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今月の会員事業所のイチオシ！

発行責任者／中澤 修
〈発行回数〉
月1回1日発行
〈印刷部数〉1,750部

詳細は3をご覧ください

 奈良県橿原市久米町番地の
橿原商工会議所 〒7(/
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商工会議所 LOBO

早期景気観測

業況ＤＩは、
一部に弱さ見られる
先行きは、
不透明感強く、
ほぼ横ばいの動き
POINT

● 全産業合計の業況DIは、
▲20.2（前月比▲1.9ポイント）
● 都市部の民間工事を中心とする建設業の底堅い動きや堅調なインバ
ウンド需要が下支えしたものの、根強い消費者の節約志向に加え、気
温の低い日が続き、夏物商材の需要が低迷した小売業や、例年より長
い梅雨の影響で客足が減少した飲食・宿泊業を中心とするサービス業
の業況感が悪化した。深刻な人手不足による受注機会の損失や人件
費・外注費の増大、原材料費の高止まり、米中貿易摩擦や世界経済の
先行き不透明感が中小企業のマインドを下押ししており、足踏みが続
いていた中小企業の景況感は、足元で弱い動きがみられる。
● 先行き見通しDIは、
▲20.1（今月比+0.1ポイント）
● 個人消費の拡大やインバウンドを含む夏の観光需要拡大への期待感が
うかがえる。他方、人手不足の影響の深刻化や、原材料費の上昇、
コスト
増加分の価格転嫁の遅れ、
貿易摩擦や世界経済の動向、消費税引上げ
の影響など不透明感が増す中、
中小企業の業況感はほぼ横ばいで推移
する見通し。

〈令和元年7月度調査結果〉

ＬＯＢＯ全産業合計の各ＤＩの推移 （2017年7月以降）
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※DI値(景況判断指数)について／DI値は、業況・売上・採算などの各項目について
の、判断の状況を表す。
ゼロを基準として、
プラスの値で景気の上向き傾向を表す
回答の割合が多いことを示し、
マイナスの値で景気の下向き傾向を表す回答の割
合が多いことを示す。
したがって、売上高などの実数値の上昇率を示すものではな
く、強気・弱気などの景況感の相対的な広がりを意味する。DI=（増加・好転などの
回答割合）
（減少
・悪化などの回答割合）
※1 2019年4月より新たに調査を開始したため、2019年4月以前の数値は存在しない。

LOBO調査要領

▶調査期間／2019年7月16日〜22日

▶調査対象／全国の339商工会議所が2,666企業にヒアリング

内訳

建設業 440 製造業 631 卸売業 318
小売業 552 サービス業 ７25

▶調査項目／

そのほか、詳しい情報については

https://cci-lobo.jcci.or.jp からご覧ください。

セ・ミ・ナ・ー・の・ご・案・内
◆ビジネスマッチなら 橿原ビジネス商談会
成約を勝ち取れ！現役バイヤーが秘訣を伝授します！
商談会事前対策セミナー

●開催日時：９月１２日
（木）１３:３０〜１６:３０●講師：大島 仁美 氏
（(株)47CLUB
モール事業部コンサルタント）●受講料：橿原商工会議所・県内商工会・県内商工
会議所の会員・ビジネスマッチなら 橿原ビジネス商談会エントリー事業者⇒無料
／上記非会員⇒５，
０００円●定員：４２名●申込締切：９月６日
（金）

◆消費税軽減税率対策窓口相談事業
元バイヤーの中小企業診断士が コッソリ 教える
「商品開発・改良」の基礎知識セミナー
●開催日時：９月１１日
（水）１８:３０〜２１:３０●講師：茂井

康宏 氏（プラ
●受講
ンコンサルティング 代表 中小企業診断士/経営コンサルタント）
料：無料●定員：３０名●申込締切：９月３日
（火）

書くのも時短！読むのも時短！瞬殺POPの作り方
●開催日時：9月24日
●講師：石井
（火）

香代 氏
（(株)ビーアップ 代表取締
●受講料：無料●定員：1０名●申込締切：9月18日
役 中小企業診断士）
（水）

◆人材不足対策・業務効率化・労働生産向上セミナー
「橿原モノづくり塾」
●開催日時：9月25日
（水）
・10月2日
（水）
・10月9日
（水）19：00〜21：00
●講師：長友久和氏
（長友社会保険労使事務所

代表 特定社会保険労務
士）、加藤慎祐氏（加藤中小企業診断士事務所 代表 中小企業診断士）、
吉田善彦氏（経営システムコンサルティング事務所 代表 中小企業診断
●受講料：無料●定員：40名●申込締切：9月20日
士）
（金）

各セミナーの詳細、
申込方法につきましては、
当所ホームページをご覧ください。
お問い合わせ先：橿原商工会議所 TEL.0744-28-4400

Ó
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業況・売上・採算・資金繰り・仕入単価・販売単
価・従業員の前年同月比(前年同月と比較した今月の水準)と向こ
う3カ月の先行き見通し
（今月水準と比較した向こう3カ月
（当月を
除く）
の先行き見通し）、
自社が直面している経営上の問題など

令和元年度

健康診断
の ご案内
橿原商工会議所では、事業主やそのご家族ならびに
従業員を対象とした健診事業を実施しています
（会
員様限定）。本年度も下記の要領にて実施いたします
ので、
この機会にぜひ受診していただき、皆様の健康
管理にお役立てください。
実 施 日：令和元年１０月２４日
（木）
・２５日
（金）
※どちらか都合のよい日に受診してください。

受付時間：
【午前の部】 9：00〜11：30
【午後の部】13：15〜16：30
実施場所：リサイクル館かしはら プラザ棟
申込方法：今月の折込チラシをご覧いただき、
ＦＡＸ又は郵送でお申し込みください。
※昨年まで受診されました事業所様には
別途案内を送付させて頂きます。

申込締切日／令和元年９月30日
（月）
【必着】
橿原市国民健康保険に加入されている方（４０歳以

上）
は橿原市より助成があります。

申込方法・詳細については 今月の折込チラシまたは
橿原商工会議所ホームページをご覧ください。

橿原商工会議所 貸室のご案内
広さの異なる4つのタイプの貸室をご用意しております。

会議室A

会議、展示会、研修会など規模や目的に合せて、
ご自由にお選びください。
橿原商工会議所会員の皆様には特別価格でご利用いただけます。
4階見取り図▶
お申込み方法・料金等について、
まずはお気軽にお問合せ下さい。
● 特別会議室
（ロ型

