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琴弾十日戎祭のお知らせ

日時　１月１０日（月）

　　　午前１１時より

場所　琴弾戎神社

　　　（十王堂境内）

商売繁盛・家内安全の神



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　観音寺商工会議所　会　頭　　島　　一　

　新年明けましておめでとうございます。

　皆様には、平成２３年の希望に満ちた新年を迎えられ心からお慶び申し上げます。

　昨年は、当商工会議所事業に対しまして深くご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

　昨年を振り返りますと、サッカーＷ杯日本代表ベスト１６、男女ゴルフ界、広州アジア大会の若く華や

かな選手たちの活躍といった明るい感動的なスポーツの話題がありました。

　政治を見ますと、日米同盟での普天間問題又尖閣諸島、北方領土、北朝鮮発砲問題等、我が国を取り巻

く外交問題がクローズアップされ、今後の政府の判断が最も大事で国益の基、慎重に対応して頂きたいと

思います。

　国内では、宮崎県での口啼疫発生は的確な判断により最小限に食い止めることが出来たものと思います。

　次に、我が国経済情勢を見ますと、グローバル化によるドル安、円高による輸出不調により、もはや経

済大国と呼ばれる状況ではなくなってきました。本格的な回復が期待できる状況にはなく、持ち直しの動

きが続くとしても、緩やかなものであると考えられます。

　今後におかれましては、経済の回復には、国内の雇用問題を最重点と捉え金融、税制、財政からの政策

手段により中小企業の早期回復を望むところであります。

　特に、地方の構造改革が進む中、当商工会議所においても一段と厳しい状況にありますが、日本商工会

議所や全国５１５の商工会議所と連携を密にし、政治・行政はもとより社会全般に対して地方の実情、活

性化を図る観点から施策の必要性を訴え、地域の発展に向けて頑張りたいと思っています。

　また、会員のニーズに答えるため、各種事業について皆様方のご理解とご協力ご支援をいただき、商工

業の発展と地域振興に取り組んでいかなければならないと強く決意いたしている次第です。

　関係各位のなお一層のご支援とご協力を、お願い申し上げます。

　最後になりましたが、皆様方のご健勝とご活躍を心からご祈念申し上げ、新年のご挨拶といたします。

新年のご挨拶

〒７６８－００１２　観音寺市植田町５０－１

謹んで新年のお慶びを申し上げます。

会　頭

島　 　一

副会頭

河田　正行

副会頭

石井　和男

副会頭

守谷 　通

新年のご挨拶
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　平成２３年の新春を迎え、謹んでお慶び申しあげます。

中小企業の活力強化で真の成長実現へ
　世界経済は先進国において回復の動きが緩慢なものの、多くの新興国では内需の拡大が続いており、総じて緩やかな
回復傾向にあると言えます。一方、日本経済は、昨年前半に持ち直しの動きが見られたものの、現在は足踏み状態が続
いています。今後、景気の持ち直しが期待されるものの、デフレの影響に加え、依然として高い為替水準など、先行き
の不透明感は払しょくできておりません。こうした中、日本経済が自律的な景気回復を果たし、持続的な成長を実現す
るには、政府が策定した「新成長戦略」の具体化に、官民一体でスピード感を持って取り組むことが重要です。中でも、
地域経済と雇用を支える中小企業の活力強化なくして、真の成長実現はあり得ないと考えています。私は、新成長戦略
実現会議などの場を通じて、中小企業を「新成長戦略」実現の中核的な担い手として位置づけ、中小企業が参画できる
より多くのプロジェクトが具現化されるよう働き掛けてまいる所存であります。

勇気を持ってイノベーションに挑戦を
　さて、私は、昨年１１月に会員各位のご推挙をいただき、引き続き日本商工会議所会頭の任を務めさせていただくこ
とになりました。中小企業の活力強化と地域経済の活性化という商工会議所の不変的な使命の下、「企業、地域、そし
て社会から、より多くの支持と信頼が得られる商工会議所」を具現すべく、全国の商工会議所の皆様の先頭に立って全
力でまい進する所存です。 特に、グローバル化の進展に伴う世界経済の構造変革の中で、地域や企業が潮流変化に的確
に対応すべく、勇気を持ってイノベーションに挑戦するための取り組みに注力してまいりたいと考えております。

