coffee 江田　基宏 自家焙煎珈琲小売業
　●竹枝簡易郵便局 岸　　直子 簡易郵便局

  

新規加入
会員紹介

平成27年６月から平成27年11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。
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編集委員（情報化広報委員会）

沼本　信治・鷹取　明美
道下　忠美・遠藤　　剛
仲原　　隆・山田　章夫
平田　慎一
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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.20

2016

謹 賀 新 年

2016
創生

謹んで新年のお慶びを申し上げます。
昨年は、岡山北商工会設立 10周年を迎え、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。

　明けましておめでとうございます。皆様方には輝かしい新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　さて岡山北商工会は、昨年設立 10年の節目の年を迎えることができました。
　ここに改めて、会員の皆様はもとより地域の皆様方のご理解ご協力に感謝と敬意を表する次第であります。
　岡山北商工会は、地域に密着した唯一の総合経済団体として、時代のニーズに対応しながら、商工業の経営改善と
地域社会の振興発展に寄与すべく尽力してまいりました。しかしながら依然として、地域の中小企業、とりわけ小規
模事業者を取り巻く環境は厳しく、景気回復を実感できない状況が続いており、商工会の果たすべき役割、使命は更
に重要性を増していくと思われます。
　このような中、岡山北商工会では 10 周年を一つの契機に、『“ 繋がり ” を大切に！』をキーワードとして、役職員
が一丸となり、組織の強化・連携と支援体制の整備を一層推進し、商工業者の「成長発展」と「事業の持続的発展」
に対して今後とも “成果の見える経営支援 ”に全力を尽くしてまいります。
　そしてまた、地域で頼りにされる商工会づくりを推進し、地方経済の再生ならびに地方創生にも主体的役割を果た
していく所存であります。
　最後になりますが、新しい年 2016 年が商工会員の皆様はもとより、地域の方々にとって輝かしく、健康で幸多き
一年となりますよう心から祈念し、新年のご挨拶といたします。

“繋がり”を大切に！
新年のご挨拶

－地域で頼りにされる商工会づくりをめざして－
会長 吉次　立身

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

昔から獅子に頭を噛んでもらうと、子どもの成長、学力向上、無病息災のご利益があるとされています。
　　　　　　　　　　　 　絵：建部地区の三宅さん

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

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

 社会保険労務士　秋山美穂

中小企業の存続と発展のた
め、経営者のパートナーとし
て日頃から起きる人事や労務
問題に対応し、会社のルール
作りや人事制度の導入を通じ
てイキイキ職場作りのための
支援をしています。

 秋山美穂社会保険労務士事務所
■住所 〒700-0975
 岡山市北区今６丁目9-25　Ａ101
■TEL 086-805-0401
■FAX 086-805-0402
■ＨＰ http://www.sr-miho.jp

あきやま み   ほどうすればいいの？ マイナンバー！
　マイナンバーの通知カード、お手元に届きましたか。
　この制度が導入され、国や地方自治体のサービス向上が期
待される一方で、プライバシー侵害のリスクが心配されていま
す。
　そのため、マイナンバーは、法律や条例で定められた目的以
外では利用禁止とされており、マイナンバー法施行と同時に適
用されるのは社会保障、税金、災害対策の３つの用途に限定さ
れ、正当な目的以外でのマイナンバーの利用は、たとえ本人が
同意していたとしても禁止されています。また従来の個人情報
保護法よりも重い罰則（４年以下の懲役など）が規定されていま
す。
　企業の経営者や担当者の方からは「いったいどうすればよい
のか」というお悩みが多く寄せられています。企業側からすると
従業員のマイナンバーを聞き、管理するという業務が追加され
ますが、マイナンバーの管理には以下４つの安全対策を行うこ
ととなっています。
①組織的安全管理（組織体制の整備）

シティホテル厚生町２階会議室（岡山市北区厚生町３丁目1-20）
参加費：8,000円（マイナンバー管理キット付き）

『マイナンバー管理キット』を用いた実習で、紙ベースの管理方法をわかりやすく
説明します。
お問い合わせは、秋山美穂社会保険労務士事務所（☎086-805-0401）まで