多目的スペース

〈研修会例〉学校式／42席（30坪）

ご利用時間
〈午
前〉 9：00〜12：00
〈午
後〉13：00〜17：00
〈夜
間〉18：00〜22：00
〈午前・午後〉 9：00〜17：00
〈午後・夜間〉13：00〜22：00
〈全
日〉 9：00〜22：00

固定式45席（42
坪）
●和 室
（ 椅 子・机を
置くことも可能で
す
（7.36坪））
がございます。

会議室A

（旧ミーティングルーム）

多目的
スペース

特別会議室

（旧ロビー）

会議室B

（現在閉鎖中）
給湯室

和室

内部階段

エレベーター

女子WC
男子WC

〈レイアウト例〉
口型式／16席（18坪）

特別会議室
会員
一般
15,000
30,000
20,000
40,000
50,000
25,000
35,000
70,000
45,000
90,000
60,000 120,000

多目的スペース
会員
一般
9,000
18,000
12,000
24,000
15,000
30,000
21,000
42,000
27,000
54,000
36,000
72,000

会議室A
会員
一般
6,000
12,000
8,000
16,000
10,000
20,000
14,000
28,000
18,000
36,000
24,000
48,000

和室
会員
一般
3,000
6,000
4,000
8,000
5,000
10,000
7,000
14,000
9,000
18,000
12,000
24,000

●販売行為等その他営利を目的とした利用は、
それぞれ基本料金の５割増しとします。
●表の金額が会員・一般の基本料金です。
（税抜価格）
プロジェクター等の貸出料金、
その他詳細はホームページ
「貸室のご案内」
●複数日にわたって使用し、荷物等を夜間おいて帰られる場合は、 ●音響設備、
（http://kashihara-cci.or.jp/kashishitu/）
をご覧ください。
22時までの基本料金を頂戴いたします。

お問合せ

橿原商工会議所 総務係

TEL.0744-28-4400 メール info@kashihara-cci.or.jp

ask 24
奈良 の24時間は警備 のプロにお任せください

SECURITY

施設警備・機械警備・交通警備・イベント警備ほか
多数なケースに対応できます

Building Management by

支店：大阪・東京・奈良 営業所：名古屋

ASUKA

アスカ美装

本社 橿原市醍醐町296-1 TEL.0744-24-1757

株式
会社

http://www.asukabiso.co.jp/

.DVKLKDUD
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〜関西電力からのお知らせ〜

台風襲来に備えた対処方法について
〇台風接近に伴い、思いもよらない強い雨風が予想されます。看板や植木等は風に飛ばされやすく危険です。
これらが電柱や電
線に接触し、停電の原因になることがありますので、風が強くなる前に、
しっかりと固定する等早めの対策をお願いします。

〇切れた電線や折れた電柱などは、感電の恐れがあり大変危険です。絶対に近づいたり、触れたりせずに、関西電力までご連絡
願います。切れた電線が垂れ下がったり、電柱が傾いていたりしても、絶対に近づかないようにお願いします。
〇また、家の外へ避難する際は、通電火災を防ぐため、家の中にあるブレーカーを切って避難していただきますようお願いしま
す。
（万が一に備えて事前にブレーカー位置の確認をお願いします）

〇関西電力エリアにお住いのみなさまへ、関西地域の停電情報をスマートフォンでお知らせ出来るようになりました。

「停電の発生時間」、
「復旧見通し」
の確認ができます

【関西電力お問い合わせ先】

（停電時のお問い合わせ）０８００−７７７−３０８１
（電気の契約、電気料金のお問い合わせ）０８００−７７７−８８１０

【関西電力ホームページ】

（防災ハンドブック）
あらゆる災害に備えた知識や情報を掲載しています。
https://www.kepco.co.jp/corporate/report/f̲bousai/index.html

（停電情報）

https://www.kepco.co.jp/energy̲supply/supply/teiden-info/

大規模災害時には、ホーム
ページ上に「停電お問い合
わせ受付フォーム」
や、電線
断線、樹木倒壊など当社設
備の「被害情報受付フォー
ム」
を開設する予定にしてお
りますので、
こちらも是非ご
活用をお願いします。

奈良県流域下水道協議会よりお知らせ
井戸水等を公共下水道へ排出されている事業所の皆さまへ
●工場や事業所などで井戸水（地下水）
や湧水、雨水利用水

など、水道水以外の水を使用され、
その排水を公共下水道

に排出する場合は、排出先の市町村に届け出の上、排出量

に応じた下水道使用料を納めていただく必要があります。

●新たに水道水以外の水の使用を開始する際や、既に使用
しているものの、
まだ届け出をされていない場合は、下記
問合せ先までご連絡願います。

【問合せ】最寄りの市町村の下水道担当課まで

{
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会員事業所の

会員企業の新商品・新サービス
新社屋・新店舗オープンのニュース

自慢の技、イチオシの一品などを
ご紹介しています！
載料無料
掲

歴史の街・今井の
アクセサリーショップです
当店は、パワーストーン・シルバージュエリーを直輸入直売して
います。パワーストーンブレスレットは自分の目的に合わせてオー
ダー出来、
お客様に大変好評頂いています。商品はすべて卸価格
にて販売。広くなった店内でゆっくりお買い物して下さい。パワー
ストーン一粒１０円より、
シルバーアクセサリー１個２００円より。

Tchu Tchu Ka （チュチュカ）
〒634-0812
橿原市今井町2-10-29
Tchu Tchu Ka日本総代理店
N.N Trading Japan

八木西口
小綱池

090-6662-4147

［営業時間］11：00〜17：30
［定休日］
月、火曜日
［Eメール］n.n.trading.japan@gmail.com



★

 橿原市立

今井小学校

奈良医大

四条町西



▲落ち着いた店内はゆっくりできます

奈良にうまいものあり
前澤にうまいものあり
当店は、安心・新鮮な食材にこだわり、化学調味料は一切使用
しておりません。料理も食材を生かすことはもちろん、
ひと手間も
ふた手間もかけたものばかりです。大和牛を使ったミートソース
などをはじめ、できる限り奈良の食材を使い、素材から徹底的に
吟味した本格イタリアンを表現する、落ち着いた雰囲気のあるお
店です。