商工会議所運営の３つの基本方針
　地域経済の活性化や中小企業の活力強化に向けては、商工会議所自らが、これまで以上に取り組みを強化・推進する
ことも重要であります。このため、私は再任にあたり、商工会議所の運営について、３つの基本方針を示させていただ
きました。
 第一は、現場主義の徹底です。私は会頭就任以来、「現場に立脚した活動こそが、商工会議所の『原点』であるととも
に、『強み』である」と考え、可能な限り各地を訪れ地域の実情を直接伺い、意見交換することに努めて参りました。
地域経済の活性化を実のあるものに具現するためには、この地域をどのような形にするのか、という「ビジョン」を、
企業・市民・行政が共有しなければなりません。商工会議所が地域の核として先頭に立ち、コーディネーターの役割を
果たす必要があり、そのためにも、地道な「全会員訪問」活動を通して、「現場の生の声」を意識していきたいと存じ
ます。
  第二は、潮流変化に対峙するイノベーションの推進です。世界的な潮流変化の波が押し寄せる中、中小企業は生き残り
を懸けてイノベーションに取り組まなければならない時代を迎えています。世界経済の一体化が進む中、中小企業も積
極的に海外展開を図っていくことが求められています。日商では昨年を「国際化元年」と位置付けて、ＡＰＥＣ中小企
業サミットの主催等をはじめ、さまざまな取り組みを進めてまいりました。本年は「中小企業国際化支援特別委員会」
を中核として、商工会議所のグローバルネットワーク化を進め、会員企業や地域の国際化への取り組み支援を強化して
いく所存です。
　また、市場競争力を強化するためには、生産性向上が不可欠であります。ＩＴを戦略的に活用し、具体的な業務改革
に結び付けるべく、「ＩＴ経営推進専門委員会」を新設致しました。この委員会を中心に、本格的なＩＴ経営導入とさ
らなるイノベーションを促進させたいと考えております。基本方針の第三は、商工会議所自身の「組織イノベーショ
ン」です。商工会議所自らも活動理念や組織のあり方を見直し、潮流変化に対応する態勢を整えていかなければなりま
せん。日本商工会議所と各地商工会議所のネットワークをより強固なものとし、広域連携や農商工連携など、商工会議
所の連携活動をさらに進めてまいります。
 本年は第２８期の実質的なスタートの年であります。これら基本方針に沿った取り組みを鋭意進めるとともに、着実な
成果の積み重ねに努めてまいる所存です。同時に、大きな潮流変化に直面している時代だからこそ、商工会議所の原点
に立ち返る必要があります。「商工業者の声を集約し社会に訴える」という渋沢栄一翁の思いを堅持し、日本経済の礎
を築くべく、「個が光るイノベーション」の推進に注力していきたいと考えます。結びに、皆様のご発展とご健勝をお
祈り申しあげますとともに、商工会議所活動に対する一層のご理解とご協力を心からお願い申しあげまして、年頭のご
あいさつといたします。

新年のご挨拶

年　頭　所　感
『個が光るイノベーション』で日本経済復活の礎を

日本商工会議所　会　頭　　岡 村　　正
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商工会議所の動き

