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全ては会員の笑顔のために ： 新規会員募集中!!全ては会員の笑顔のために ： 新規会員募集中!!

商工会管内の過去のイベントを
すごろくと共に振り返りましょう！

※サイコロが手元になければスマホで
　「サイコロ」「ダイス」で検索してください

成羽
なりわ

川上
かわかみ

有漢
うかん

備中
びっちゅう

1

3

2 成羽愛宕大花火(2009年)

軽トラ市(2014年)

成羽の名物、銀滝　１マス進む

26 有漢町納涼ふるさと祭
(2019年)

有漢町のみんなで総踊り
サイコロをもう1回振って「１」がでれば１マス進む

8 マンガ絵ぶたまつり
(2010年)

可愛い子ぶたとおおかみ　１回休み

45 2012年よりスタート
１回休み

ふるさとまつり(2008年)

チャリティー買い物にご協力
１マス進む

マンガ絵ぶたまつり(2019年)

話題になった
キャラクターがずらり
１マス進む

6

7

9

成羽愛宕大花火
(2016年)

西山夏祭り(2007年)

マンガ冬絵ぶた
イルミネーション

(2010年)

大河ドラマの主役、真田幸村
サイコロを振って「６」が出たら１マス戻る

高原の夜空に花火が大きく開く
夜なら１回休み

10

1112

有漢町納涼ふるさと祭(2015年)

備中神楽太鼓でノリノリ
１回休み

13
14

15

16

ふるさとまつり(2015年)

東京からの御一行様　１マス進む

20

21

18
17

19
ふるさとまつり(2010年)

伊呂波さんの力強い踊り
１マス戻る

風ぐるまフェスタ2012
in うかん(2012年)

歌って踊った常山公園
１マス進む 22

24

25
23 スタート!

ゴール!

新春すごろく

記念すべき
10回目
サイコロを２回
振って「１０」以上
なら１マス進む

備北商工会報
パートナー 第39号 令和3年１月

■本部・成羽 〒716-0111　高梁市成羽町下原432-1
TEL（0866）42-2412　FAX（0866）42-2012

編集・発行：備北商工会

■有漢支所 〒716-1321　高梁市有漢町有漢3387
TEL（0866）57-2924　FAX（0866）57-2930

■川上支所 〒716-0201　高梁市川上町地頭1814-1
TEL（0866）48-2000　FAX（0866）48-3660

■備中支所 〒716-0303　高梁市備中町長屋7-2
TEL（0866）45-3137　FAX（0866）45-3171



備北商工会報 パートナー（2）　令和3年1月 第39号

全ては会員の笑顔のために ： 新規会員募集中!!

　謹んで新春のお慶びを申し上げます。
　皆様には、平穏で希望に満ちた新年をお迎えのことと思います。　　
　昨年は、高梁市とともに認可を受けました経営発達支援計画に基づき
まして多様化、複雑化する事業者の経営課題に対応するとともに、新型
コロナウイルス感染症の世界的な拡大の影響を受ける事業者に対する
相談体制の強化を図り、国・県及び高梁市の経済対策や支援事業の周知・
推進を行うなど、事業者の経営の持続化に努めました。
　今年は新型コロナウイルス感染症の収束及び終息を願うとともに、
関係機関・団体と連携しながら、事業者の皆様の経営支援の諸事業を
行ない、皆様とともに地域経済の復興に取り組んでまいります。
　本会の事業・運営に一層のご理解とご協力を賜りますようお願い
申し上げますとともに、皆様方のご健勝ご多幸をご祈念申し上げまして、
新年のご挨拶とさせていただきます。

　新年明けましておめでとうございます。
　皆様におかれましては、健やかに新年をお迎えのこととお慶び申しあげま
す。また、日頃から市政に対しご理解ご支援を賜り心から感謝申しあげます。
　昨年は新型コロナウイルス感染症の影響により、本市も大変厳しい経済
状況に置かれました。市も様々な経済対策を打ち出しましたが、事業者支援
にあたりましては多大なるご尽力を賜り重ねて感謝申しあげます。
　このような状況下にあって、岡山髙島屋での「備中たかはしフェア」は
前年から売上が大きく伸び、明るい話題となりました。市内事業者の皆様の
高い実力を再認識したとともに、備北商工会のサポートがその力を十分に
引き出したものと思います。
　市では本年、今後１０年間を見据え、新たな総合計画を策定します。“つなが
り”から創る心豊かなまちづくりを基本理念に、地域産業・資源を活かした活
力あるまちづくりを進めてまいりますので、お力添えをお願い申しあげます。
　結びに備北商工会のますますのご隆盛と、皆様方のご健勝ご多幸を心
からお祈りし、年頭のごあいさつといたします。

高梁市長　
近藤　隆則

備北商工会  会長
平山　寿男

新年
ご挨拶
新年
ご挨拶

【成羽】株式会社ゆ
う

難波　早苗さん

【川上】BarBer TSURE：NCHI

松本　勝巳さん
【川上】株式会社カードック瀧本
竹迫　晴男さん

【事務局】
藤森　あずみさん

【備中】
平井　計行さん

【有漢】有限会社和
田組

和田　直樹さん

【成羽】石田商店
石田　雄一さん

年男さん
年女さん新年の抱負

2021年

【備中】長谷川工務
店

長谷川　英憲さん

受賞者のご紹介 おめでとうございます!