▲店内

Trattoria前澤
〒634-0078 橿原市八木町1丁目7-38 ２F

［営業時間］
ランチ 11：30〜14：00
ディナー 17：00〜21：30
（日・祝は21：00まで）
［定休日］水曜日
［Eメール］hbcrownn@yahoo.co.jp
［HP］http://www.torattoria-maezawa.com

八木西口

0744-48-3808
0744-48-3808

★



橿原市役所



畝傍



▲ディナーコースイメージ

掲載を希望される方は当会議所広報誌担当までご連絡ください。
TEL 0744-28-44 0 0

E- ma i l：i nfo @ka shi ha r a - c c i .o r .j p

.DVKLKDUD
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通信

●開催日／7月26日 ●講師／Ofﬁce
●参加者数／13名

女 性 会 会 員であ る
岡野恭子氏を講

o f f i c eカノン
代表
師に迎え︑
﹁ タイ 式 ヨ
ガ﹂
である﹁ルーシー ダ
ットン﹂を教えていただ
ル ーシー ダットンと

きました︒
は︑﹁ 本 来あるべき 状 態
に 戻 す ﹂こ と を 目 的 と
しているものです︒ポー

令和元年7月

日︵ 月 ︶橿 原

委員会のメンバー紹介と各 部会

の説 明 ︑近 畿 ブロック大 会の 概

ライドで確 認しながらの説 明が

の近 畿ブロック大 会の写 真をス

最 後に︑来 年の事 業 開 催まで

ありました︒

のスケジュー ルを 確 認 し ︑ 月

連 合 会 会 長 予 定 者 であ る 松 本

う と 意 思 確 認 して 会 は 終 了 し

の大 会 P Rを ︑皆で盛 り 上げよ

︑ 日 開 催 予 定の大 野 大 会で

12

ました︒

11

その 後 ︑仲 嶋 氏 から ︑現 運 営

ました︒

がりました︒

ースでの懇 親 会は大いに盛り上

実 行 委 員 会 後 ︑新 入 会 員の久
力 依 頼 が行われました ︒次に大
会 会 長 予 定 者 の 仲 嶋 正 起 氏 ︑ 保 勇 輔 氏︵︵ 株 ︶久 保 組 ︶の紹 介
続いて 山 内 尚 氏 の 挨 拶 が あ り と 入 会 式 が行われ ︑多 目 的スペ

みの 表 明 と ︑メンバーの 参 加 協

智 亜 樹 氏の挨 拶で︑近 畿 ブロッ

畿 ブロック 商 工 会 議 所 青 年 部

の進 行で開 会し ︑令 和 元 年 度 近

委 員 長 予 定 者 であ る 山 内 尚 氏

まず︑近 畿 ブロック大 会 実 行

を開催いたしました︒

て︑﹃ 近 畿ブロック大 会はじまり 要 と 開 催 地 テ ーマ︑コンセプト
の地かしはら 大 会 実 行 委 員 会 ﹄ が発 表され︑山 内 氏からは過 去

商 工 会 議 所 4 階 会 議 室 におい

29

ク 大 会 開 催 に 向 けての 意 気 込

10

▲新入会員久保君入会式

柔軟性や筋力に自信が

▲松本会長予定者挨拶

ズは優しいものが多く︑
ない方も 安 全に楽しめ
ることができ︑参加され
た 女 性 会 会 員の方 々
を 参 考 に ︑楽 し く 学 ん

は ︑岡 野 先 生の ポ ー ズ

第一回 令和2年度 第38回近畿ブロック大会
はじまりの地かしはら大会実行委員会を開催！
通信

▲岡野恭子氏
（Ofﬁceカノン 代表）

でおられました︒

.DVKLKDUD
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Young Entrepreneurs Group

※YEGとは商工会議所青年部の略称です。

橿原

YEG

女性会とは？

橿原商工会議所
女性会会員 募集！

カノン 代表 岡野 恭子 氏
多目的スペース
●会場名／橿原商工会議所４階

▲講習会の様子

橿原商工会議所 女性会事務局 TEL.0744-28-4400
お問合せ

健康講習会

性会

なった立場で経営に携わっている女性が集い、
自己研鑽、相互交
異業種の女性経営者や夫の会社を支える配偶者など、各々が異

流に努め、
セミナー・講演会・懇親会・視察旅行などの事業を行っ

ている団体です。

新入会員のご紹介

ご入会いただきありがとうございます！

令和元年5月〜7月

（順不同・敬称略）

代表者名（事業所名）

所 在 地

業

種

南出幸秀（レイテックオートワークス）

橿原市一町555 Ｃ棟コ

中古車販売、
買取、
自動車部品販売

原百香（カウンセリングルーム織糸oto）

高市郡明日香村栢森174

うつ、対人不安、子育てなどに関する心理的支援

個人

堀泰人（ジュニアバッティングスクール近畿） 橿原市豊田町208-1 ハイツエミカⅢ323

野球指導・運動能力向上トレーニング・
人間関係トレーニング
（小学生〜中学生）

細川清誠（スマートフォン研究所）

橿原市葛本町307-12
アメニティ24 1F C号

スマホ修理、
デジタルデータ復旧業

車谷麻美（ピラティススタジオ エイル）

橿原市新賀町234-2 橋本第三ビル2F

ピラティス・整体

林正弘
（静亭）

吉野郡吉野町吉野山952

飲食業・物販

松本拓也（＋D）

橿原市膳夫町535-3

美容業

事業所名

所 在 地

業

種

法人

美吉野製薬株式会社

吉野郡大淀町大岩692

製薬業・医薬品及び健康食品の製造・販売

株式会社スタイルラボ

橿原市葛本町752-25

美容業

株式会社久保組

磯城郡三宅町但馬424-8

土木建設業
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橿原市からのお知らせコーナー
橿原市から提供いただいた情報を掲載しています。
'XGPV

イベント

かしはら万葉ホール公演情報

爆笑！ものまねライブinかしはら
〈出演〉
原口あきまさ・ホリ・荒牧陽子
バラエティ番組でもおなじみのものまねのスペシャリストたちが
おくる爆笑ライブをかしはら万葉ホールで開催！
【日