　１２月１３日（月）、観音寺グランドホテルにおいて「第３５回香

川県商工会議所議員大会」が開催され、当所からは島会頭以下２７

名が参加し、県下商工会議所全体では１０２名の役員・議員が参加

し、大会宣言が採択されました。

　続いて「中小企業活力強化・地域活性化香川県集会」が開催され、

意見表明の後、集会決議が採択されました。採択された項目は以

下のとおりで、今後国等に働きかけていくことになります。

第35回香川県商工会議所議員大会＆中小企業活力強化・地域活性化香川県集会

　・円高対策と補正予算の早期執行

　・成長重視の平成２３年度予算編成と新成長戦略の本格実施

　・中小企業の基盤強化に資する重要課題への対応

　・瀬戸大橋の通行料金の抜本的引き下げ及び公共交通への支援

　・高松自動車道の整備促進

　１１月１９日（金）午前１０時より、当所３階大ホールにおいて、

第５２回永年勤続優良従業員表彰式が執り行われました。

　市内各事業所より推薦された５２名の皆様に、島会頭より表彰

状ならびに記念品が授与されました。

　今回、表彰された方々は以下の通りです。おめでとうございます。

 永年勤続優良従業員表彰式 開催

近藤　幸夫

山下　節子

筒井世津子

児玉　勝治

荻田　教子

馬場　一浩

今井　輝雄

細川　昭憲

西山　　繁

前川　正芳

山口　俊二

石井　弘明

駒杵　浩史

篠田カズミ

茨木　義隆

尾藤　智久

川上　節子

佐伯　吉弘

長谷川貴司

大原　博子

藤村　真也

関　　　真

関　真理子

白井　孝行

高橋　景子

岡田百合子

30

　
年

　
以

　
上

10

　
年

　
以

　
上

20
年
以
上

勤続年月 事　業　所　名 氏　名

37年　7 ヶ月

33年11 ヶ月

33年11 ヶ月

33年　6 ヶ月

32年　7 ヶ月

32年　7 ヶ月

32年　6 ヶ月

31年　6 ヶ月

30年　8 ヶ月

30年　6 ヶ月

27年　1 ヶ月

23年　7 ヶ月

23年　1 ヶ月

21年　7 ヶ月

20年　9 ヶ月

20年　8 ヶ月

19年　2 ヶ月

18年　6 ヶ月

18年　4 ヶ月

17年　0 ヶ月

14年　7 ヶ月

13年　6 ヶ月

13年　5 ヶ月

13年　3 ヶ月

13年　3 ヶ月

12年11 ヶ月

西讃観光㈱

（一般財）阪大微生物病研究会観音寺研究所

（一般財）阪大微生物病研究会観音寺研究所

㈱合田工務店

四国電力㈱

㈱紀州屋

四国物産㈱

㈱合田工務店

三豊証券㈱

㈱紀州屋

㈲山丸

四国電力㈱

㈱河田タクシー

㈲山丸

㈱合田工務店

加ト吉水産㈱

㈲山丸

川崎化工㈱

㈲山丸

㈲山丸

㈱藤田商店

㈱カナエテクノス

㈱藤田商店

㈱カナエテクノス

㈱カナエテクノス

㈱志満秀

坂田　圭吾

泉宮　秀明

多原　規剛

中田　晴野

高嶋　一志

長谷川秀明

森野　貴之

内田　浩嗣

藤田　和典

大久保美紀

青木　　誠

岩前　裕之

髙橋美代子

川東　敏夫

村田　　聡

中村　智和

田尾　貞道

若宮　大志

岡田　みか

川崎　弘子

桐間　理栄

柏木　敦子

岡田永利子

宮崎公美子

合田　叔孝

松浦小百合

10

　
年

　
以

　
上

５

　
年

　
以

　
上

勤続年月 事　業　所　名 氏　名

12 年　6 ヶ月

12 年　6 ヶ月

11 年　7 ヶ月

11 年　3 ヶ月

10 年 10 ヶ月

10 年　7 ヶ月

10 年　7 ヶ月

10 年　7 ヶ月

10 年　7 ヶ月

10 年　7 ヶ月

10 年　7 ヶ月

10 年　6 ヶ月

10 年　4 ヶ月

10 年　3 ヶ月

10 年　3 ヶ月

10 年　2 ヶ月

10 年　2 ヶ月

　6 年　7 ヶ月

　5 年 10 ヶ月

　5 年　9 ヶ月

　5 年　8 ヶ月

　5 年　7 ヶ月

　5 年　7 ヶ月

　5 年　7 ヶ月

　5 年　7 ヶ月

　5 年　5 ヶ月

㈱志満秀

㈱志満秀

テーブルマーク㈱

㈱加喜屋

観音寺信用金庫

観音寺信用金庫

観音寺信用金庫

観音寺信用金庫

観音寺信用金庫

観音寺信用金庫

島産業㈱

㈲三原汽船

㈱しこく美装

㈱藤田商店

島産業㈱

㈲三原汽船

島産業㈱

㈱求人タイムス社

㈱紀州屋

㈲三原汽船

テーブルマーク㈱

テーブルマーク㈱

テーブルマーク㈱

㈱求人タイムス社

観音寺商工会議所

㈱加喜屋
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商工会議所の動き

　１１月２日（火）の高室地区を皮切りに市内８ヶ所において地区別

移動相談会を開催いたしました。

　これは、事業者の方々が抱えている様々な経営問題についてご相

談を受け、いくらかでも経営改善の一助となれるよう開催したもの

です。

　今回は、経営・金融・創業・労働保険・小規模企業共済・会計ソ

フトの操作方法といった様々なご相談を受け、多くの事業所の方々

にご利用いただきました。

　本事業は来年も引き続き開催していきたいと考えておりますの

で、多数の方のご利用をお待ちしております。

地区別移動相談会　開催

　１０月３１日から１２月５日まで、“かんおんじ創業塾”と題し

て計１０回の講座を開催いたしました。創業のための心構えから、

開業の手続きや資金繰り、ビジネスプランの作成等、業種を問わず

創業を目指している方に必要な知識が幅広く盛り込まれた内容で、

受講生の皆様も専門講師の指導に熱心に聞き入っておりました。

　また、ゲームやディスカッションを通して楽しく学ぶとともに、

受講者同士のコミュニケーションも図られ、貴重なネットワークが

できたのではないかと思います。

　受講生の皆様がこれからより良い創業ができるよう、当所として

もサポートしていきたいと思います。

かんおんじ創業塾　開催

　９月１５日から１１月１７日までの計１５回、

初級簿記講習会を開催いたしました。この講習会

は日商簿記３級の実力を養成するためのもので、

簿記の知識のない実務未経験の方から日商簿記検

定３級合格を目指す方などを対象とした講座で

す。前川満税理士のわかりやすく熱心な指導が好

評で、受講者の皆様も有意義な学習ができたので

はないかと思います。

簿記講習会　開催

　１１月２９日、観音寺商工会議所および三豊市商工会、

観音寺市大豊商工会の共催により、当所３階大ホールにお

いて美容講習会を開催いたしました。

　本講習会は移り変わりの早い美容技術を習得するため、

毎年開催しているもので、本年は“サロン・ド・ボウイ　

山本五士先生”を講師に迎え、「アップスタイル基礎講習会」

と題し、実技を中心とした講習を行いました。技術を習得

するため、４６名の方々が熱心に受講されていました

美容講習会　開催
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　新年明けましておめでとうございます。

