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平成26年の新春を迎え謹んでお慶び申し上げ
ます。

昨年はアベノミクスにより景気回復に一筋の光
明を見出すことができ、射水市においても進出企
業の顕在化や統合庁舎の建設計画など明るい話題
が提供されました。加えて、北陸新幹線が金沢ま
で開業し射水市が合併して10年の節目を迎える
平成27年に、「第35回全国豊かな海づくり大会」
が新湊地区において開催されることが決定しまし
た。また、「経済」の語源は「経世済民＝世を経

おさ

め、
民を済

すく

う」に由来しているといわれ、政治や行政
とは非常に深く結びついていることを示していま
す。そのようなことから、地元経済の活性化をめ
ざし射水市と力を合わせる上で、夏野市長の再選
と会頭職の再任が時を同じくしたことは大きな意
義があったと感じています。

本年4月には消費増税が実施されますがその影
響は計り知れません。歴史に鑑みれば例外なく景
気は後退しますが、摩訶不思議なアベノミクスの
ことですから初の例外を生み出すかもしれません。
大切なことは、どのような状況になろうとも、あ

せらず、あてにせず、あきらめずに淡々と対処し
ていくことだと考えます。射水商工会議所では部
会の活性化を図り原点である中小企業の代弁者と
しての役割に回帰し、まちづくりにおいては、実
践段階を迎えた「新湊近未来構想」の実現に向け
行政とともにプロジェクトを推進していきます。
また新たに、次代を担う人材に正しい時代認識を
身につけてもらう「いみず塾」を創設し、地域に
おける人材育成のお手伝いをしたいと考えていま
す。

誰かに頼れば何とかなる時代は過ぎ去り、自己
責任、自助努力、自主判断で自らが切り開いてい
く創造の時代を迎えている今、考え、行動する組
織としてこれからも射水商工会議所は発信力を高
めていきたいと考えています。本年も会員各位に
は何卒倍旧のお引き立てを賜りますようお願い申
し上げ、あわせて今後益々のご隆盛をご祈念申し
上げます。

大変僭越ではありますが、年頭にあたり所感を
述べさせていただきました。

2014年の新春を迎えて

　年頭のあいさつ
射水商工会議所
　会頭　牧田　和樹
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年 頭 所 感

明けましておめでとうございます。日本商工会議所会頭に就任して初めて新年を迎えました。

■｢日本再出発の礎｣を築く
私は、昨年11月の会頭就任時に「新たな日本再

出発の礎を築く」とした所信を表明し、絶えざる
進化により、さらなる飛躍に向けて全力を尽くす
ことを会員の皆様に誓いました。新たな再出発を
果たして成長を実現していくため、「わが国の強
みと潜在力の再認識とその発揮」、「民間の自助努
力」、「成長につながる国際化」の３つの視点を踏
まえた上で、「現場主義」と「双方向主義」を基本
行動として、商工会議所の運営に取り組んでまい
ります。 

■民主導で｢成長戦略｣実行
さて、昨年は、アベノミクスによりデフレ脱却

の絶好の機会を得ることができ、2020年のオリン
ピック・パラリンピックの東京開催も決まったこ
とから、将来に希望を持つことができた年でした。
今年はデフレ脱却と経済再生の道筋を確実にする
ための正念場の年となります。デフレマインドか
ら脱却し、自信を持って前向きな行動マインドに
転換する、いわば「国のリセット」の年と言えます。 

その成否を握るのは「成長戦略」であり、その
実行の主役は民間企業、特にその大宗を占める中
小企業です。海外経済の緩やかな持ち直しや円高
修正などにより、大企業を中心に業績の回復がみ
られ、各種経済指標も好転傾向にありますが、中
小企業の景況感は、原材料費や人件費の上昇を価
格に転嫁できていないなどの理由により、依然と
してまだら模様と言わざるを得ない状況です。わ
が国の成長を確実なものとするためには、日本経
済の基盤を支える中小企業全体の底上げを実現す
る必要があります。