2016年１月26日（火）
 13：30～15：30（受付13：00～）

講　師：税理士　大澤　和弘　　社会保険労務士　秋山　美穂

マイナンバー
実務勉強会

②物理的安全管理（マイナンバーを扱う場所やパソコン機器の
管理など）
③人的安全管理（マイナンバーの事務を行う者への教育など）
④技術的安全管理（外部からの不正アクセス防止などの管理）
　まずは、専用のソフトやシステムを使うかどうかで悩まれてい
る企業様も多いようです。
　システムを利用するか、紙で管理するかいずれにしても、従業
員からはマイナンバーを聞くと同時に、その番号が確かに本人
のものであるかを確認する作業から始まります。
　しっかり安全対策を行って、「うっかり」情報漏洩などが起こら
ないように注意しましょう。

住　所：〒701-1211　岡山市北区一宮1228-２Ｆ　ＴＥＬ：0120-914-912

セールスアドバイザー スキルは不要◎成長できる好環境でがんばれる！

▼勤 務 地　当社岡山営業所

▼給　　与　月 200,000円～450,000円（インセンティブ有）

▼資　　格　要普免

▼待　　遇　各種保険有、車・バイク通勤可、土曜・日曜面接可

▼勤務時間　11：00～20：00　　 ▼休　　日　シフト制（自由に選択可能）

▼採用担当者　草野 ※まずはお電話下さい！

ＫＤＤＩ㈱の主力商品である
光インターネット「auひかり」
を岡山県唯一の一次代理店
として販売しています。
未経験の方でも、しっかりとし
た研修もあるので安心です！
朝もゆっくり出勤できるので
ゆとりができます。

㈱アヴェニュー

正

住　所：〒709-2112　岡山市北区御津野々口 1446-1　ＴＥＬ：086-724-3322

ホール、キッチンの業務 新店舗オープンにつき、スタッフ大募集!

▼勤 務 地　野々口店、野田店

▼給　　与　正社員 月 90,000円～500,000円（研修期間有）
　　　　　　一　般 時 800円～1,200円　　18歳未満 時 750円～1,200円

▼資　　格　特に無　　 ▼待　　遇　労災、賄い補助、制服貸与

▼勤務時間　8：00～25：00の間で１時間～（週１日～）店舗により時間変動有

▼休　　日　週１から　　 ▼採用担当者　江田 ※随時面接を行っております。まずはお電話下さい。

３月１日オープン
野田店も同時募集中 !

よくろぼ　ふくみ家

正 ア パ

住　所：〒709-3112　岡山市北区建部町川口553番地　ＴＥＬ：086-722-0211

アフラック募集代理店業務、接客
未経験者歓迎!! 一緒にがんばりましょう。

▼勤 務 地　岡山市北区建部町川口553番地

▼給　　与　月 150,000円～ ＋ 歩合

▼資　　格　要普免　　 ▼待　　遇　雇用、労災、交通費支給

▼勤務時間　10：00～19：00（実働８時間）　　 ▼休　　日　土曜・日曜・祝日

▼採用担当者　満倉　誠 ※随時面接を行っております。まずはお電話下さい。

設立７年目の若い事務所で
す。地域密着、地元の方に
喜ばれる存在でありたいと願
います。保険を通じて今後の
人生計画をご提案していき
ましょう。

満倉ＦＰ事務所

正

住　所：〒709-3133　岡山市北区建部町西原947-8　ＴＥＬ：086-722-9365

葬祭スタッフ 未経験者大歓迎!!