時】
令和元年９月２２日
（日）
●開場／１３時３０分 ●開演／１４時００分
かしはら万葉ホール・１階ロマントピアホール
【会 場】
●一般／４，
０００円 ●高校生以下／２，
０００円
【チケット】

※全席指定・税込 ※未就学児入場不可 ※当日各500円UP
※高校生以下の方は当日入場の際、学生証等の提示を求める場合がございます。

マエストロ青島の五つ星クラシック
「題名のない音楽会」「世界一受けたい授業」でおなじみ、音楽
家『青島広志』が厳選に厳選を重ね！” 今” お客様に聴いてほ
しい曲目を取り揃えた「まなべる」系クラシックコンサート
【ゲ ス ト】
小野 勉 【日
時】令和元年１２月８日
（日）
●開場／１４時0０分 ●開演／１4時3０分
かしはら万葉ホール
【会 場】
１階 ロマントピアホール
●一般／3，
０００円
【チケット】

【チケット好評発売中！】
※全席指定・税込 ※未就学児入場不可
窓口：かしはら万葉ホール管理事務室（TEL.０７４４-２９-１３００） 【チケット販売】
プレイガイド
かしはら万葉ホール
●ローソンチケット
《Ｌコード：５６６７０》
（TEL.０５７０-０８４-００５） （TEL.０７４４-２９-１３００）
●e+
〈イープラス〉
http://eplus.jp
令和元年９月２１日
（土）
橿原市
【主 催】
●窓口／午前９時〜
かしはら万葉ホール １階 多目的ロビー
●電話／午後１時〜

▲青島広志

※窓口販売で完売の場合、電話受付はございません。

▲原口あきまさ

令和元年度

▲ホリ

▲荒牧陽子

プレイガイド
令和元年９月２１日
（土）午前１０時〜
●ローソンチケット
《Ｌコード：５２０２５》
（TEL.０５７０-０８４-００５）
●e+
〈イープラス〉http://eplus.jp
橿原市
【主 催】

▲小野勉

◀草野仁

ふれあい・いきいき祭

かしはら万葉ホールで健康と福祉について楽しく学べるイベントを開催！各階では
みんなで遊べるキッズ広場（お子様向け）、健康状態のチェックや相談、授産品販売・
バザーなどのブースがあり、幅広い世代の方が楽しめるイベントとなっております。
また１階では、福祉の功労者を表彰する式典や、
「 世界ふしぎ発見！」
でおなじみの

くさのひとし

草野仁さんによる講演会（１０時〜１２時

先着７５０人）
を実施。午後からは
「笑い

で心と身体を元気に！」
をテーマに落語公演（１３時１５分〜１４時）
も行います。
ぜひ
ご家族、
お友達をお誘いのうえ、
みんなで遊びに来てください。
【日 時】
１０月６日
（日）
１０時〜１５時
かしはら万葉ホール
（橿原市小房町）※入場無料
【場 所】
【問い合わせ先】
橿原市健康増進課
（祭全般について）TEL：０７４４-２２-８３３１
橿原市社会福祉協議会
（式典・講演会について）TEL：０７４４-２９-３８８０

' P N K IJ V G P OG P V

啓発

９月は屋外広告物適正化月間です。

【問い合わせ】緑地景観課（TEL.47-３５１６）

看板を出す際には、許可が必要で基準があることや、知事の登録を受けた業者でなければ工事ができないことをご存知ですか？身近な看板
の景観や安全について、
この機会に考えてみましょう。条例や取組について、市ホームページまたはＦａｃｅｂｏｏｋで紹介しています。

n

.DVKLKDUD

.DVKLKDUD



([SHUW6HPLQDU

橿原商工会議所専門家連携協議会

知 っ て 得 す る !!

エキスパートゼミ

橿原商工会議所
「専門家連携協議会」
所属の専門家の皆様から
「知って得する！！エキスパート ゼミ」
と題して
様々な分野から記事提供にご協力をいただいております。
是非とも平素の事業活動にお役立てください。

ライティングコンサルタント

明文堂

鈴木 あい

〒634-0846
奈良県橿原市小槻町634-45
TEL.0744-57-9138
E-mail suzuki@bunshoujoutatsu.com
URL https://bunshoujoutatsu.com/
■プロフィール

静岡県生まれ
国立静岡大学心理教育学科卒
パソコンインストラクター歴20年
方眼ノートトレーナー

■ライティングコンサルタント…

文章アドバイザー。
ＳＮＳ発信する方へ文章の書き
方をサポートしています。

マンガから学ぶ！
経営者のための文章術
だけ憎いとか嫌なヤツかは関係ないのです。
時々あるのですが、
前置きが長すぎて結論が
わかりにくい文章があります。頭でっかち、
しり