そのためには、まずはわれわれ自身が、日本経
済を支える主体としての気概と自信を持ち、自助
努力を重ねることが大事です。多くの中小企業は、
独創的なアイデアや創意工夫を持って、限られた
経営資源を最大活用し、成長を図っています。知
恵を絞りに絞って課題解決を図っている好事例は
貴重な財産ですので、商工会議所が中心となって、
広く横展開を図ってまいります。一方、消費税率
の引き上げによる価格転嫁の問題など、自らの力
だけではどうしても解決できない構造的な課題に

直面している企業も数多く存在します。こうした
課題の解決策については、現場と丹念に対話を重
ねることで政策提言にまとめ、政府等に積極的に
発信してまいります。特に、４月に予定されてい
る消費税率引き上げに関しては、中小企業の円滑
な価格転嫁が進むよう、政府と協力しながら万全
の対策を進めてまいります。 

■「日本再出発」に向けた
　　重点課題への取り組み

今年で東日本大震災から３年が経ち、被災地で
は被災企業が事業再開を果たすなど、徐々にでは
ありますが復興への歩みが進んでおります。今年
も全国514商工会議所の皆様の力を結集して被災
地支援を継続します。１日も早い本格復興に繋げ
るため全力を挙げていきましょう。 

また、「エネルギー政策」、「“経済連携協定の着
実な推進と強い農林水産業の創出”の同時達成」、

「社会保障制度の再構築」など国の将来を左右する
重要課題に対しては、127万会員の力を結集して、
積極的な政策提言を続けてまいります。 

2020年のオリンピック・パラリンピック開催は、
東京だけでなく、各地域においても、自身の成長
を実現できるまたとないチャンスです。地域活性
化の中核的な担い手である商工会議所が主導し
て、観光資源や文化、歴史をうまく活用し、独創
性にあふれる多くの取り組みを生み出すことで、
地域の再生につなげていきましょう。

■「地域の発展」
　　「日本の発展」のために 

私たち商工会議所は、「会員企業の発展」、「地
域の発展」、「日本の発展」の３つのミッションを持っ
ています。そしてこの３つが同一方向を向いてい
ることが極めて重要です。

私は、会頭に就任後すぐに、全国９ブロックの
主要商工会議所を訪問してまいりました。 行政
と緊密に連携を図り、中長期のビジョンを明確化
している会議所、規制改革を活用し、地域の競争
力強化の先頭に立っている会議所、少子化問題や
過疎化対策等、難問に正面から向き合い解決を図

日本再出発へ、力強い一歩を
日本商工会議所
　会頭　三村　明夫
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新年あけましておめでとうございます。
旧年中は青年部の活動に多大なるご理解とご協

力賜り、誠にありがとうございました。青年部会
員を代表し厚く御礼を申し上げます。

平成25年度は「一致団結～創造と実行をつなぐ
架け橋へ～」のスローガンのもとに地域活性化の
為に、メンバーだけでなく地域の方々との意見交
換を行うなど、様々な活動をおこなってまいりま
した。さらに、今年度は射水から富山県商工会議
所青年部連合会の会長を輩出し、県連を主導して
まいりました。積極的に県連の事業に参加する事
により、多くの仲間との交流、絆が増え、さらに
射水ＹＥＧの存在感を高めると共に、射水市をア
ピールすることができました。

我々の町には多くのランドーマークがあるにも
関わらず、全国的な知名度が低く、観光客が射水
市に立ち寄らないという現状があります。今年度
残り僅かの任期ではありますが、私達の町の明る
い未来に向け、観光客誘致の為の土台作りの為に、
幾つものイベントに参加した経験を活かしながら、
メンバー全員が一致団結し、若手ならではの創造
をしていきます。

最後になりますが、会員事業所の皆様にはこれ
までと変わらぬご指導、ご鞭撻いただけますよう
お願い申し上げると共に、青年部の皆様のこれか
らのご多幸と益々のご繁栄をご祈願し、新年の挨
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。
皆様には、お元気で新しい年をお迎えのことと、

お喜び申し上げます。
平素は女性会の運営に対し、ご指導ご協力を賜

り年頭にあたり心より厚くお礼申し上げます。
昨年４月、任期満了に伴う役員改選におきまし

て、会長職を再任いただき、副会長はじめ、新た
な役員体制で３期目がスタートしました。そうし
た中で、街の賑わい創出のため今回初めて十楽の
市「仮装カーニバル」に参加し『素敵な仮装だった
で賞』をいただきました。また、新湊まつり花火
会場に出店事業を行い、収益金で購入した玩具を
保育園に寄付させていただくなど、様々な事業を
とおし射水商工会議所女性会の存在を市内外の皆
様にＰＲすることができましたのも、これも役員・