　皆様方におかれましては、希望に満ちた新春を迎えられた事と謹んでお慶び申し上げます。

　旧年中は当青年部の活動に対しまして、深い御理解と多大な御協力を頂き誠に有難うございま

した。

　２１世紀になってから早くも１０年が経過しました。私達が小さい頃に夢見た２１世紀の未来図と実際過ごしてきた

この１０年間に大きなギャップを感じているのは私だけではないと思います。私達が生まれた１９６０年から１９７０

年代という時代は、２１世紀になればあんな事やこんな事が出来るようになるという希望が時代を突き動かしていたよ

うな気がします。それが、いざ実際２１世紀になってみると、目の前の目標や希望等が明確にイメージ出来ずにただも

がいていただけのように感じてしまいます。

　当青年部に当てはめて鑑みてみますと、「明るく豊かな観音寺を次世代の子供たちに」という命題ははっきりしてい

るのですが、短期的な目標値を明確に出来ないまま１０年間を過ごしてきてしまったような気がしてなりません。こう

いう時代だからこそ、２０２０年にはこうありたい！！という目標を明確にし、出来るものであれば数値化して、今後

１０年間の指針にして表せればと考えます。

　本年はメインの事業でもある「食を通したまちづくり事業」や「銭形まつり」の運営の中にも小さな目標値を立てな

がら進んで行こうと考えておりますので、ご指導、ご鞭撻賜りますよう宜しくお願い申し上げて年頭の挨拶に代えさせ

ていただきます。

新年のご挨拶

青年部会長　新年のご挨拶
観音寺商工会議所青年部 　会　長　　山口　慎一郎

　新年明けましておめでとうございます。

　平素女性会運営に対しまして、会員皆様のご理解とご協力はもとより親会の皆々様にもご協力

を賜わり深く感謝申し上げ年初に当り心より厚くお礼申しあげます。

　さて、社会の情勢は依然経済の低成長が続く中、12月3日臨時国会が法案成立率37.8％で閉幕

となりました。民主党はこれからどうなってゆくのでしょうか。又、自民党もその活躍を見い出せずほんとうに国の危

機を感じます。

　そうした中での当会を振り返りますと、昨年は非常に活動の多い年でございました。

　１月の新春懇談会で始まり、4月第16回さくら茶会を立礼席で会員によるお点前を1200名の市民の皆様にお楽しみい

ただきました。5月には、神恵院と観音寺でお遍路さんへの甘酒の接待。第28回通常総会（会員総数66名）で90％を超

える出席率を得て、例会皆勤者34名となり過去最高の人数となりました。7月には猛暑の中で銭形まつりバザー。

　そして、9月四国連合会総会香川大会が丸亀オークラホテルで350名の出席で盛大に開催されました。地元企業御紹

介では、観音寺女性会からは（一般財）阪大微生物病研究会観音寺研究所様・株式会社サムソン様・テーブルマーク株

式会社様・観音寺信用金庫様をご紹介いたし、四企業様からは出席者にたくさんのお土産を頂きました。又、株式会社

志満秀様には、お忙しい中、会場での出店をお願い致しました。改めましてお世話になりました事感謝申し上げます。

ありがとうございました。

　当日、午後からの懇親会では観音寺女性会有志20名により、歌舞伎『助六由縁の江戸桜』を上演致し、四国女性会

へ存在をアピールいたしました。

　ＴＯＭＯＲＲＯＷ委員会も、新事業に挑みました。この委員会は21世紀に入り、ＩＴ時代の新しい流れの中、いろ

んな分野で教養を身につけ心豊かな働く女性になるため、若い会員を中心に平成13年7月に特別委員会として発足しま

した。第35回郷土料理講習会を石川弘先生のご指導のもと常磐コミュニティセンターで開きました。第36回は11月に

琴弾荘で女性ならではの視点から、テーマを「来恋♡Ｌｏｖｅ観」として婚活事業を取り組みました。このようにさま

ざまの事業活動を通し会員一人一人が実力と自信を身につけ、女性経営者として向上され、ご商売の発展になります事

を願いまして、新年の挨拶と致します。

女性会会長　新年のご挨拶
観音寺商工会議所女性会 　会　長　　石川　喜美代
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青　年　部

