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皆様謹んで新春のお慶びを申し上げます。いつも赤磐商工会会員の各事業所に対しま
してお力添えを戴いておりますこと、こころより厚く御礼申し上げます。
さて、昨年は東日本大震災・原子力発電所の損壊と、日本全土を揺るがすような大災
害の年となりました。今年こそは被災地の復興を中心として日本が再生に向けて新たな
出発の年となることと思います。経済再生も併せて大いに期待したいと考えます。
さて、私達赤磐商工会は昨年度より『赤磐朝日米らーめん』に代表される米粉事業に
取り組んできた実績を認められ、10月29日岡山ドームで行われました「岡山あぐり総
合フェア2011・平成23年度岡山県食糧自給率向上推進大会」において、大賞 （受賞3
団体）を受賞し、石井正弘岡山県知事より表彰を受けました。
今後共、赤磐商工会地域の元気力向上に貢献すべく農商工連携を中心課題として、よ
り優れた企画を提案していきたいと考えております。役職員はもとより、会員一同頑張
ってまいりますので、今年もより一層のご支援をよろしくお願い申し上げ、年頭のご挨
拶と致します。

商工会女性部パワー
赤磐商工会吉井支所

経営指導員

名村理恵子

商工会における「商工会女性部パワー」は、今や商工会の縁の下ではなく重要
な柱となっています。ここ赤磐商工会女性部においてもそのパワーは他の女性部
に勝るとも劣らないものがあります。とりわけ昨年来商工会として取り組んでい
る米粉活用推進事業では、朝日米らーめんの試食会・販売会場で女性部長率いる
部員の皆様には大変なご協力をいただき、おかげで地域だけではなく県下で多く
の人に知っていただくことができました。
講習会、視察研修なども事務局が提案するのではなく、部員の要望により企画
され、「こんなことやりたい」「もっと部員間の交流を」と私たちの女性部という
活動に成長してきているようです。
そんな女性部の活動にもっと若い方々にも参加していただいて、女性部パワー
を事業に生かしていただければと思います。「子供が小さくて…」「毎日忙しいか
ら…」「イベントや何やと参加しないといけないことが多いのでは…」と先延ばし
にしていては損ですよ。利用できるところを上手に利用してください。それで充
分です。

中井公晴

某日、高齢の会員さんより、「今まで入力できていたワープロソフトで作ってい
る文書に、文字が入力できなくなった。…」と電話での問い合わせ。
状況を色々聞いてみて、専門用語を使って説明しても理解してくれないだろうし、
電話でのやり取りではなかなか伝わっ
てこない。ソフト名を聞くと「ワード
2010 」との事。こちらもこのバージ
ョンは使い始めたばかり。とりあえず
パソコン画面をそのままにしてもらい、
レスキュー隊のごとくソフトの解説書
を持って会員さん宅まで駆けつけた。
画面を見ながら状況を聞いて操作す
ると、ちゃんと入力できる。話をよく
聞いてみると、息子さんがお父さんの
ために文字を大きく表示するようにし
ていたため、画面内に入りきらず、入力部分が見えなかったものと判明。無事、
問題解決。
数日後、今度は「業界の書類申請で、過去３年間の売上明細が必要。明細は会
計ソフトに打ち込んであるだけで、書類には残っていない。３年前の数字がどこ
を見たら良いかわからない…」と、また電話で問い合わせがあった。
この会員さんの利用している会計ソフトは、商工会では使っていないため、お
役にたてるかどうかわからない。その旨を伝え、とりあえず３年前に使っていた
パソコンと今現在使っているパソコン（どちらもノート型）を商工会まで持って
きてもらう事にした。
古いパソコンのＨＤＤは、容量一杯にデータがあふれていた。その中から３年
前の会計データを探し、また売上明細をやっとの思いで見つけ出し画面に表示。
これで無事問題解決。会員さんも大喜びでした。
最近は、多くの高齢の会員さんがパソコンを使って、経理をしたり、業界の書
類を作成したりされています。そのような中、パソコン操作中に何か不明な点で、
簡単なことであれば商工会もお役にたてるかもしれません。