会員皆様のご協力のお陰とうれしく思っています。
皆様ありがとうございました。

さて、2015 年 3 月に開業します北陸新幹線、
2020年東京オリンピック開催決定など、明日に希
望がもて未来に向かって頑張ろうという意欲を持
つことができますが、消費税増の影響も懸念され
楽観視できない状況であります。

私たち女性経営者として女性の特質を存分に発
揮し、相互の温かい友情と自己研鑽を重ねながら、
地域の発展と良き伝統・文化を愛し明るく心豊か
に暮らせる街になるように努力していきたとい存
じます。

年頭にあたり、皆様のご商売の繁栄と健康で幸
せな一年でありますようにお祈り申し上げ新年の
挨拶とさせていただきます。

　新年のご挨拶

　新春を迎えて

射水商工会議所青年部
　会長　竹山　　実

射水商工会議所女性会
　会長　木谷　泰子

年 頭 所 感

ろうとしている会議所などなど、まさに地域の発
展、日本の発展のため、多大な努力を日々実践し
ている現場を目の当たりにしました。大変力強く
感じるとともに、こうした活動をより深化させて
いかなくてはならないという思いを新たにしました。

地域における商工会議所のリーダーシップを発揮し、
地域発の成長を強力に進めてまいりましょう。本
年が、日本再出発に向けた力強い一歩を踏み出す
年となりますよう、皆様の一層のご支援とご協力
を心からお願い申しあげます。  
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特 設 コ ー ナ ー

本所議員

年男・年女
座右の銘

　今年の干支は「午」です。午年は、正午という字に
も使われているように、最も太陽が頂上に昇る、生命
力の強い干支とされています。そんな午年生まれの方は、
華やかな存在感があり、情熱的な性格で才知才能に富
んだ方が多いそうです。今年、年男・年女を迎える本
所議員2名の方に、『座右の銘』を掲げていただきました。
本年が明るい未来の始まりの年となるよう祈念いたし
ます。

月日の過ぎるのは早いもので、あっという間に還暦
の年を迎える事となりました。振り返ってみますと、
前半が乳母日傘と言うなら後半は強い日差しにさらさ
れたと言えます。しかしながら禍福とは予測できない
もので、その間、すばらしい先輩方々との出逢いや貴
重な体験等があり、豊かな日々を送れていた様な気が
します。これからも何が起こるかわかりませんが、ド
ラマティックな人生も受け入れて、楽しみたいと思います。

笹谷　幸子
太陽興産㈱

人
間
万
事

塞
翁
が
馬

「丙午」年生まれの私は、ある意味波乱万丈の人生に
なるかと覚悟はしていましたが、今のところ無事に生
活を送れています。これも多くの人の支えがあったか
らこそ、あらためて感謝いたします。
「そなえよつねに」は、ただ、未来に備えるばかりでなく、

日常の鍛錬に励み、日々の善行を積み上げることで未
来の準備になるという意味です。これからもどんなこ
とにでも対処できるよう励んで行きたいと思います。

片岡　泰人
ネットワークウェルフェア㈱

そ
な
え
よ

つ
ね
に

午
う ま

 年

　私の出身地は福岡県北九州市の小倉だ。小倉と聞くと、
年配の方は映画『無法松の一生』を思い出すかもしれない。
無鉄砲さゆえに「無法松」と呼ばれた人力車夫・富島松
五郎が、未亡人に献身的な愛情を注ぐというストーリーだ
が、「小倉祇園太鼓」のシーンで男たちが太鼓を鳴らす姿
には勇敢さが感じられる。その独特のリズムとバチさばき
は、何度見ても圧巻だ。
　私は一度も小倉祇園太鼓に参加したことがない。参加
できるのは地元でも一部の人に限られていたからだ。しか
し、それも最近は変わりつつある。外の人間でもバチを持
てる機会を設けたり、協賛金を募ることを目的に企業関係
者の参加を促したりしている。