※ＹＥＧとは、商工会議所青年部の英語名（Young Entrepreneurs Group－若き企業家集団－）の頭文字をとったものですが、

同時に商工会議所青年部のコンセプト ( 若さ、情熱、広い視野を持った経営者＝Youth,Energy,Generalist) を表しています。

観音寺商工会議所青年部ホームページ　http: //www.kan-cci.or.jp/yeg/

観音寺ポータルサイト「ドッと！かんおんじ」　http://www.kanonji.info/

『１１月定例会 八幡浜視察研修』

　今年度「まちづくり」をテーマに活動していますシムシテ

ィ委員会の目玉事業の一つ「視察研修」に行ってきました。

視察先は愛媛県八幡浜市。私達と同じ思いで活動している仲

間である、八幡浜YEGが企画立案した「八幡浜ちゃんぽん

プロジェクト」について、お話を聞かせていただきました。

私たちも、同じ「食」をテーマにしたまちづくり事業を継続

して行っています。途中、八幡浜市長も参加いただきまし

て、大変有意義な会議となりました。

　私たちが普段食べている「うどん」と同じように八幡浜で

は「ちゃんぽん」をよく食べるそうです。普段ごく当たり前

に食べている「ちゃんぽん」で町の活性化につなげようと企画した時は、反対意見も多く、また全ての商工業者

発展の為に活動している商工会議所の青年部が、特定業種（ちゃんぽんを扱う飲食業）だけに力を入れるのは、

おかしいのではないかと批判もされ、大変苦労されたようです。

　しかし、ちゃんぽん店と地域の史跡や面白いポイントなどを載せた地図を作成、カラー写真満載のちゃんぽん

バイブルなる紹介本を作成して販売、スタンプラリーでスタンプを集めると地元の特産品がもらえるなど、様々

な企画を実行し理解を得ることができ、市民にも広がったとお話をいただいた時は、地域経済発展の一翼を担っ

ている自信を大いに感じました。

　会議後は八幡浜ＹＥＧのメンバーさんのご案内でちゃんぽんを食べに行きました。時間の関係上、会議所周辺

のお店をご案内いただきましたが、どの店も満員御礼。地元の方、県外から食べに来た方など、店の外まで行列

が出来ており、本当に驚きました。もちろん、ちゃんぽんは抜群に美味しかったです。

　今回の視察を終え、イベントする事が目標ではなく、地域のことをもっともっと学び、地域が発展するにはど

うすればよいかメンバーで意見を出し合い、勇気と情熱を持って活動する事を学びました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シムシティ委員会　副委員長　高畠　啓

『３単会交流事業』

　去る１１月９日、観音寺YEG・丸亀YEG・多度津YEG合同によります、３単会交流事業が行われました。こ

の事業は毎年各単会が順番に主管して行われているもので、今年は丸亀YEGの主管で行われました。

　まずは丸亀スターボウルにて各単会メンバーが混じっての「ボウリング大会」が開催されました。２人１組で

１フレーム毎に交代に投げるというルールでしたので、「技術」と「運」と「縁」が絡む何とも賑やかなもの

に。後で分かったのですが、当日賞９位の高級和牛を狙ってチカラをセーブしていたチームもあったとかなかっ

たとか。観音寺YEGメンバー関連では、第３位と第９位（！）を獲得することができました。

　その後、会場を移して懇親会を行い、ボウリング大会でのペア同士、お互いの親睦を深めたり、多度津YEG

とのコラボ企画で大いに盛り上がることができました。

　後も交流事業を通して、各単会のメンバーさんとの結びつきが強くなるといいなぁと思いました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　専務理事　三谷　洋介

観音寺商工会議所青年部では、新入会員を募集しています。

　入会資格：観音寺商工会議所会員事業所の経営者または後継者等であり、満４５歳以下

　年 会 費：３０,０００円

　問 合 せ：観音寺商工会議所青年部事務局まで

新入会員募集中！

かんおんじ商工だより　平成23年1月
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女性会だより女性会だより