▼勤 務 地　当社建部事業所（建部町西原947-8）

▼給　　与　月 150,000円 ＋ 諸手当有（研修期間有）

▼資　　格　要普免

▼待　　遇　社保・労災・雇用保険完備、賄い制度有

▼勤務時間　9：00～18：00（実働８時間）　　 ▼休　　日　月７日シフト制度（他相談可）

▼採用担当者　江田　※随時面接を行っております。まずはお電話下さい。

お客様に感謝をいただくやり
がいのあるお仕事です。会社
と共に成長してくれる元気な
方をお待ちしております。
未経験の方でも研修で指導
いたします。

㈱シオン たけべシオンホール

正

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

屋根工事全般（瓦葺き・板金取付・桶工事・簡易大工工事）
実力をつけて一人前の職人になろう

▼勤 務 地　岡山県内全域（主に県南）

▼給　　与　月 160,000円（20日出勤の折）～

▼資　　格　要普免　　 ▼待　　遇　厚生年金、建設国保、雇用保険

▼勤務時間　7：30～17：00（休憩 90分含む）

▼休　　日　日曜・隔週土曜・雨天（要相談）

▼採用担当者　廣安　治　※2017年３月末まで

屋根工事は、施工した結果を見て「達成感」を味わい、
重要な役割を担う「存在感」を感じることができます。
真面目で体育会系の方、募集中！

㈲廣安瓦建材

正 契

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

コピー機他搬入・引越業務等 業務拡大につき、新規正社員募集

▼勤 務 地　岡山市北区津高営業所

▼給　　与　月 180,000円～

▼資　　格　要普免・中免・大免所持者

▼待　　遇　社保、労災、雇用保険完備、制服貸与

▼勤務時間　8：30～17：30　　 ▼休　　日　日曜他当社カレンダーによる

▼採用担当者　テイオカ　※随時面接を行っております。まずはお電話下さい。

当社は運送会社です。明るく元気な会
社で毎日色々な所に行って作業をして
います。
安全第一で社員一同日々頑張っていま
す。体力に自信のある方待っています。

㈲アスカエクスプレス

正

住　所：〒709-0626　岡山市東区中尾189-1　ＴＥＬ：086-239-1517・090-4651-9125

鉄骨・金属加工・現場施工

▼勤 務 地　岡山市東区中尾189-1　　 ▼給　　与　日 7,000円～

▼資　　格　半自動溶接・アーク溶接・ガス溶接・玉掛・移動式クレーン・
　　　　　　天井クレーン・高所作業車資格取得者優遇、中免所持者歓迎

▼待　　遇　社保、労災、雇用保険完備、交通費支給、制服貸与

▼勤務時間　8：00～17：00（実働７時間）　　 ▼休　　日　日曜、他当社カレンダーによる

▼採用担当者　三宅　※随時面接を行っています。電話連絡の上、お越し下さい。

作業上で必要な各種資格取
得支援制度有。
やる気のある方をお待ちしてい
ます。
経験者歓迎（溶接・鉄骨組立）

㈲一徳鋼業

正

①住　所：〒709-2117　岡山市北区御津野々口 194-1　ＴＥＬ：086-724-2193
②住　所：〒709-2116　岡山市北区御津中山237　　　ＴＥＬ：086-724-0801

飲食店での接客・調理・仕込み・清掃・洗い場

▼勤 務 地　①うどん 一休さん／②岡山ラーメン 玉松

▼給　　与　高校生 時 800円～　　一般 時 900円～(土日祝100円UP）
　　　　　  ※研修期間は－50円

▼資　　格　不問

▼待　　遇　食事付、交通費補助、制服貸与、マイカー通勤可、土日祝 時給UP有

▼勤務時間　①9：30～17：00　　②9：00～21：00　※１日３時間程度から応相談

▼休　　日　希望の曜日、日数　応相談
▼採用担当者　①前田／②相田（ソウダ）　※電話連絡の後、履歴書持参で面接にお越し下さい。

高校生から子育て終了
後の主婦まで、幅広い
年齢層で頑張っていま
す！短時間でもＯＫです
ので、空いている時間
で楽しくお仕事しません
か？ご希望の仕事内容
もご相談下さい。

①うどん 一休さん・②岡山ラーメン 玉松

正 ア パ
土日祝日、お仕事出来る方大歓迎!!

住　所：〒701-1527　岡山市北区石妻890　ＴＥＬ：086-294-3801

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　日給 9,000円～10,000円 （１ラウンド） 但し、研修期間（15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）　６～７時間程度

▼休　　日　平日　土・日・祝など応相談

▼採用担当者　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：〒709-3113　岡山市北区建部町下神目985-１　ＴＥＬ：086-722-0505

▼勤 務 地　岡山市北区建部町下神目985-１

▼給　　与　時給 740円～800円

▼資　　格　要普免

▼待　　遇　労災、交通費支給

▼勤務時間　8：00～17：00（内、３～４時間相談可）

▼休　　日　日曜、他当社カレンダーによる（相談可）

▼採用担当者　大鳥 ※随時面接を行っております。まずはお電話下さい。
視力の良い方、歓迎します。
更に確認・注意力のある方であれば時給は能力に応じます。

パソコンが出来る方を募集しています。正社員へ変更可能です（場合
により社保他待遇）。能力により時給変更あります。ご相談下さい。

大鳥産業㈱

正 ゴム製品の検査パ
▼勤 務 地　岡山市北区建部町下神目985-１

▼給　　与　時給 740円～800円

▼資　　格　要普免

▼待　　遇　労災、交通費支給

▼勤務時間　8：00～17：00（内、午前中３～４時間相談可）

▼休　　日　日曜、他当社カレンダーによる

▼採用担当者　大鳥 ※随時面接を行っております。まずはお電話下さい。

正 事務員パ
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