　外の人間が祭りに参加する−それは多くの人に参加を
呼び掛ける動きに見えるが、話は単純ではない。居住者
の減少や高齢者の増加によって、地元の住民だけでは祭
りを維持できないというシビアな現実が背景にあるのだ。
　まちづくりの先進事例である滋賀県長浜市には、日本三
大山車祭の一つである「長浜曳山まつり」があるが、やは
り担い手不足に悩んでいる。中心となって祭りを支える18
歳から 45 歳までの若衆が特に不足しているため、友人関
係を頼ってメンバーを増強しているのが実態だそうだ。個々
人の努力に頼りながら祭りを維持するのは早晩限界がくる
のでは……と関係者は嘆いている。
　では、どうすればよいか。１つは、地元を離れてしまっ
た人たちに、今一度祭りへの参加を呼び掛けること。２
つ目は、外部との関係を強化することである。例えば、一
度でも祭りに関わったことがある人に「名誉市民」となっ
てもらうのだ。図書館の入館証のように、これを持てばい
つでも祭りに参加できる、という「名誉市民証」を発行し
てもバチは当たらないだろう。
　地元のシンボルである祭りを維持するために、関係者一
人一人のアイデアが求められている。

社会学者　新　雅史

人 事 異 動

S E R I E S

「変わりつつある祭りの姿」

以上　平成25年12月31日付

事務局長

竹内　志信

退 職人 事 発 令
新 職 名 等 氏　　名 旧 職 名 等

事務局長
　兼　業務・指導課長 砂原　良重 業務・指導課長

　兼　経営指導員
業務・指導課　指導係長
　兼　経営指導員 今井　秀一 業務・指導課　指導係長

　兼　補助員
総務課　主事
　兼　補助員 東海　美聡 総務課　主事

以上　平成26年１月１日付
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先月の事業 pickup

射水商工会議所2階会議室で本所青年部会員
31名が参加し臨時総会が開催され、平成26年
度会長予定者に、加藤文統氏（㈲北日本新聞加
藤販売店常務射水市庄西町）が選任されました。
加藤氏は「会員が減少傾向にあり大変厳しい現
状だが、会長としてしっかりと頑張りたい」と
決意を述べました。

23 期より新部会体制となり、牧田会頭、伊
藤部会担当副会頭及び全 11部会の正副部会長
が集まり、第 1回 正副部会長会議を開催。今
後の部会活動と運営について協議を行いました。
今後は、各部会独自の運営スタイルで活動がス
タートします。

牧田会頭再任の挨拶に、韓国仁川商工会議所
を表敬訪問し、伊藤、加治、米田副会頭と米本
専務理事が同行しました。本所と仁川商工会議
所は、平成16年6月に姉妹提携を結んでから来
年で10周年を迎えます。

