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沈黙の臓器！
肝臓・腎臓は教え ちゃくれない！
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利用状況 

内海：夏休み（８月１日）に、運営を開始したこともあり、親子連れの
方が殆どでしたが、中学生の子ども達は、２回目からは友達と一緒に来
てくれるようになり、そのうち部活帰りに来てくれるようになりました。
また、子ども食堂だと思わずに来て下さったサラリーマンの方が「安く
て美味しいからまた来ます」と、それ以来毎日のように来て下さるようになったりと、日々新しい出会いがありまし
た。でも、９月以降は平日に来られる方が極端に少なくなり、改めて運営の仕方をスタッフと相談しました。まず、

運営日の見直しを行い、月曜日～金曜日の運営を火曜日～土
曜日にして、小学生以上の親子連れの方が来やすい環境にし
ました。
　また、ネットを通じて写真を掲載する機会を増やしたり、
チラシを学校等に配らせていただくなどして、広報活動も行
いました。そして、最大の変更は名前です。“子ども食堂”と
聞くと、子どもと一緒でないと利用できないというイメージ
が先行してしまうのか、“大人だけだと行けない”と思ってお
られる方が多かったので、名前を“地域食堂”に変更しまし
た。本来の子供食堂は、「食」を通じて地域のネットワークづ
くりや居場所づくりとなることが目的なので、子どもだけ
じゃなく、主婦の方や働く現役世代から高齢者まで幅広くい
ろんな方に来ていただけるようになっています。

会員企業同士のコラボ事業について、きっかけや事業を共同でする想い
を壷阪康裕氏（ツボサカ機鋼㈱ 代表取締役社長）と内海正子氏（NPO
法人はなのいえ 理事長）に取材してきました！

大人からのメッセージ

ツボサカ機鋼株式会社×NPO 法人 はなのい え
会員企業の
コラボ事業

ちいき食堂 はなのいえ＠ゆ鳥 山吹店（姫路市上手野285‐1）
営業時間　火～土曜 11 ：30～13：30　　定休日　月・祝

子どもたちが誰かと一緒に食べることの楽しさを体験したり、温かい
ご飯をお腹いっぱい食べることができる地域の交流拠点として子ども
が安心できる居場所づくりを目指し、ゆ鳥 山吹店にて『地域食堂 は
なの家』を運営しています。
地域食堂の仕組みは、大人が300円であしながカードを寄付購入し、
メッセージを書いてお店のボードに貼り付けておくと、子どもがその
カードを使って無料で食事ができるというものです。子どもは食べ終
わるとあしながカードに書かれた大人からのメッセージに対して、お
礼や食事の感想を書いてお店に渡します。
あしながカードがボードにない場合は、500円分のワンプレートラン
チを中学生までの子どもは300円で、高校生以上は500円で食べるこ
とができます。

P R！！
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〈問い合わせ窓口〉　担当：井上
TEL 079‐260‐6837　F A X 079‐260‐6839　E - M AIL：inoue＠rakut su.jp

感動会社楽通は、去る7月に創業15周年を迎えることができました。15周年
のイベントの模様もホームページにアップしていますので是非ご覧くださ
い。【楽通にしかできないめちゃ楽しいと、感動を！！】

その他

ヒット商品の企業映画化プロジェクトもそうですが、感動会社楽通はインパクトあるデザイン
や企画・イベントを得意にしており、動画や展示会ブースデザインから運営まで行っています。
新たな事業として、「名刺1枚1円学校建設プロジェクト」を開始。名刺1枚で1円を学校建設に
寄付をし、多くの子供たちの学びの時間をプレゼントします。あなたもこのプロジェクトに参
加しませんか？

所在地　姫路市三条町2‐ 13　　ホームページ　ht tps:/ /rakut su.jp

事業内容

感動会社楽通株式会社

感動会社楽通は、姫路を中心に活動している少し変わった広告代理店です。
社名の通り、お客様に常に感動を与えられる会社を目指し、「さすが楽通」と
言っていただけるように頑張っています。当社のヒット商品のひとつでも
ある「企業映画化ポスター」は、中小企業様の悩みの種でもある求人対策
や企業PRに効果絶大！ さらに映画予告風動画で企業の魅力を最大限にPR！ 
現在、映画化プロジェクトの代理店も募集中です。

事業 P R！！

共同運営することになったきっかけ 

壷阪：私は元々、ゆ鳥　山吹店が１７時からの営業のみで、昼間の有効活用方法を探していました。当初、生け花教室
や英会話教室の実施などを模索していましたが、中々良い案が浮かばず苦慮していたところ共通の知人に内海理事長
を紹介してもらいました。

内海：私は、以前から子ども食堂の必要性を感じて、まずは、はなのいえのレストランで月１回から始めようと考え
ていました。そんな時に壷阪社長とお会いすることができて、ゆ鳥を貸して頂けることになり、本当に嬉しかったで
す。本来の子ども食堂の役割は、「地域のつながりの場」ですから、ほぼ毎日に近い頻度で実施しなければ意味があり
ません。壷阪社長に巡り合えなかったら実現していなかったと思います。
　また、運営の中身に関してもいろいろ聞いて下さって、この“あしながカード”の仕組みを壷阪社長が提案して下
さって、私たちがスタッフと相談して名前を考え、“あしながカード”が誕生しました。