女　性　会

定例会＆新春懇談会

さくら茶会

１月２０日（木）午後６時～ IN  観音寺グランドホテル

IN  コイン館・コミュニティセンター４月１０日（日）午前８時３０分～

『楽陽荘をお訪ねして』

　紅葉も本格的となった１１月１６日、恒例となった楽陽荘を訪問いたしました。皆さん楽しみに待っていて下

さり私達も嬉しく思いました。

　石川会長のご挨拶、お土産の進呈と続き、今年も特別参加の観音寺中部保育園の子供達が、着物姿で登場する

と拍手喝采です。可愛い歌声のあと、いよいよ日舞の始まり。男の子達の凛々しい「剣山」、女の子達のしとや

かな「藤の花」。日頃のお稽古で身に付いたしなやかな所作にみんな大喜び。

　続いて大石理事の巧みな話術を交えての愉快なゲームを全員で楽しみ、和気藹藹のひとときはあっという間に

過ぎてしまい、また来年の再会をお約束して帰路につきました。　　　　　　　　　　　　　小野　容子

『第４２回全国商工会議所女性会連合会宮崎大会』に参加して

　１０月１４日（木）早朝５時過ぎ観音寺を出発、臼杵

港に１１時過ぎに到着。それから２時間ぐらいで宮崎

県高千穂に入り、天岩戸神社を参拝しました。鬱蒼と

した木々の中、川のせせらぎを感じながら歩いてい

くと、神秘的な祠があり、小石を集めて積み重ねる

と願い事が叶うらしく、沢山の重ねた小石が置いてあ

りました。五時過ぎにホテル高千穂に到着。夕食で

は、竹酒を皆で少しずつ飲み、楽しいひと時を過ごし

ました。

　夜、高千穂神社で高千穂お神楽を見学。「天照大神

が天の岩戸に隠れられた折に、岩戸の前で天鈿女命が

調子面白く舞ったのが始まり」との説明があり、手力の舞・鈿女の舞・戸取の舞・御神躰の舞を面白おかしく舞

っていました。

　翌日８時過ぎに出発、昼過ぎに宮崎市内に到着。午後３時半にフェニックスシーガイヤに着き、午後５時よ

り、懇親会が２会場で開催されました。開会の挨拶・来賓挨拶・オープニングセレモニー・アトラクションの七

福神宝船では、会員の方が七福神となり各テーブルを廻りました。途中、東国原知事が挨拶に来られたのです

が、ステージに立った瞬間、たくさんの会員がワーッと集まり握手攻撃のすごさにびっくり。そんな中、口蹄疫

の義援金と大会に対してのお礼の挨拶をされました。女性のパワーをなおさらながら思ったのでは？？

　翌１６日（土）、ワールドコンベンションセンターサミット・サンホテルフェニックス会場で、～神話の里・青

い海・緑の大地・みやざき～をコンセプトに全国大会が開催されました。来賓の宮崎県副知事が、昨日から県庁

の隣にある物産展では、いつもの何倍も売れ、経済効果のすごさを喜んでいました。

　出席女性会紹介では、当女性会１４名、緑のハンカチを振ってアピールしました。記念講演は「鐘が鳴り響く

瞬間」と題して、㈱オリエンタルランド常務　高野由美子氏のお話がありました。終了後、来た道をただひたす

ら車を走らせ、午後９時過ぎ観音寺に着きました。それにしても宮崎はやっぱり遠いと痛感した大会でした。お

疲れ様でした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大西　茂美

『来恋♡ＬＯＶＥ観』

　１１月２８日琴弾荘にて　ＴＯＭＯＲＲＯＷ部主催の、初めての婚活パーテ

ィが開催されました。

　結婚を真剣に考えている方に是非、出会いの場を提供したい・・・という願

いのもとに参加者を募集したところ、男性１７名・女性２２名の方々がご参加くださいました。最初は少し緊張

した雰囲気で始まったパーティも、小林茂文さん司会によるゲーム等を通じ、徐々に会場内は和やかになりまし

た。立食バイキングの時間には、各テーブルとも会話が弾み、大いに盛り上がりました。また、キューピット役

の方々の活躍もあり，最終的には♡６組ものカップル誕生♡となりました。　

　初めての企画としては大変うれしい成果を上げる事ができ、スタッフみんなで“幸せのお手伝いができたこ

と”心から喜びあいました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　豊岡　啓子
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LOBO調査

LOBO商工会議所 LOBO
《早期景気観測調査》

LOBO調査は、商工会議所のネットワークを利用して、全国408商
工会議所の協力により、各地域の「肌で感じる足元の景気感」を全
国ベースで毎月調査集計し、景気対策等に関する意見活動などに資
することを目的としています。●調査期間：11月16日～22日

11月の調査結果 業況ＤＩは停滞。上向く気配はみられず

【全国の概況】
　１１月の全産業合計の業況ＤＩは▲４０．６（前月比▲０．
１ポイント）と、前月からほぼ横ばい。業況は、６月以降停滞
しており、一向に上向く気配がみられない。特に、円高の長期
化による輸出・生産の減少に加え、取引先からのコストダウン
要請や海外移転の加速による受注の減少など、企業経営をとり
まく環境はさらに悪化している。また、少ない受注をめぐる価
格競争の激化や消費者の節約志向などにより、収益確保の難し
さが一段と増している。
　先行きについては、▲４０．２（前月比＋０．４ポイント）と
前月からほぼ横ばいで推移した。しかし、エコポイントの半減
により、１２月以降、家電製品の売上が落ち込む見通しである
ことに加え、円高の長期化など景気の先行きが不透明な中、今
後一段の企業収益悪化への懸念が強まっている。年末にかけて
経営体力が限界に達し、倒産の増加を憂慮する声も多い。

○円高の悪影響
　製造業を中心に、円高の長期化によって輸出や受注が減少す
るなど、企業経営に悪影響が及んでいるとの声が多い。・円高
により、取引先である大企業が、生産の海外移転や原材料の海
外調達を積極化しており、売上に悪影響が及んでいる（大府・
工業用プラスチック製品製造業）

○厳しい雇用情勢
　景気の先行き不透明感が強いため、従業員の賃金を削減せざるを得ないなど、厳しい雇用情勢を訴える声が多
い。・従業員の給与と賞与を削減して、どうにか厳しい状況を乗り切っている（福岡・ソフトウェア業）・経営状
況が厳しく、冬のボーナスを支給するかどうかで苦慮している（西条・自動車整備業）

○年末に向けた売上減少の懸念
　エコポイントの半減による家電製品の売上の落ち込みや、消費者の節約志向による忘年会の予約の減少など、
年末に向けて、売上の悪化を懸念する声が多い。・エコカー補助金終了の影響で受注が減少する中、エコポイン
ト制度の変更によるさらなる受注の減少を懸念（佐野・金属加工機械製造業）・エコポイント制度変更前の駆け込
み需要により売上は好調だが、１２月以降の反動減を懸念（京都・機械器具小売業）