韓国仁川商工会議所
を表敬訪問

▲平成26年度会長
　加藤文統氏

第
一
回 

正
副
部
会
長

会
議
を
開
催

▲

12
19

平成26年度会長予定者に
加藤氏を選任

12
11

部会活動活発化に
向け本格始動！

12
12

予　定 主な今後の動き
イベント情報

＜会議所＞　主な今後の動き

1/6 月
本所事務始め式・あいさつ回り
富山県商工会議所連合会経済団体
「新春互礼会」

1/7 火 射水市新春懇談会
新湊地区木材（協）新年会

1/10 金 射水市新湊薬業連合会定期総会・
表彰状贈呈式・懇親会

1/14 火 射水市きらりカンパニー審査会
ベストウイズクラブ幹事会

1/15 水 高岡税務署「所得税及び消費税研修会」

1/16 木

消費税転嫁対策個別相談会
正副会頭会議・ＰＬ連絡会議
新年経済懇談会（講演会・懇親会）
連合富山・高岡地域協議会
「2014 新年祝賀会」

1/17 金 富山県予算等に関する知事
要望事項提出

1/22 水 消費税転嫁対策セミナー

1/23 木 射水市商工会新春懇談会

1/24 金 小規模事業者経営改善資金審査会

1/27 月 県下商工会議所経営指導員研修会

1/30 木 黒部・魚津・高岡・射水商工会議所との
役員交流会

注）上記は予定であり、都合により変更にな
る場合もございますのでご容赦ください。

仁
川
商
工
会
議
所
の
皆
さ
ん

と
記
念
撮
影

▲

▲臨時総会の様子

平成 26 年 4月、27
年10月と二段階で引
き上げられる消費税
増税に向け、消費税
転嫁対策セミナーを
実施。第 3 回は、中
小企業診断士・一級
販売士の田中聡子氏
を迎え、「消費税増税に負けない経営力強化策」
と題して講演いただきました。販売価格や、増
税後の売上確保など、わかりやすい説明に受講
者の皆さんは聞き入っておられました。

第3回消費税転嫁
対策セミナー実施

12
13
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インフォメーション

日本政策金融公庫
定例相談会

アドバイザー等 開 催 日 時
高岡支店国民生活事業
・小口の事業資金融資
・創業支援・地域活性化支援
・国の教育ローン、恩給・共
　済年金等を担保とする融資

１月21日（火）
13:00～15:00

富山支店中小企業事業
・中小企業への長期事業資金
　の融資
・国の中小企業政策に基づい
　た支援

１月23日（木）
13:00～15:00

相談会場　射水商工会議所 1 階相談室
■ご利用の方は、相談所まで事前に
　ご予約下さい。ＴＥＬ８４－５１１０

主な公的融資制度の利率
（平成26年１月１日現在）

資　　　金　　　名 利率（年）

日　本　政　策
金　融　公　庫
（国民生活事業）

富　　山　　県

射　　水　　市

マ ル 経 融 資 １．６０％

１．４５～
３．６５％

２．００％

２．００％

普 通 貸 付

小口事業資金

中小企業振興資金

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

市 場 拡 大 新 製 品 開 発

新 事 業 創 出 技 術 課 題

試験日は２／２３(日)です
第１３６回 簿記検定

【受 験 料】　2級：4,500 円
　　　　　　3級：2,500 円
　　　　　　4級：1,600 円
【受付期間】
≪ネット≫　1月 7日（火）～ 1月 25 日（土）
　　　　　　23：59まで
≪窓　口≫　1月 7日（火）～ 1月 24 日（金）
　　　　　　土日祝日を除く　8：30～ 17：00
≪郵　便≫　1月 7日（火）～ 1月 24 日（金）

必着

【受験料納付期限】　1 月 26 日（日）
■申込･問合せ
　射水商工会議所まで　TEL８４－５１１０
★　お申込み方法等、詳しくは本所ホーム
　ページ URL（http://www.imizucci.jp）を
　ご確認ください。

　下記のとおり「射水産学官交流会」を開催
します。産学官各分野の専門性、特徴を活か
し、互いの技術や能力を相互に活かすこと
で、企業が抱えている様々な課題解決への活
用を検討しませんか。ぜひこの機会にお気軽
にご参加下さい。
■日　時　　平成 26 年２月６日（木）
　　　　　　午後４時～午後６時 30 分
■会　場　　第一イン新湊　２階
■内　容
　１）基調講演
　演題：「未定」
　講師：富山県立大学長　石塚　勝 氏
　２）交流会・懇親会　※参加費 2,000 円
　　県立大学はじめ各学校、中小企業支援機
　　関との情報交換と交流の場を設けます。
　　※平成 25 年度射水市きらりカンパニー
　　　顕彰事業表彰式開催予定
■主　催　　射水市商工協議会
■申込･問合せ先■
　射水商工会議所まで　TEL８４－５１１０

■普通火災共済 
　安い掛金で、火災・落雷・爆発・風雪災に備える
　商品です。経費削減に役立ちます。 
 

■総合火災共済 
　補償の範囲をさらに広げ、経営をより安定させる
　商品です。多様な事故から守ります。 
 

■新総合火災共済 
　評価済共済を導入した住まいを守る商品です。多
　彩なプランから最適な補償を選べます。 
 
＜問合せ先＞ 
富山県火災共済協同組合 
TEL 076-492-1717  FAX 076-492-1017 

充実保障で暮らしを守る～火災共済～
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地元消費で、
街を元気にしよう！

