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五味 由紀子

藤井 英雄
昨年に引き続き、６月１３日（月）に消防署
の協力を得て、２回目の避難訓練を行いまし
た。当日の天気は雨でしたので、今年は消火器
を使用した訓練を実施できませんでしたが、Ａ
ＥＤの講習を昨年と同様に行いました。
社員一同昨年スムーズにできなかった点や、
反省点を活かし、各自真剣に取り組みました。
一度や二度の訓練だけでは、実際の現場では動
けないかもしれません。いざというときだけで
なく、日頃から消火器やＡＥＤの場所、避難経
路の確認等、意識しましょう。

入社してから二ヶ月が経ち、今回が初めての避難訓練でし
た。各自の役割分担を確認し火事を想定しての訓練を行いまし
た。今回は雨だったので、消火器を用いての訓練が無く残念で
す…。（体験してみたかったです。）
その後はＡＥＤの講習会に参加しました。私自身ＡＥＤの講
習を受けた経験がありますが、忘れていたので思い出す良い機
会となりました。実際にＡＥＤを使う場面に遭遇したときに出
来るか不安ですが、練習した内容を思い出し、いざという時に
対応できるようにしたいものです。（藤澤崚）

弊社で開催しますセミナーのチラシが、完成しましたのでお知
らせいたします。
日付 ：２０１６年７月２６日（火）
時間 ：１５時３０分～１７時００分
会場 ：パートナーズＰＬＡＺＡ内（長岡市幸町１－３－１０）
定員 ：１５名
受講料：無料
セミナー終了後、個別相談会（１７時～１８時）を開催いたしま
す。相談会は予約制とさせていただきます。詳細は弊社ホーム
ページ、またはお電話にてお申込みください。
セミナー担当：髙野（健）・富居
ＴＥＬ：０２５８－３６－２６８５

「密かにブーム！“アチーバス！” 」

「刺激と勇気 」
４月〜６月は新規採用や人事異動の時期であ
る。やる気に満ち溢れた新人が来ると周りも元
気をもらえる。「うちは零細企業だから何も変
わらないよ」なんて言われることがあるが、年
度替わりなどの機会を捉えて「チョイ替え」す
ることはできると思う。担当業務の変更、席や
配置換え、スローガンや目標の掲示、朝礼や、
名刺のデザインなどなんでも良いのではないだ
ろうか。人は安定した変わらない状態が心地よ
いと感じるらしいので変えるにはきっかけとな
る刺激と本人の勇気が必要になる。
企業経営で、最も勇気がいる決断は社長交代
なのかなと感じる。２０１６年の中小企業白書
で は、経 営 者 年 齢 と 稼 ぐ 力 の 分 析 を 行 っ て い
る。人材投資や設備投資への意欲は経営者の年
齢差が出やすい項目であり、若手の意欲が高く
なっている。その結果として、売上・利益・従
業員数など今後増加傾向にあると回答が多いの
も若い経営者である。経営者の交代に取り組ん
だ企業は利益率も高いというデータも紹介され
ている。
経営者の交代が進まないと言われています
が、大きな交代も見据えつつ、先ずは「チョイ
替え」にも取り組んでみませんか。

ここ最近、密かにブームの“アチーバス”という、
ボードゲームを使った研修をあなたは知っていらっ
しゃいますか？
ゲーム？ 遊び？ ・・・・・ではありません。
ゲームを通じて、一人一人が
苦難を乗り越える力、
想像力、
行動力を
身につける研修です。
今までのゲームは、いかに相手を負かすか・・・。
しかし、世界が不安定になっている今、そんなゲーム
は、もはや時代遅れです。
今、必要なのは、
皆が協力して
一緒に嬉しさや楽しさを分かち合い、
困難な状況に立ち向かい、
皆で乗り越え、成功すること！
それを体験し、気づくゲームが、この“アチーバ
ス”です。
「騙されたと思って参加したら、これがじつに面白
い！！！勝つとか負けるとかではない。全員で勝つ！
なんて初めてやるゲームかもしれない。あっという間
の５０分。初対面の相手とでも、すぐに仲間になって
しまう。」参加された社長のコメントです。騙された
と思って、一度、参加されませんか？