あの世界的名作から学ぶ商品の演出方法

手短に伝えるパターンを２つお伝えしました

が、最後はもう少し長く書くパターン。商品説

つぼみで、
結局なにが言いたいのか分からな

明についてです。
自分の商品の紹介の記事

くなる文章です。
まずは一番大事なことを伝

は特に苦手な方が多いようです。書き方の

え、
後から理由を付け加えるようにすると、
シン

「定番」
って言うのがあるんですけれどもネット

プルに伝わるでしょう。

で調べるとテンプレートがたくさんあってどれ

先に結論、後から理由

にしたらいいのか迷ってしまいます。
しかもそ

前フリが長くなりすぎて、
ゴルゴに逆襲撃され

の通りに当てはめるのってなかなか難しい。

ないように気をつけたいものです。

何をどのくらい、
どんな風に書いたらいいのか
分からない。

のび太のママとサザエさんの共通点

でも安心してください。
とってもいいお手本が

もっとこうして欲しい、
こんな風に動いてくれた

身近にあるんです。
あの世界的に有名なアニ

文章を書く機会というのは意外とあるものです。

ら。思い通りに社員が動いてくれたら、嬉しいも

メ、
ドのつく、
ドラゴンボールじゃないですよ。
そ

社内では社内報を出す会社でなくても、
文字

のです。
こちらの意図を提示して、理解を得る

れは・
・
・
・
ドラえもんです。

で紙に残せば自分の言いたいことが、社員

ようにするためにはコツが入ります。例えば
ドラえもんの始まりはいつものび太君のお困り

全員にいつでも目に留まる形で残せます。社
外では自社のPR活動をインターネットで行う
機会も増えています。そうはいってもなかな

【のび太のママがのび太を動かそうとして
いるシーン】

ごとから始まります。
のび太くんに何か事件が
ありまして

か。話はできるけれど、
書くとなると手が止まる

「ガミガミガミガミガミガミ ガミガミガミガミガミガミ」

「ドラえも〜〜〜ん！
ジャイアンが〜〜！」
とか

ものかもしれません。今日はそんな経営者の

しまいにのび太は早く終わらないかなという顔になり

「ドラえも〜〜〜ん！ スネ夫が〜〜！」

方のために、簡単に書ける文章術をお伝え

「あんなに言わなくたって、
たかが０点くらい

いたします。

で、
ドラえも〜〜ん」
と、悪かったことさえ忘れてしまい母親を悪者

文章のお悩みＴＯＰ３は

１ 長い ２ 伝わらない ３ 書けない、

♪ちゃっちゃら〜〜〜

も怒り損です。

とひみつ道具が出てきます。
その後これはどう
いう道具でこういう風でこうやって使ってとドラ

【サザエさんがカツオを呼び止めるシーン】
「ちょっと、
カツオ！」

襲撃されてしまうような文章

ここでしたたかなカツオは「これはマズい！長く

学生の時、
長い朝礼や、
始業式、
終業式はあ

なるぞ」
と察知して早々に外へ遊びに出かけ

りませんでしたか。聞いている方は「早く終わ

てしまいます。

たかったのかになってしまっては、せっかくの

【波平さんがカツオに説教を始めるシーン】
「ぶわっかも〜〜ん！
！」

お話も時間も、
もったいないですよね。

から始まるので、
さすがのカツオは逃げられません。

ゴルゴ１３という劇画タッチの漫画をご存知で

波平さんは呼びつけて叱りますが意外と短く

しょうか。
ゴルゴはスゴ腕のスナイパーで、
イカ

「次はこうしなさい」
と案を出すことが多いです。

ツイ顔の殺し屋さんです。依頼者はなぜその

お気づきでしょうか。人になにか動いて欲しい

人が憎いのかあれこれ経緯を説明しようとし
ます。
すると真顔で

えもんが解説をする。
そして使ってみる。使っ
てみたらあら便利！
これがいつもの定番パターンです。
「品物」
を出すまでに鉄板の「順番」があるん
です。
いつもこれ。
だけどつい読んでしまう。分
かっていても面白い。

らないかな」ばかり気になって、内容は一つも
記憶に残らないようなお話。
いったい何を言い

ガサガサしはじめまして

にして、
他人をたよりに行きます。
これではママ

一つ一つ見ていきましょう。
ゴルゴ１３に嫌われて

と訴えてきます。
そこで ドラえもんが
「しょうがないなぁ、
それだったら」
とポケットを

時は、相手が「聞きやすい」
と感じる順番で
「短く」手渡すことです。
「ぶわっかも〜〜ん！
！」

商品説明を書く時はドラえもんがひみつ道具を
出す鉄板パターンを想像しながら書いてみましょ
う。読み手もワクワクする順番が自然とできます。
【伝わる文章のポイント】

長くなってしまう→要点を最初に伝える
伝わらない→聞きやすい順番を意識する
書けない→定番のパターンを使う

「要件だけ言ってくれ」

から始めるのが得策ではありませんが伝わり

ゴルゴ１３、
サザエさん、
ドラえもん、
身近なとこ

と言葉をさえぎります。
ゴルゴにとって大事な

やすい順番を意識して書いてみましょう。伝わ

ろにも文章のヒントが隠れています。文章を書

のは仕事を全うすることで、
ターゲットがどれ

り度合いがアップします。

く時の参考になれば幸いです。
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9月号

ハローワーク求職者情報
No

希望職種

希望収入

■お問合せは、
ハローワーク大和高田へ

TEL.0745-52-5801

希望勤務時間

学歴

担当／職業紹介部門 平田

住所

※令和元年8月22日現在
ハロ ーワークに登 録
されている人の一例です

職歴（最新▶旧）
・免許・資格

1

一般事務

18万円

8：30〜18：00

大卒

橿原市

2

一般事務

時給1000円

9：00〜17：00
1日7時間・週5日程度

大卒

橿原市

3

経理事務

35万円

9：00〜17：00

4

接客販売

時給950円

9：00〜15：00
1日5時間・週4日程度

高卒

橿原市

接客販売：約１０年、
ホールスタッフ：約１４年

5

倉庫作業

18万円

8：00〜18：00

高卒

橿原市

医療器具洗浄・検品：約６年、
精肉加工：約５年

6

医薬品製造

20万円

8：00〜18：00

高卒

橿原市

高卒

橿原市

短大卒 香芝市

7

軽作業

時給1000円

9：00〜17：00
1日5時間・週4日程度

8

調理師

25万円

不問

9

施設介護

18万円

不問

高卒

大和高田市

10 施設介護

20万円

不問

大卒

大和高田市

専門卒 橿原市

長引く咳、それって結核かも！？
9月24日〜30日は結核予防週間です

結核ってどんな病気？

結核は、
「過去の病気」
ではなく、今でも国内で毎年約１万７千人の方が新た
に発病している、
日本最大級の感染症の一つです。結核は、感染源となる患者
の咳やくしゃみに含まれる結核菌を直接吸い込むことで感染します。結核の初
期の症状には、咳、
たん等、風邪症状とよく似ているため、発見が遅れがちです。
〈中和保健所における結核の年齢区分別割合〉 0〜19歳
0.0
H28年（80人）
17.5
0.0
H29年（57人）
17.5
0.0
H30年（58人） 13.8
0%

20〜59歳

60歳以上

82.5
82.5

40%

60%

営業・企画・秘書：約１４年〈資格〉秘書検定１級
税理士補助：約２年、
土木作業：約７年
〈資格〉
日商簿記１級

食品製造：約２年、
建築施工管理：約１０年
〈資格〉
建築施工管理２級、
フォークリフト

資産運用アドバイザー：約１５年〈資格〉証券外務員１種
調理師：約９年〈資格〉調理師
施設介護：約５年〈資格〉
ヘルパー２級
生活介護：約２年、
事務：約１９年
〈資格〉
介護職員実務者研修、
同行援護、
行動援護