～楽しいお買い物は地元の商店で～

地域の皆様に、地元新湊の商品・
生産品が愛用され、育てていただく
ことが、豊かな地域づくりの根源です。

射水市合同企業説明会
平成27年3月新卒者対象

　地元で就職を考えている方は是非ご参加
下さい。射水市内の企業、約 20 社の説明
を直接聞けるチャンスです！
日　時　平成 26 年 2 月 19 日（水）
　　　　13：30～16：00（13：00受付開始）
場　所　高周波文化ホール　1階展示室
対象者　平成 27年 3月卒業予定の大学院、
　　　　大学、短大、高専・専門学校の学生等
参加費　無料
参加企業
　1 月 7 日 ( 火 ) より射水市雇用対策推進協
議会ホームページで随時公表します。
URLhttp://www.imizucci.jp/kigyou/
申込方法
　当日の受付混雑を避けるため、次のいず
れかの方法により事前申込をお願いしま
す。（1 月 7 日（火）より受付開始。事前申
込みがなくても来場可能です。）
①ホームページから申込する。
URLhttp://www3.ibac.co.jp/2015/imizu/login.jsp
②ＦＡＸ（８４－５２４５）で申込する。申
込用紙は射水市雇用対策推進協議会ホーム
ページからダウンロードできます。
問合せ先
　射水市雇用対策推進協議会事務局（射水
商工会議所内）TEL84-5110 ／ FAX84-5245

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

新新春春時時局局講講演演会会  
 
■日 時 平成２６年１月２３日（木）

      １４：００～１５：３０ 
■場 所 ホテルニューオータニ高岡 ４Ｆ 
■講 師 政治評論家 浅川 博忠 氏 
■演 題 「内外情勢のゆくえと 

　　　　　　これからの政局」 
■入場無料 

（事前に電話にて申込みお願いします）

■申込･問合せ先 
 公益社団法人高岡法人会 
TEL 23-8855  FAX 26-1216 

公益社団法人 高岡法人会 

射水商工会議所　共済・福祉制度推進スタッフ募集

社会で生きる、ママになろう。
［業 務 内 容］●射水商工会議所会員企業に対する生命保険による従業員の福利厚生制度
　　　　　　　　（退職金・弔慰金制度）のコンサルティング営業
　　　　　　　●経営者のリスク管理や事業継承、資産管理などのアドバイスや保険設計
　　　　　　　●個人のライフプランに対応した保険設計
［給　　　与］経験・能力を考慮のうえ優遇／月給15万円・18万円・21万円・24万円+比例給
［対　　　象］高卒以上・経験不問(未経験者歓迎)
［勤 務 時 間］9：15～17：00　【賞与】年２回
［待遇・福利厚生］各種社会保険完備、弔慰金、退職金制度、介護休業制度、育児休業制度
［休日・休暇］完全週休２日制（土・日）、祝日、夏季休暇、年末年始休暇、
　　　　　　　有給休暇初年度14日間、２年目以降26日（無欠勤加算６日含む）
［勤　務　地］高岡営業所　射水分室（射水商工会議所３F）
［応 募 方 法］下記へ電話連絡のうえ、履歴書持参でご来社ください。どうぞお気軽に
　　　　　　　ご一報ください。

富山支社　高岡営業所　〒933-0912 高岡市丸の内１－40　高岡商工ビル９F
TEL0766-26-2138 　http://www.axa.co.jp/life/

会社概要　［設立］1994年7月22日
　　　　　［従業員数］約7,495名（2012年3月末時点）
　　　　　［本社所在地］東京都港区白金1丁目17番3号
　　　　　［資本金］605億円(2012年3月末時点)

有給休暇は初年度14日間。
学校行事にも参加しやすい
職場環境です。

 