残念ながら我が家にお宝はな
我が家に
いが、玄関の倉庫を開ける
とクツがたくさんある。子
眠る宝物
どものものもあるが、私の靴
が大半なのでいっぱいに
なって家族に迷惑がられ
る。スキー靴、ランニング
用、トレイルランニング用、
海用、登山靴、山菜採り用な
第３２回 藤井 英雄
ど自分なりの用途が違うので
どうしても多くなってしまうのだ。２年前にスノーシューも仲間入
りしたが雪原を自由に歩き回れてこれも楽しい。いつまでたっても
出番が少ないのがゴルフシューズで、もう少し出動させなきゃと
思っている。
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今月のホワイエ
（弊社ＰＬＡＺＡ内ロビー）には、

天井いっぱいに広がる水風
船。彩り豊かで、お祭りでよ
く見かけますね。みなさん、
夏祭りにお出かけの予定はご
ざいますか？

グリーンカーテンが
成長してきました！
しかし、窓を覆うには
まだまだ先が
長そうです。

ゴー ヤ発
見！

これは…ゴーヤ？
ではなく、かぼちゃ
のツルです！

今回もこんなに回収しました！

（写真：外清掃の様子）

６／１４（火）の朝、今月
の外清掃を行いました。
まだ日差しが強くないとは
いえ、ちょっと体を動かせば
汗をかくような気温になって
きました。このような気温で
は、食中毒が起こりやすいで
す。こ れ か ら の 体 調 管 理 も
しっかりしましょう！

“ぷらカフェ”がオープンして今年で２年目となりました。
そんな“ぷらカフェ”で、今年から毎月お誕生日会を行っているようです。主催は
未来ユニットで、毎月１０日前後、誕生月の人が集まってランチをしているそうで
す！みなさんも一度覗いてみてはいかがでしょう♪
※“ぷらカフェ”とは、弊社の共有休憩スペースのことです。

（写真：普段のランチタイムの様子）
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お知らせ②
※長岡ケーブルテレビの11chにて放送中

今年の行先は横浜・横須賀でした。横須賀・無人島猿島散策、横浜中華街、超自然
体感ミュージアム！ＯｒｂｉＹＯＫＯＨＡＭＡ、みなとみらい自由散策…と盛りだく
さんな２日間でした。

「ｎａｇａｏｋａ発！企業のチカラ」
放送日

金曜日

８時３０分～
２０時３０分～
２３時３０分～

日曜日

１２時００分～
２４時３０分～

１７時３０分～

今回は食を通じて会社に貢献する企業・㈱野上米穀
の岸浩一社長さんにお話を伺いしました。「自然を守りな
がら、良質で美味しいお米をお届けする」という信念のも
と、野上米穀が近年取り組んでいる主力商品や、企業と

（写真右：㈱野上米穀 岸 浩一社長さん）

連携した新たな展開などお聞きしました。

「ＦＭワンポイント通信」
ＦＭゆきぐに

６月３日、４日と横浜研修旅行へ行きました。
幹事の立場上天気だけが心配でしたが、日頃の行
いのおかげか晴天に恵まれ無人島散策や中華街を
堪能することができました。準備にご協力下さっ
た方や道中の添乗員さんたち、またご参加いただ
いたみなさんに感謝しながら来年の研修旅行を今
から楽しみにしておきます。（齊藤）

２日間で横須賀・横浜を巡る盛りだくさんの旅
行でした。第二次世界大戦中に要塞として使われ
ていた猿島では、当時の砲弾貯蔵庫に入って見学
する体験ができました。懐中電灯がなければ真っ
暗、中には誰もいないはずなのに人影が。まさか
兵士の幽霊！？と思ったら、所員の鈴木さんでし
た…。（小宮）