【四国の概況】
○全産業の業況ＤＩは、マイナス幅が２カ月ぶりに拡大、産業別でも、全ての業種でマイナス幅が拡大。 
○一般土木建築工事業からは、「低価格での受注競争が激しく、受注しても収益が全く確保できない状況」とのコ
メント。一般産業用機械・装置製造業からは、「取引先の大手企業が、製造拠点の海外移転を加速しており、将来
的に仕事がなくなることを危惧している」とのコメント。商店街からは「エコポイント制度により売上は伸びて
いるが、制度終了後の反動減が不安」とのコメント。
○業況の先行き見通しＤＩは、全産業では前年同時期と比べマイナス幅が縮小した。産業別にみると、卸売、サ
ービスはマイナス幅が拡大したものの、他の３業種は縮小した。 

【景況天気図】

前年同月比 先行き見通し
全国 四国 全国 四国

▲40.6

▲51.5

▲27.7

▲41.3

▲41.8

▲45.3

▲40.3

▲59.1

▲18.8

▲41.7

▲54.8

▲34.4

▲40.2

▲46.0

▲40.7

▲35.9

▲38.1

▲39.9

▲41.9

▲50.0

▲28.1

▲41.7

▲41.9

▲50.0

30以上
とくに好調

30＞DI≧10
好調

0　
まあまあ

▲10≦DI＜▲30
不振

▲30以下
きわめて不振

全業種

建　設

製　造

卸　売

小　売

サービス

※ＤＩ値＝（増加･好転などの回答割合）－（減少･悪化などの回答割合）
売上高などの実数値の上昇率を示すものではなく、強気弱気など
の景気感の相対的な広がりを意味する。

地域を育み、
　　 大陸をつなぐ
2010～2011年度 国際ロータリーのテーマ
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時局・経営情報 / お知らせ

　今、酒好きな人々に意外な人気を呼んでいるのがビール風味のノンアルコール飲料。そのアルコール０％飲料を

世界で初めて売り出したのはアインベッカー社で、昨年秋からは日本のビール４社が相次いで新製品を発売した。

　ブームの引き金となったのが、２００２年の道路交通法改正による懲罰強化であったことはいうまでもない。

　ちなみに、アルコール１％未満の飲料は「ビール」ではなくて「清涼飲料」に分類されている。その清涼飲料水にビー

ル風の味付けをしたもの、ビールからアルコール分を除去したもの、醗酵時にアルコールを生成しないものなど、

各社が技術を駆使。ドライバーや健康のための休肝日を狙った「キリンフリー」などのヒット商品が生まれてきた。

　そして、極めつけは、ことし７月に発売されたサントリーの「オールフリー」だ。この商品はアルコール分０％

に加えて、糖質０、カロリー０を世界で初めて実現し、肥満が気になる人にも好評。年間で１０００万ケースに迫

る勢いで売れているようだ。

　これらのヒット商品の発売の陰には、２つの教えが潜んでいそうだ。

　１つには、日頃の技術開発の大切さ。アルコール分１％未満の飲料は以前からあったが、完全に０％を実現したり、

ビールと同じ風味を出したりするのは至難の業である。運転時の引用もやや危険な可能性があったため、長年にわ

たり細々と販売されてきた。それをクリアできたのは、各メーカーの努力の賜物だろう。

　２つには、消費者ニーズを徹底的に満たすことの大切さ。アルコール分だけでなく、「ならば、糖質やカロリーも

オフにしてしまえ！」というつくり手の挑戦心があってこそ「オールフリー」のような画期的な商品が生まれたの

はいうまでもない。

　また、これらの流れを受けて、ビールいがいの酒類メーカーから「だったら、わが社でも！」となるのが日本の

製造業の心意気だろう。今ではノンアルコールのワイン、カクテル、酎ハイ、日本酒、果ては甘酒まで登場する時代。

酒席や居酒屋あたりで、ネコも杓子（しゃくし）もノンアルコール飲料に気持ちよく酔う（？）姿がますます増え

てきそうな昨今である。

香川県内で事業を営む中小企業（会社・個人事業主）の皆様へ
　円高、デフレなど、経済的環境の著しい変化により、事業活動に支障が生じている県内の中小企業が経営の維持・

安定を図ることができるよう

「経済変動対策融資」「小口零細企業融資（緊急支援）」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を用意しています。

流行（はやり）ものから見えるもの
「酒党を酔わせるノンアルコール飲料－－人気の秘訣は『ゼロ』と『フリー』－－」

香川県制度融資のお知らせ

詳しくは、香川県商工労働部経営支援課　中小企業相談窓口（ＴＥＬ：０８７－８３２－３３４７）

までお問い合わせ下さい。

融 資 利 率　　固定　年１．６～１．８％（この他に香川県保証協会に対する保証料が必要）
信用保証料　　緊急保証利用の場合　年０．６％（緊急保証以外の場合　0.4～1.55％）
融 資 期 間　　１０年以内（うち据置２年以内）

融資限度額　　８，０００万円以内

経済変動対策融資

融 資 利 率　　固定　年２．０～２．２％（この他に香川県保証協会に対する保証料が必要）
信用保証料　　年０．４％
融 資 期 間　　１０年以内（うち据置２年以内）