結核は過去の病気ではありません！
中和保健所管内では、平成３０年に５８人の結核患者が見つかっていま
す。
そのうち２０〜５９歳の働き盛り世代の方は、
８人（１３．
８％）
でした。特に
糖尿病等の病気を患っている人は、病気の進行に伴って免疫力が低下し、結
核発病のリスクが高まります。働き盛り世代の方は、症状があっても仕事の都
合等でなかなか受診できず、治療が遅れ、悪化につながることもあります。

結核は発病予防・早期発見が大切

★結核を発病させないために
・バランスのよい食事、適度な運動、休息の確保を心がけましょう。
★結核を早期発見するために
・下記のいずれかに当てはまるときは早めに受診を。
痰のからむ咳が２週間以上続いている。

86.2
20%

営業：約１年、保育士：約２年〈資格〉保育士、
幼稚園教諭

80%

100%

微熱・身体のだるさが２週間以上続いている。

・定期的に（年１回以上）胸部レントゲン検査、必要時には精密検査をきちんと受けましょう。

【問い合わせ】奈良県中和保健所 保健予防課感染症係 〒634-8507 橿原市常盤町605番地の5 TEL.0744-48-3037

50年後もありがとうと言われるマイホームを。
798万円からの注文住宅、狭小地の土地活用は

わたしたちは、
新たに導入した最新鋭の印刷機で
を
お客さまの
「作りたかったもの」
実現いたします。

おかげさまで100周年

株式会社

崎山組

■本
社 奈良県橿原市南八木町2丁目3−35 TEL 0744−22−2353
■モデルハウス 奈良県橿原市南八木町2丁目1−10 TEL 0744−25−4566

お問合せ／お申込は
フリーダイヤル

0120 - 35 - 4566

http://www.sakiyamagumi.com

オフィスビル
入居者募集中

わたしたちは予防医学を行い急性期医療から回復期リハビリテーション
在宅医療と介護福祉においてトータルなケアを行っています。

大和八木駅より
徒歩3分
２F…10.9坪
４F…9.09坪
14.45坪
５F…9.09坪

社会医療法人

平成記念会

橿原中央ビル株式会社
橿原市北八木町1丁目１-８
TEL.0744-23-1800 FAX.0744-21-8008
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キャッシュレス決済導入フェア結果報告
($!
EfV

●会場／ミグランス
4 階 コンベンションルーム
●参加者数／ 51 人

消費税軽減税率制度とキャッシュレス決
済導入に関するセミナー第3弾を実施致しま
した。今回三つのエリアに分かれたフェア形
式で開催致しました。
「 好きな時間に好きな
エリアに行くことができてキャッシュレス導入
を進めることができました。」
との声をいただ
きました。
【ミニ説明会エリア】

▲決済体験会場

▲会場入り口

▲決済事業者ミニ説明会

▲決済体験会と相談①

▲決済体験会と相談②

▲決済体験会と相談③

各キャッシュレス決済取扱い事業社がサー
ビス内容を説明
【デモンストレーション体験会ブースエリア】
各キャッシュレス決済取扱い事業社のブー
スで導入から決済までの流れを体感
【キャッシュレス導入に関する相談エリア】
キャッシュレス導入を活用した集客術など、
キャッシュレスの活用の仕方について相談
〈参加キャッシュレス決済取扱い事業社〉
楽天 Pay ／ Air PAY ／㈱アプラス／ LINE
Pay ／ PayPay ／ Origami Pay ／イオンク
レジットサービス
〈レジ補助金に関する相談〉
㈱ USEN
〈キャッシュレス導入に関する相談〉
MSIN ㈱、㈱ディーエスビット

かしはら創業塾2019
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橿原市特定創業支援事業 かしはら創業塾2019

DRe

●講師／吉田 喜彦 氏（中小企業診断士）、
和田 貴美子 氏（中小企業診断士・税理士）、中野 雅公 氏（中小企業診断士）、
松山 徳子 氏（弁理士）、福西 豊 氏（社会保険労務士）
●協力／橿原市、橿原商工会議所連携支援金融機関
（㈱京都銀行・奈良中央信用金庫・㈱南都銀行・㈱日本政策金融公庫・
大和信用金庫・㈱りそな銀行）
▲吉田善彦 氏
●会場／橿原商工会議所 ４階 会議室 ●参加者数／ 12 名
（中小企業診断士）

「かしはら創業塾2019」
を開催しました。
〈カリキュラム〉
【人材育成】従業員を雇用しよう
【経営】
ビジネスビジョン・事業コンセプト作成 【知的財産と商標権】
【理想の把握・確認】
【創業融資制度の活用方法】
【販路開拓】
【課題の洗い出し】
マーケティングの基礎知識
【ギャップの分析・問題解決】
【財務】会計と財務の基礎知識 【ビジネスプランの作成と発表】

£Ó .DVKLKDUD

▲松山徳子 氏
（弁理士）

▲和田喜美子 氏
▲中野雅公 氏
（中小企業診断士 税理士） （中小企業診断士）

▲福西豊 氏
（社会保険労務士）

▲藤原祥長 氏
（（株）くらし応援社代表取締役）

消費税軽減税率対策窓口相談等事業
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今からでも間に合う最低限おさえるべきポイント
●時間／ 14：00 〜 16：00
●講師／仲光 和之 氏
（中小企業診断士（一社）日本キャッシュフローコーチ協会認定コンサルタント）
●会場／橿原商工会議所 ４階 会議室 ●参加者数／１６名

軽減税率制度導入直前対策として、制度の説明と、注意点について解説を行いました。
〈カリキュラム〉①軽減税率制度の復習②価格の設定と表示方法③接客、現場対応での
注意点④事務処理での注意点⑤資金繰りでの注意点⑥ロールプレイワーク⑦その他

▲セミナーの様子

ビジネスマッチなら 橿原ビジネス商談会
奈良県産品を使った

(#' 商品開発セミナー
7cZ

)#
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●講師／伊藤 順 氏
（㈱キースタッフ
代表取締役副社長）
●会場／
大和郡山市商工会館
●参加者数／ 20 名