放送日
●ＦＭながおか
●ＦＭゆきぐに

毎週水曜
毎週水曜

８時０５分～・１７時５２分～
８時１２分～

燕三条エフエム

●エフエム魚沼
●燕三条エフエム

毎週水曜
毎週水曜

８時２０分～
８時０５分～

（ラヂオは～と）

７月１３日
７月２０日
７月２７日
８月 ３日

「Ｐ’ｓＰ（パートナーズプロジェクト）のコーナー」
「第３４３号 特許料金等が引き下げられました」
「労務Ｑ＆Ａ」
「第３４４号 国税がクレジットカードで納付できます」

出演：野澤
出演：福山
出演：大谷
出演：野澤

和也
優貴
実
和也

※「Ｐ’ｓＰ（パートナーズプロジェクト）のコーナー」は、各専門家によるフリートークです
（写真：ＦＭ放送収録風景 福山 優貴 ）

ホクギンMonthly

長 岡 新 聞

日本政策金融公庫
長岡支店 綿貫さん

日本政策金融公庫国民生活事業の平成２７年度の創業融資実績が発表されました。創業前及
び創業後１年以内の創業融資は、２６，４６５企業（前年度比１０２％）となり、過去１０年
で最高の実績となりました。特に女性や若者の創業や、融資金額３００万円以下の小口融資が
増加しています。
日本公庫は、今後も、融資制度の充実に取り組むほか、創業ホットラインの開設（専門ス
タッフによる電話相談）、ＵＩＪターンを伴う創業者を対象にしたセミナーなど、時代のニー
ズに沿った施策を推進し、地方創生への貢献を継続していきます。
毎月第１水曜日、パートナーズＰＬＡＺＡ内にて資金繰相談会を行っております。相談会へ
のご参加もお待ちしております。

㈱ホクギン経済研究所様より発行されてい
る、ホクギンマンスリー「くらしと経営の相談室」と
いうコーナーに星野徹弁護士・藤井英雄税理士
によるＱ＆Ａ形式の記事が掲載されています。
６月号掲載は＜法律編＞「３０年前に父から
受けた贈与は相続に影響しますか？」、＜税務

お知らせ①

編＞「中小企業の株主総会」です。
是非ご一読ください。

「勝組企業の情報収集！ ワンポイント通信」
第３４１号
成年後見制度利用促進法
が成立！

法律 ： ｢贈与の撤回」
社労 ： 「パートタイマーの社会保険適用拡大について」
税務 ： 「ＬＥＤ電球への取替費用」

第３４２号
三世代同居の為の
改修工事

※ホームページにて掲載中 ＜

「法律・税務・社会保険の問題を解説 Ｑ＆Ａ」

「新潟・長岡の豆知識！米百俵クイズ」

☞

http://www.3d-m.jp/＞

６月２２日分 新潟県内の成年後見関係事件
７月 ８日分 スマートインターチェンジ、一日の利用台数は？

毎月一回(第３火曜日)
長岡新聞にて、藤井英雄税理士のコラ
ム「虫の眼鳥の眼」が好評連載中です。

今月のひとこと
横浜といえば中華街！円卓いっぱいに料理がズラリと並ん
でいるものをイメージしていました。しかし、実際はお店の
スタッフさんが、運んできた料理を丁寧に小皿に盛り付けて
くださいました。私の思っていたのと違って、ちょっと残
念…というのが研修旅行の心残りです。（金子）

第４１回目の内容は、「株主総会」。５～
６月が株主総会のシーズンですが、皆様
はいかがでしたか。これからという企業も
多いかと思いますが、年に一度の重要な
会、じっくり考えてみましょう。
次回は７月２６日（火）、８月１６日（火）
に掲載予定です。お楽しみに。