確定申告はもうすぐです。

理事

＊金谷征正会長挨拶＊

職員の現場レポート パソコンレスキュー隊出動
経営指導員

石原有仁

「商工会って何をする団体ですか？」って何回か聞かれた経験があり
ます。
みなさんはご存知ですか？ 単に商売している人たちの集まりだとお
思いではないですか？
商工会は、地域の事業者が業種に関わりなく会員となって、お互い
の事業の発展や地域の発展のために総合的な活動を行う団体なのです。
事業者と言う言い方は漠然としていますが、法人でも個人でも該当
します。皆さんが自分で何か事業をしたい時、すでに自分で何か事業をしている
が相談したいことがある時、遠慮なく相談してみてください。経験豊富な職員さ
んたちが手助けしてくれますよ。商工会を気軽に活用してください。
今、地産地消と言う言葉をいたるところで耳にします。地域で生産された様々
な生産物や資源をその地域で消費するという意味ですが、昨今のように自然災害、
異常な円高など生活の不安定要素が多くなった今、尚更に私たちの地域に目をも
どして手を取り合って生活していきましょう。
商工会はそんな貴方を積極的に応援してくれるパートナーなんです。

商工会に入った最大のメリットは信頼のある最高の仲間に出会えるこ
とだと思います。商工会って何をするところ？と、よく聞かれます。自
分でもよくわからないので調べてみました。
とある雑誌に、商工会は事業所をサポートし、成長させる団体である
という文面に出会いました。この一言で、商工会が表現出来るなと感じ
ました。
まずは、記帳の仕方から決算・税務申告まで、税務・経理事務等の指導、この時
に事業所の弱み、強みを把握して貰います。そして、経営診断、事業所単位の強み
弱みを熟知してるからこそ出来る分析・提案をしてくれます。そして、事業所単位
での経営改善点・新規事業等へのアドバイス、また、それに対しての融資の相談。
一貫して経営のお手伝いをしてくれます。
私自身商工会に加入してのメリットは、祭りやボランティアを介して、商工会地
域はもとより岡山県内全域に知り合いが増えたこと、またセミナーに参加し視野が
大きく広がりました。何より青年部に入り、組織論を勉強しました。
商工会地域の事業所は、個人だけで経営されている方が多いと聞きます。後継者
が事業承継するには事業所を組織化する必要がある、ということを学びました。
例えばお祭りを一つ計画するとします。それにはプログラムを考える人、会場レ
イアウトを考える人、出店する場合、仕入れから販売までの計画、これを一人で実
行するには、時間がたりませんし、もちろんいい案も出ないと思います。
会社経営も同じで役割を決めることによって、成果である利益を出せるのではな
いのでしょうか？そのヒントが、商工会にはあります。みなさん、商工会をどんど
ん使ってさらに元気のある事業所にしていきましょう。

赤磐商工会瀬戸支所

気軽に活用してください

平成 23 年11月 23 日開催
第1回
『やっぱり あかいわ生まれ！』 大盛況！御礼

11月23日、赤磐商工会では地域産品等を一堂に集めて、展示・
試食・試飲を楽しんでいただくイベント「第１回やっぱり あかい
わ生まれ！」を開催しました。多くの地域住民の方にご来場いただ
きありがとうございました。予想を超える入場者で会場が混雑し、
不手際がありましたことをお詫び申し上げます。
会員企業と消費者が直接交流する「こだわりトークコーナー」で
は、３事業所による製造秘話などの披露があり、定員を超える聴講
者となりました。
会場では食品だけでなく工業製品の展示もあり、商工会として初
めての試みでしたが、来場者のアンケートにも満足のいくイベント
であったことが伺えました。
また赤磐商工会が開発した朝日米の米粉麺試食コーナーでは先着
300名に揚げ麺を無料提供し、にぎわいました。今後も地域住民
の方に赤磐産品をより知っていただく機会を設け、地域と一体とな
った赤磐産品として地産地消が進むよう積極的にPRに努めたいと
思います。
展示会参加事業所名（50音順）
笹埜商店
赤磐市
笹埜造酢(有)
赤磐酒造(株)
瀬戸農産物加工企業組合
赤磐商工会
坪井塗工社
赤磐ふるさとの味研究会
利守酒造(株)
石窯パン工房 麦のひげ
みのる化成(株)
(株)是里ワイン醸造場
室町酒造(株)
(株)ミショウパンチング
山近醤油醸造場
小坂酒造(株)
(有)山本製菓
笹埜醤油醸造元