商工会青年・女性部役員功労者 富永　時江岡 山 県 知 事 表 彰

　令和２年１０月２２日開催の商工会法施行６０周年記念岡山県商工会大会で表彰式が行われました。

永年協力事業所 有限会社高木建設中小企業景況調査
感謝状贈呈事業所

優良常勤役職員 向井　勝彦中国経済産業局長表彰

（敬称略）
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新会員のご紹介　令和元年12月～令和2年１１月加入分（敬称略）

支援の現場から
～経営支援事例をご紹介します～

事業所名

公文書写　高梁ポルカ店

葉 廣 は つ み

木 口 剛 介

㈱ 辰 巳 屋

村 上 伸 幸

所在地

成羽町成羽878-15

成羽町成羽878-15

成羽町成羽2632-1

川上町七地3 0 6 6

成羽町成羽2140-5

事業内容

学習サービス

ハンドメイド雑貨

左 官

農 業

建設機械整備

No

1

2

3

4

5

　高梁市内で開発された特産品の育成
と販路拡大を目的に、「備中たかはし
フェア」を、岡山髙島屋で開催しました。
　会場には、２４社１２０品の高梁を代表
する商品をはじめ、ピオーネやシャイン
マスカットなどの農産品も販売され、
多くのお客様で賑わいました。
　また、高梁城南高校の販売実習として、
生徒のみなさんにも参加いただき、大変
活気のあるフェアとなりました。

名称：岡山髙島屋「備中たかはしフェア」
主催：高梁市特産品創出ネットワーク
（高梁市、備北商工会、高梁商工会議所、
備北広域農業普及指導センター、
高梁市観光協会、ＪＡ晴れの国岡山、高梁城南高校）

会期：２０２０年１０月２８日（水）～１１月３日（火・祝）

１．販売箇所／備北商工会本部（高梁市成羽町下原432-1）
　　　　　　※支所では取り扱いをしておりません。ご注意ください。
２．販売時間／９：００～１７：００
３．休　　日／土日祝・１２月２９日～１月３日
４．販売停止期間／１２月２８日～１月１１日
5．そ の 他／なくなり次第終了となります
新型コロナウイルス感染症の状況により時期が変わる可能性があります

　大正７年創業の芳烈酒造株式会社は、高梁市有漢町の酒造メーカーとして１００年以上の
歴史を誇る老舗企業です。昨年は、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、「蔵開き」や「酒蔵
コンサート JAZZ in UKAN」が相次いで中止。厳しい経営環境
が続きました。
　そんな中、コロナ渦でもお客様が笑顔になれる商品を作ろう
と、観光客や女性向けの商品を開発。ラベルデザインについて、
備北商工会へ相談がありました。相談を受けた佐藤経営指導員
は、高梁市在住のデザイナー“Ｎｏｓｅ Ｒｉｅ”さんを紹介し、チラシ作
成など支援実績のある藤森主事とともにラベルデザインに取
り組みました。　
　試行錯誤を重ねて完成した、猫城主さんじゅーろーがデザイン
された「櫻芳烈（180ml）飲みくらべ３本セット」、プレゼントや自分
へのご褒美にもぴったりな「大吟醸 櫻芳烈 Ｗｏｍａｎ【ウーマン】」
は、新聞にも取り上げられるなど、人気商品に成長しました。
　両商品ともに、有漢町の芳烈酒造をはじめ、高梁市図書館内の
高梁市観光案内所でも販売中です。かわいいデザインと共に、
美味しいお酒で楽しい時間をお過ごしください。

【事業所名】芳烈酒造株式会社
【住　　所】〒716-1321 高梁市有漢町有漢２５３５-１
【電話番号】０８６６-５７-２００３　【ホームページ】http://www.houretu.jp/
【担 当 者】佐藤 敏幸 経営指導員・藤森あずみ 主事