「今売れている商品

コンセプトショップ
「大和路ショップ」
との個別商談会

●時間／ 13：00 〜 17：10
●バイヤー／大和路ショップ
（㈱近鉄百貨店）
●会場／桜井市商工会館
●参加者数／１２社

大和路ショップ（㈱近

▲セミナーの様子

とは？価格競争からの脱却」
をテーマに以下の内容でセミナー

鉄百貨店）バイヤーを招

▲商談の様子

を開催しました。〈カリキュラム〉
・地域資源を活用した加工特

聘し、販路拡大を目指した個別商談会を開催しました。商談会に

産品開発の手法 ・自ら手掛ける商品パッケージデザインづく

は１２事業所が参加しました。各事業所は、会社説明や商品につ

り・販路開拓の勘所〜自分で販路を創る重要性

いて熱心に説明し、売り込みを行いました。

外国人技能実習生受入事業

(## 運営委員会
>`_

外国人技能実習生受入事業 運営委員会（委員長 植田浩和）

を開催し、議案は以下の通り、
すべて承認されました。
①平成30年度事業報告・収支決算報告について②令和元年度事業計画
（案）
・収支予算（案）
について③送り出し管理費・監理団体管理費について④
これからの技能実習受入・適正な管理について⑤その他について

▲運営委員会の様子

建設業部会と橿原市建設業協会合同会議

>`_

●時間／ 13：30 〜 15：15 ●会場／橿原商工会議所 ４階 会議室

合同会議では、提言活動として毎年実施している橿原市への要望
書提出に向け、会員の皆様のご意見やご要望を当所建設業部会正副
部会長と橿原市建設業協会正副会長にて協議を行いました。

参加者

)&

橿原商工会議所建設業部会
橿原商工会議所建設業部会
橿原商工会議所建設業部会
橿原市建設業協会
橿原市建設業協会

部会長
副部会長
副部会長
会長
副会長

嵜山
中川
中谷
松田
嘉藤

雅由氏
茂宣氏
芳一氏
充玄氏
良道氏

金融機関との連携会議

))
EYf

●時間／ 14：00 〜 16：00
●会場／橿原商工会議所 ４階 会議室
●連携金融機関／
㈱京都銀行・奈良中央信用金庫・㈱南都銀行・
㈱日本政策金融公庫・大和信用金庫・㈱りそな銀行

会員の金融機関に加え、橿原市と近畿財務局奈良財務事務所による連携支援会議を開催
しました。会議では、連携支援に向けたネットワークの構築、経営お悩み相談会、
１０月に実施
するビジネスマッチなら 橿原ビジネス商談会などの小規模事業者支援について話し合いを
行いました。又、当所と橿原市・各金融機関の連携協定締結に向けて話し合いを行いました。
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相談所通信

取引先の新たな扉を開くチャンス！ビジネスマッチング成功への鍵
はじめに、商談を行うにあたりこれだけは心がけてほしいことを挙げたい。誤解がないように述べるが、
もちろん
「不成立」
はある。言葉遊びのよ
うに聞こえるかもしれないが、
マッチングに取り組みさえすれば必ず何らかの成果を得られる点で失敗ではないのだ。例えば、
うまく商談が成立
しなくても経営者は多くの気付きを得ることが出来る。価格で折り合いがつかなければ仕入コストの改善を、受注ロットに対応できなければ生
産能力の向上を考えなければならない。
これらは次回以降の商談に活かすことができる。
また、相手と成約に至ることができなくても、情報交換
ができる相手になるかもしれない。
つまり、
商談を行うということだけでも経営者の見聞を広めるのに役立つということだ。

商談に臨むならココが大事！
！
自社製品の「売り」
・
「優位性」の説明準備ができているか
①自社製品と他社製品との比較

③売り込む商品の商品カルテ
（展示・商談会シート）
消費者の立場から見て、
自社製品の売り・優位性がわかるように表現できるか。 空欄が多い商品カルテはダメ。
カルテの記載内容により、
バイヤー（買い手）
の立場で商品を扱うことによるメリットを説明できるか。
会社の意気込み・商品売り込みの本気度が評価される。
②商品の特徴を表現するキャッチコピー
使う場面に応じた字数のキャッチコピー
（呼び込み用、
ＰＯＰ用、商品カルテ用など場面に応じたもの）
が準備できているか。

商談での対応ポイント
①事前に商談相手先をリサーチ
（商談継続にはコミュニケーションが必要、相手を知る）

④バイヤーからの要求対応

どのような客層をターゲットにしているか。どのような商品を扱っているか。
（自社の商品が並ぶ）売場はどうなっているか。ライバル商品はあるのか。

②説明商品を絞る
（短い時間で紹介できる商品は限られている）

沢山の商品を紹介しようと中途半端になっていないか。
限られた時間で商品説明をする準備はできているか。
カタログや商品リスト等を準備し、他にも商品があることを示すことも必要。

③バイヤーの意見を聞く時間を確保（しゃべりっぱなしの商談はＮＧ）

相手の会社（バイヤー）
はどのような商品を求めているか。
それに対して何か提案できないか。継続的な関係を築くヒントがないか。
バイヤーからの商品評価を必ず聞き出しているか。

「高い」
と言われて返す言葉（説明）
があるか。
取引する際の条件を準備し提示できているか。

⑤流通形態の確認

卸をとおした取引か。
直接取引か。
取引形態に応じた取引条件が準備できているか。

⑥当たり前の事を再確認

誠意ある対応ができているか。
（服装、言葉遣い、
態度、清潔さ。
商談は
「人」）
試食用サンプルが試食できる状態で準備できているか。
持ち帰り用のサンプルは用意できているか。
名刺・配付資料が用意できているか。