赤磐商工会ホームページを活用して、自社をＰＲしてみませんか？
赤磐商工会熊山支所

経営指導員

松本孝之

赤磐商工会のホームページを活用して、会員事業者の情報発信のお手伝いをし
ています。
「会員企業情報」のページには、約 800 社の定型情報（住所・電話番号・事業
内容等）を掲載しています。情報登録・更新作業は、職員が行いますので商工会
会員で未掲載の方及び紹介文等の内容変更があれば随時、商工会事務局へお申し
出下さい。「会員企業情報」に登録し
て頂くと、公的機関のホームページ
なので、検索エンジンの上位で検索
され易いというメリットもあります。
自社サイトをお持ちの方は、リンク
の貼り付けも可能です。
また、新商品やセール情報などあ
りましたら、トップページに掲載さ
れる「エリアニュース」をご活用下
さい。記事内容や写真撮影のお手伝
いも商工会が行います。
赤磐商工会ＨＰのアクセス数（Ｈ
Ｐを見に来る人）は、1 日約 200 件です。トップページに記事を掲載するという
事は、1 日、200 人にその情報を知ってもらえるという事です。
お気軽にお声かけ下さい。貴社の新着情報や地域の街ネタお待ちしています。

所得税申告期日：平成24年3月15日（木）
消費税申告期日：平成24年4月2日（月）

多数のご要望により、
展示即売会として「第2回やっぱり
の来年度開催を検討いたします。

帳簿の整理はできていますか？

あかいわ生まれ！」

☆青色申告特別控除（最高65万円）

各種控除証明書：生命保険料（一般・個人年金）・地震保険料・国民年金保険料・

☆青色事業専従者給与の必要経費算入

小規模企業共済等掛金・国民健康（建設国保）保険料・住宅借入金等特別控除に関

☆純損失の繰越しと繰戻し

わる書類・源泉徴収票（事業以外の収入がある人・公的年金含む）
医療費控除の対象者：所得の5％以上もしくは年間10万円を超える医療費を負担し

◎ 会員の方を対象に相談会を開催しています。
（予約制）

た人（領収書を受診者、医療機関ごとに集計し保存しておいて下さい。）

2月15日〜は混み合います。お早めに！
！

☆東日本大震災に係る義援金等を支出した場合、寄付金控除等の控除が受けられます。
商工会への義援金は、寄付金控除となります。（確定申告には領収書が必要です。）
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赤磐商工会

検索

http://www.akaiwasci.org/

…………………………………

◎確定申告に必要な書類

◎ 青色申告の主な特典

…………………………………

…………………………………
申告期限を過ぎると青色申告の特典が使えなくなる等、申告者の不利益となります。申告は期限内に行いましょう。

…………………………………

平成23年度会員ア ップ数県下NO.1更新中 ！

吉井支所
赤磐市周匝141-1
TEL：086-954-0502

＊＊＊＊＊＊私たちがサポートします。
＊＊＊＊＊＊
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………

熊山支所
赤磐市松木630-1
TEL：086-995-1400

………

赤坂支所
赤磐市町苅田508-1
TEL：086-957-3169

………

あかっぴー

本部・山陽支所
赤磐市下市357-7
TEL：086-955-0144

………

赤磐商工会
イメージキャラクター

商工会員募集中！

厳しい時代だからこそ 赤磐商工会をぜひご活用ください！
詳しくは、
赤磐商工会本部又は最寄りの支所まで
瀬戸支所
岡山市東区瀬戸町瀬戸91-15
TEL：086-952-0323

朝日米揚げ麺大好評！

揚げ麺レシピ（2人分）

作り方

材料

１ 麺を軽くほぐしふるって粉
を落し、
１７０度の油で１分程度
揚げる(きつね色)。
２ 小口に切った肉、皮をむ
いたエビをフライパンで軽く
炒めて取り出しておく。
３ ２のフライパンにサラダ油
を少し足してから、一口大に
切ったキャベツ・いちょう切り
の人参・くし形に切った玉ねぎ・
かまぼこを炒めて火が通ったら、
醤油・酒・みりん・オイスター
ソース・スープを加えて、肉と
エビを戻す。
４ 片栗粉を大さじ２の水で
溶いて、
３をもう一度よくかき
混ぜながらとろみをつける。
揚げた麺にかける。

朝日米米粉麺
１玉
キャベツ
５枚
（白菜でも可）
玉ねぎ
１／４個
人参
１／３本
ばら肉
５０ｇ
エビ
５０ｇ
かまぼこ
適量
醤油
大さじ２
酒
大さじ１
みりん
大さじ１
スープ
１５０ｃｃ
オイスターソース 大さじ１
片栗粉
大さじ２
サラダ油
適量

ご要望が多かった揚げ麺レシピをご紹介します。
アグリで持ち帰り用ラーメンを買って、是非
作ってみて下さい。
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