インフォメーション
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Ｑ＆Ａ
Ｑ．シニア専門のパソコン教室とは？
Ａ．シニア世代は、仕事は人対人でするものであり、がむしゃ
らに働く中でパソコンを勉強する時間などなかったという方が
多い。定年を迎え、やっとパソコンを勉強できる環境が整ったと
思って蓋を開けてみると、パソコンの進歩は急速で全く追いつ
けない。そんなシニアの方たちが、安心して楽しくパソコンを
学んでいただけるよう、入会は60歳以上の方限定とし、専門用
語は一切使わない。テキストも専門用語を使わないオリジナル
のもの。好きな曜日、好きな時間に予約でき、個別指導でマイ
ペースに勉強できる。小杉校ではスタッフ3名が常駐し、サポー
トしている。
Ｑ．開業のきっかけ
Ａ．元々アルファデータパソコンスクールで、求職者向けに資格
取得のためのパソコン教室を開いていた。近年は、「初心者から
資格取得まで」というキャッチフレーズの教室が多い。初心者か
ら資格取得まで何にでも効きますと聞くと、何にでも効く薬は
何にも効かないイメージがして、もっと単純明白にできないかな
と思ったのがきっかけ。わらびしい倶楽部では、資格取得のため
の授業はなく、インターネットがしたい、パソコンで年賀状が作
りたいなど、楽しみながら目標をもって学べる環境をご提供し
ている。
Ｑ．モットーは？
Ａ．「私たちは同じことを100回聞かれても笑顔でお答えしま
す！！」がモットー。シニアの方々は、非常に好奇心旺盛で意欲
も高い。それなのに、一人で始めてみると、家族に質問しては
嫌がられ、少しつまずくと諦めてしまったり、Facebook、LINE
と聞いただけで、恐いと嫌厭してしまったりする。そんな方々の
不安を取り除くために、教室ではパソコン用語は一切使わない。
クリックはカチッ、ドラッグはスーと簡単な言葉とイラストで分
かり易く説明している。テキストも、1つの科目を何度も繰り返
し行い、練習問題で理解の確認も行っている。

インタビューを終えて
　「わらびしい」は富山弁で「若々しい」という意味。小杉校を見
学させていただいたのですが、ちょうど年賀状の時期でもあり、パソコンでスイスイと年賀状
を作っていらっしゃる方や楽しくおしゃべりされている方など賑やかでその名の通り若々しい教
室でした。小杉校だけで113名の生徒さんがいらっしゃるそうです。それでも県内では3番目の
大きさと聞き、驚きでした。生徒の方にもお話を伺うと、「この教室で嫌な思いしたことないよ。
何を聞いても笑顔で答えてくれる。」「ここなら続けられるし、遊びに来てるよ。」など、石灰社長
が徹底された『シニア・超初心者のための教室』というコンセプトが、しっかりと生徒さんの心
を掴んでいることが伺えました。何より、生徒みなさんと笑顔で楽しくおしゃべりされていた石
灰社長の人柄がこの教室の魅力の根源にあるのだと思いました。

　このコーナーでは、世界で活躍する企業、オリジナル商品がすごい企
業などキラリと輝く射水市のがんばる企業をご紹介します。
　第21回は、㈱わらびしい倶楽部です。新たに2014年がスタートしまし
た。皆さんの今年の抱負は何ですか？何か新しいことに挑戦される方も
いらっしゃるかと思います。㈱わらびしい倶楽部は、「インターネットして
みたい」「町内会のお知らせをパソコンで作ってみたい」など、シニア専
門のパソコン教室です。射水市に本社を構え、平成18年9月に婦中校を
開講してから、口コミで評判が広がり、今では県下に6つの教室がありま
す。その魅力を探るべく、代表取締役 石灰千鶴氏にお話を伺いました。

キラリ
しんみなと

同じことを１００回聞かれても
笑顔でお答します！！

社　　名
　株式会社わらびしい倶楽部
　（本社）射水市善光寺22-20
店　　舗
　（小杉校）

射水市三ケ2602
アルプラザ小杉１F
TEL 0766-57-8420
他、駅南校、婦中校、

奥田校、根塚校、
大沢野校

創　　業
　平成18年9月
代 表 者
　代表取締役　石灰　千鶴
事業内容
　シニア専門のパソコン教室

会 社 概 要

掲載企業
募集中

射水商工会議所  東海まで
（TEL８４－５１１０） 

▲ 小杉校の店舗窓に大きく掲げられた
モットー。店舗内には、お菓子・お
茶が常置され、休憩を交えながら
大勢の生徒さんが楽しく学んでいる。