アフターフォローのポイント
①名刺の整理、
バイヤーへの御礼連絡

速やかな礼状を出せているか。
（メールＯＫ）

②商談内容の確認

商談中の懸案事項、確認事項は速やかに回答できているか。

③こまめな連絡で関係を切らない

礼状を送ったら、
すぐに次のアポイントを取っているか。
新商品発売の際の連絡等、機会を作って連絡できているか。

販路拡大に向けてセミナー等活用しよう！
橿原商工会議所では、販路拡大等の様々なテーマでセミナーを開催しておりますので、
ご活用していただくことが大事です。

〜元バイヤーの中小企業診断士がコッソリ教える〜

「商品開発・改良」の基礎知識

〈日時〉令和元年9月11日
（水）18：30〜21：30
〈場所〉橿原商工会議所

成約を勝ち取れ！現役バイヤーが秘訣を伝授します！

商談会事前対策セミナー

〈日時〉令和元年9月12日
（木）13：30〜16：30
〈場所〉橿原商工会議所

申込方法等詳細は橿原商工会議所HP（http://kashihara-cci.or.jp）
をご覧ください。

まずは、身近な商談会を見にいこう！

ビジネスマッチなら 橿原ビジネス商談会

〈日時〉令和元年10月17日
（木）
・18日
（金） 両日とも10:00〜16:00 〈場所〉橿原神宮 崇敬会館

地域の魅力発見フェア

ＨＰを
ご確認ください

入場無料
是非お越しください！
県内企業・団体による優れた製品・商品・技術・サービス等の即売・展示・相談会も実施。
どなたでも自由に入場できます。
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月 会議所行事予定
日（6XQ）

商：ビジネスマッチなら 橿原ビジネス商談会

月（Mon）

火（7XH）

●令和元年度
サービス業部会
視察研修
商 バイヤー・メディア
をうごかす最強の
プレゼンセミナー
●橿原物産協会
第2回作業部会

£

Ó

●青年部
第9回なら
奈良まつり出展

n

Î

木（7KX）

{

x

金（)UL）

●青年部役員会

土（6DW）

È

商 モニタリング

Ç

個別相談会

£ä

●異業種交流
事業委員会
消「商品開発・改良」
の基礎知識セミナー
〜元バイヤーの
中小企業診断士が
“コッソリ”教える〜

££

●第43回福祉住環境
コーディネーター
検定試験申込登録開始
（〜10/11（金））
●青年部総務
公報委員会

●経営お悩み
相談会
●異業種交流事業
委員会主催
やましん高田
ビジネスクラブ
との交流会

£Ó

●第６回空き店舗
対策事業委員会

商 商談会事前対策

セミナー
「成約を勝ち取れ！
現役バイヤーが
秘訣を伝授します！」

£Î

●女性会役員会

£{

「４７CLUB
奈良新聞社」
との
個別商談会

●ビジネス法律
セミナー&
法律個別相談会

敬老の日

£Ç

£n

£

Óä

ÓÓ
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秋分の日

青年部連合会 ビジョン委員会 Óx
Ó{ ●奈良県商工会議所

ÓÈ

ÓÇ

Ón

Ó

Îä

商 ビジネスプラン
コンテスト
一次審査

Î

{

x

●奈良県商工会議所

●工業部会主催
橿原モノづくり塾
（１日目/全３日）
青年部連合会 役員会
消 書くのも時短！
●金融審査会
読むのも時短！
●第2回選挙管理委員会
瞬殺POPの作り方
●橿原商工会議所
●第217回 珠算能力検定試験
女性会と
申込受付開始（〜9/27（金））
●第46回 ビジネス実務法務検定試験 大和高田商工会議所
申込登録開始（〜10/25（金）） 女性会との合同講演会

Ó

各種共済のお知らせ

自動車事故費用共済
人身事故で加害者になった場
合に、お見舞い費用や、香典料
など多額の自己負担が必要にな
る場合があります。相手側に対
する道義的責任（誠意）
について
の補償は自動車保険では必ずし
も十分とはいえません。万一のと
きあなたの経済的負担を幅広く
サポートする共済、
それが県共済の自動車事故費用共済です。

負傷者が

事故の日から180日以内に
死亡されたとき
（1事故につき）

後遺障害共済金

（障害級別による）

入通院共済金
365日分
または300万円限度

12〜300万円
入院日額 4,500 円
通院日額 2,250 円

（1人あたり）

1事故につき入院、通院合わせて1日最高18,000円

特

対物共済金

（1事故につき）

お問い合せは

30,000円

橿原商工会議所

共済契約者の経済的負担を補うため

合計 300万円までの実費を支給
契約者側にも過失のある場合
死亡臨時費用共済金（一時金として支給） 30 万円
算定された額を限度
12〜300万円 として実費を支給
左記の日額により、

合計300万円までの実費を支給

契約者側にも過失のある場合
入通院臨時費用共済金（一時金として支給）
（3日以上の通院または入院で、1事故につき）

議員職務執行者の変更
（株）京都銀行 橿原支店 支店長
常議員
1号議員

変更前

変更後

下岡 拓也 氏 長谷川 修三 氏

1 概要…

相手側の場合

300 万円

異動のお知らせ News of a change

シールラリー参加事業所募集

すべての共済金は、共済契約者にお支払いします。

契約者側の場合

Ó£

〈橿原市観光協会からのお知らせ〉

補償内容（共済金額300万円契約の場合）

死亡共済金

●青年部
第9回なら
奈良まつり出展

商９月個別商談会

£È

£x

●青年部
9月定例会
家族交流会

商 モニタリング
個別相談会
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消：消費税軽減税率対策窓口相談等事業

3 万円

約
他人の財物を破損・汚損・滅失させ、その損害額が
2万円以上になったとき（1共済期間内に1回）

!(%%#)%%!!

①参加店は購入したお客様の台紙に事前に配布しているシールを
貼っていただく
②お客様は、参加店や観光施設等を巡り、
シールを集め、規定の数に
達したら回収ボックスに入れる
③期間終了後、抽選を行い当選者に賞品を送る

2 実施期間…… 令和元年１２月１日〜令和２年２月２９日
3 募集店舗…… 小売業、飲食業など、
お客様に商品サービス提供を行う店舗
4 募集店舗数…３０店舗
5 申込締切…… 令和元年９月１３日
（金）

参加希望の方、事業詳細につきましては下記までお問い合わせください

【問合せ先】一般社団法人 橿原市観光協会 TEL.２０−１１２３
※参加事業所はパンフレット等に店名、写真等の情報を掲載します。
事業所のPRにもなりますので是非この機会にご参加ください。
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三和澱粉工業株式会社は
素材の提供を通じて
お客様の抱える課題解決に
貢献します︒
私たちは自然の恵み︑
トウモロコシを原料に
﹁環境調和企業﹂
を目指します︒

三和澱粉工 業 株 式 会 社