融資限度額　　５００万円以内

小口零細企業融資（緊急支援）

ＮＭＬ野村オフィス　代表　野村　正樹

かんおんじ商工だより　平成23年1月
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お知らせ

〒760-0056　 高松市中新町11-1　アクア高松中新町ビル
  TEL 087-835-0168

四国支部高松営業部

第127回簿記検定試験のご案内

上記についてのお問合せは観音寺商工会議所（ＴＥＬ　２５－３０７３）まで

　個人事業主の将来への不安を取り除き、安心して事業に専念できるよう、小規模企業経営者の退職金制度で

ある「小規模企業共済」のセーフティネット機能が拡充されました。　

　個人事業主のみならず、個人事業主の配偶者や後継者など「共同経営者」にまで共済加入対象者が拡大され

ます。

　※２人まで。個人事業主の親族でなくても「共同経営者」であれば加入できます。

小規模企業共済制度拡充についてのお知らせ

詳しくは、独立行政法人中小企業基盤整備機構ＨＰ（http://www.smrj.go.jp/kyosai/）

試 験 日

試 験 級

試験会場

試験時間

受 験 料

申込期間

平成2 3年 2 月 27 日（日）

2級～ 4級　※今回、1級試験はありません

観音寺商工会議所

2級 13:30 ～ 15:30　3 級 9:00 ～ 11:00　4 級 13:30 ～ 15:00

2 級 4,500 円　　3級 2,500 円　　 4 級 1,600 円

平成2 3年 1 月 11 日～1月 28 日

　平成２３年１月より個人事業主の「共同経営者」も加入の対象となります。

①「事業の経営において重要な意思決定をしていること、

　　　　　　　　　　　　　　　　　または事業に必要な資金を負担していること」

②「事業の執行に対する報酬を受けていること」

共同経営者とは、以下の①・②の両方の条件を満たしている方々です。

平成２２年度中小企業応援センター事業（四国経済産業局委託事業）

１／２６ （水）  
場所：観音寺商工会議所　　受講料：無料　　定員：４０名
主催：かがわ中小企業応援センター・観音寺商工会議所
お問合せ先：観音寺商工会議所　TEL 0875－25－3073
　　　　　　高松商工会議所　TEL 087－825－3516

経営革新セミナー
お金をかけずに繁盛店に変える

19:00～ 21:00
【 講 師 】

㈱アチーブメントストラテジー社

代表取締役　富田 英太　氏

【 講 師 】

㈱アチーブメントストラテジー社

代表取締役　富田 英太　氏

かんおんじ商工だより　平成23年1月
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お知らせ

経営上、法律問題で困ったとき、お気軽にご利用
ください。商工会議所で無料相談券を発行します。 田岡敬造 弁護士法  律  相  談

観音寺信用金庫2月14日（月）　10時～15時年  金  相  談
中小企業診断士　多田やす子氏1月26日（水）　13時～16時専門経営相談

山地会計事務所1月17日（月）　13時～16時税  務  相  談

毎月第３水曜日　１０時～15時
毎月第２木曜日　10時～12時

日本政策金融公庫　国民生活事業係官
日本政策金融公庫　中小企業事業係官金  融  相  談

スケジュール表（　　　　　　　 ）
1月

2011 1年 月 2 月～

仕事始め／青年部役員会

年末調整事務手続き（～２０日）

正副会頭会／琴弾十日戎祭／議員新年会

青年部定例会＆新年会

日本政策金融公庫　中小企業事業　定例相談

税務相談

日本政策金融公庫　国民生活事業　定例相談

女性会定例会＆新春懇談会

専門経営相談

4
5
10
12
13
17
19
20
26

2月1
3
10
13
14
16
21
27

火

水

月

水

木

月

水

木

水

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

火

木

木

日

月

水

月

日

青年部役員会

正副会頭会／節分祭

第１９１回珠算検定試験

年金相談

日本政策金注公庫　国民生活事業　定例相談

女性会理事会

第１２７回簿記検定試験

事業主であるあなたが事業をやめたり、第一線を退いた時の生活安定をはかるためにつくられた制度です。

節税しながら事業主の退職金の積み立てができる！

小 規 模 企 業 共 済
特　　色 加入できる方は 毎月の掛金従業員数

◆共済金の支払は政府が責任をもっ

　ていますので安全、確実です。

◆掛金は全額所得控除となり、課税

　所得金額から差し引かれます。

◆共済金は退職所得となりますので、

　税法上有利になります。

◆常時使用する従業員が２０人（商
　業とサービス業では５人）以下
　の個人事業主、及び会社の役員。
◆平成２３年１月１日より個人事
　業主の「共同経営者」で一定の
　要件を満たす方は、本制度に
　加入できることになります。

◆1,000円～70,000円

　（500円刻み）加入後の増額

　ができます。

　減額は一定の要件が必要です。

商業・
サービス業

製造業・
その他の業種

20人
以下5人以下

★金融情報★ 最新金利　マル経1.95％　普通貸付2.25％（12月10日現在）

日本政策金注公庫　中小企業事業　定例相談
／青年部定例会

かんおんじ商工だより　平成23年1月
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