女性部の事業所紹介4回目は、成羽町の
成羽運送株式会社を紹介します！

事業所データ
事業所名 成羽運送株式会社
事業内容 運送業
所 在 地 高梁市成羽町下原1027-1

　私たちは、地域に根ざしたサービスを提供
すべく、地元で採掘される石灰や地元企業
の部品、建設現場への重機輸送など、モノ作
りの原材料を安心・安全に運んでいます。こ

れからも、基本に忠実をモットーに、物流を通じて地域社会
に貢献していきます。宜しくお願い致します。

～女性部員事業所紹介～

一言

T　E　L 0866-42-3346
F　A　X 0866-42-3083
https://nariwa-express.hakooshi.com/

次回はあなたの事業所かもしれません！

乞うご期待を！

　11月29日、旧成羽高校グラウンド
にてグラウンド・ゴルフ大会を開催し
ました。今年はコロナ禍で視察研修
を行うことができないので、密を避けた野外行事ということで開催しました。ゲーム
中はチーム内で励まし合う声や、ボールを打つ軽快な音など和気あいあいとした雰
囲気の中行われました。大会後の表彰式では、優勝チーム賞、個人賞1位～3位、参加
賞を贈呈しました。

　12月も目前で寒いかと思い
きや、走ったり歩いたりなどで体
が温まり、良い運動になったの
ではないでしょうか？ご協力い
ただいた皆さま、ありがとうござ
いました！今回参加できなかった
方も次回はぜひご一緒に！（※次
回のグラウンド・ゴルフ大会の
開催は未定です）

グラウンド・ゴルフ大会

女性部青年部

Go To Eatキャンペーンin岡山県
プレミアム付食事券 の販売をしております。

▲櫻芳烈（１８０ml）飲みくらべ３本セット
純米 猫城主さんじゅーろー、本醸造 備中松山城、
純米吟醸 櫻芳烈の３本セット

▲大吟醸 櫻芳烈Ｗｏｍａｎ【ウーマン】
山田錦１００％、アルコール分１６度、
日本酒度マイナス１２．０の大吟醸

▲藤森主事と芳烈酒造㈱難波周子さん

第２回 岡山髙島屋
「備中たかはしフェア」を開催しました！

　7月に各エリア青年部が絆感謝運動として清掃奉仕事業を行いました。青年部員同士
の絆、青年部と地域との絆を実感できる事業となりました。

「"絆"感謝運動」

　10月7日、14日に若手後継者等
育成事業として「働き方改革セミ
ナー」を開催しました。講師として
特定社会保険労務士の成川彰浩
先生にお越しいただきました。
　1日目は、「働き方改革と自社の
現状分析」、2日目は、「外国人材の
雇用の現状と課題」というテーマ
で働き方改革について学びまし
た。円滑な労使関係を築く上で効
果的なセミナーとなりました。

令和２年度若手後継者等育成事業 「働き方改革セミナー」

商工会青年部 全国統一事業

▲7/9 有漢地域局周辺清掃

▲7/23 備北商工会備中支所周辺清掃

▲7/16 成羽川河原清掃

▲7/15 マンガ絵ぶた公園周辺清掃

備北商工会では、
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※サイコロが手元になければスマホで
　「サイコロ」「ダイス」で検索してください

成羽
なりわ

川上
かわかみ

有漢
うかん

備中
びっちゅう

1

3

2 成羽愛宕大花火(2009年)

軽トラ市(2014年)

成羽の名物、銀滝　１マス進む

26 有漢町納涼ふるさと祭
(2019年)

有漢町のみんなで総踊り
サイコロをもう1回振って「１」がでれば１マス進む

8 マンガ絵ぶたまつり
(2010年)

可愛い子ぶたとおおかみ　１回休み

45 2012年よりスタート
１回休み

ふるさとまつり(2008年)

チャリティー買い物にご協力
１マス進む

マンガ絵ぶたまつり(2019年)

話題になった
キャラクターがずらり
１マス進む

6

7

9

成羽愛宕大花火
(2016年)

西山夏祭り(2007年)

マンガ冬絵ぶた
イルミネーション

(2010年)

大河ドラマの主役、真田幸村
サイコロを振って「６」が出たら１マス戻る

高原の夜空に花火が大きく開く
夜なら１回休み

10

1112

有漢町納涼ふるさと祭(2015年)

備中神楽太鼓でノリノリ
１回休み

13
14

15

16

ふるさとまつり(2015年)

東京からの御一行様　１マス進む

20

21

18
17

19
ふるさとまつり(2010年)

伊呂波さんの力強い踊り
１マス戻る

風ぐるまフェスタ2012
in うかん(2012年)

歌って踊った常山公園
１マス進む 22

24

25
23 スタート!

ゴール!

新春すごろく

記念すべき
10回目
サイコロを２回
振って「１０」以上
なら１マス進む
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