今後の展開について 

内海：将来的には、子どもだけではなく地域のいろんな方に来ていただける所にしたいと思っています。「ここに来た
ら安心できる」「誰かに相談できる」「いろんな人と出会える」そんな居場所になれたらいいなーと思っています。
　また、ワークショップ・ライブ・勉強会など、いろんな活用方法もあると思います。子ども達がここに来て勉強し
て、ご飯を食べて帰れたら、きっとお母さんも助かります。かつてあった地域の居場所作りを目指して、はなのいえ
だけではなく、いろんな方に協力していただきながらこのネットワークを拡げていきたいと思っています。
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〈問い合わせ窓口〉　担当：濱村 次男
TEL 079‐253‐3206　F A X 079‐253‐5282　E - M AIL：t - hamamura＠harimakb.co.jp

出荷物量が増えている会社様、倉庫が手狭または老朽化している会社様、配送車
両を探しておられる会社様、空き倉庫を有効活用したい会社様がおられましたら、
是非、お気軽にご連絡下さい。

その他

ハリマ共和物産株式会社
所在地　姫路市飾東町庄313　　ホームページ　ht tps:/ /www .harimakb.co.jp/l sp/

日用品化粧品卸売事業と3PL物流事業の2つの事業を営む会社です。
日用品化粧品の卸売事業においては、全国の主力小売チェーン様と直接の口座を設けてお取引を
しております。3PL物流事業においては、全国に13ヵ所の物流拠点を持ち、入出庫／保管荷役を
行っております。

事業内容

弊社は東証スタンダードに上場している、創業115年の会社です。
日用品化粧品卸売事業と3PL物流事業の2つの事業を営んでおります。
今回は、3PL物流事業についてPRをさせていただきます。
弊社は全国13ヵ所の物流拠点で、お客様の大切なお荷物をお預かりし、入出庫荷役や配送業務
を引き受けております。多品種少量のピースピッキングから、フレコン原料等の大型商品の大
量輸送までお受けしています。倉庫や配送車両をお探しの会社様、また、空き倉庫を有効活用
したい会社様がございましたら是非、商談の機会を頂戴したいと思います。
よろしくお願い申し上げます。

事業 P R！！

〈問い合わせ窓口〉　担当：山本 清美
TEL 079‐237‐7777　F A X 079‐237‐7177　E - M AIL：yamamoto.kiyomi＠answers.co.jp

当社は、ひょうご仕事と生活のバランス（ワークライフバランス）表彰企業です。仕事に
やりがいや充実感を感じ、責任を果たしながら、その一方で、子育てや介護、家庭や地域
での生活、自己啓発などといった、個々の私生活も充実させるという考え方です。「仕事」
と「生活」の「調和」を図ることは、豊かで充実した人生を送るための必須条件なのです。
当社では、ワークライフバランスの実現に向けた取り組みを行っております。 

その他

・各種業界の業務システム設計、開発、検証　　・制御系システム設計、開発、検証
・組込系ファームウエア設計、開発、検証　　　・Webアプリケーション設計、開発、検証
・システムサポート・運用監視

所在地　姫路市広畑区西蒲田369‐10　　ホームページ　ht tp:/ /www .answers.co.jp

事業内容

確かな技術と真心でお答えします。「人間力」＋「技術力」＋「かなえる力」を大
切にする企業です。システム開発から運用保守まで、ワンストップでサービ
スをご提供します。ITを通じて豊かな地域社会の創造に貢献するため、日々
チャレンジしています。私たちが目指すC SR（企業の社会的責任）は、ITを
通じて、お客様、従業員、お取引先、地域社会をはじめとしたステークホル
ダーの皆様に、価値やサービスを創出・提供し、信頼を獲得していくことで、
社会全体と私たちが共に成長できることを目指しています。 

事業 P R！！
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〈問い合わせ窓口〉　担当：安西
TEL 079‐253‐2175　F A X 079‐253‐2176　E - M AIL：t urn - info＠t ruck s t op. g r.jp

〈問い合わせ窓口〉　担当：尾上 大輔
TEL 079‐222‐5500　F A X 079‐222‐5501　E - M AIL：onoe＠benhouse.co.jp

姫路市内で巡回する「黄色い車・巡回ITサポートカー」を見かけませんか？
そうなんです、姫路地域密着で巡回する「巡回ITサポートカー」30台の密
度は全国トップクラス。
IT資格者30名以上、IT資格のべ200以上、パソコン整備士18名、WEB系
資格者15名、DX＆IT資格者25名、M Sサーバー資格者8名、セキュリティ
ソフト資格者22名、ITパスポート資格者15名、ドットコムマスター30名、
その他IT資格者多数のベンハウスなら安心です。PC 5台パック月額料金
6,980円でスピード対応いたします。
そろそろ御社のITサポートをベンハウスに相談してみませんか？

所在地　姫路市南条637　　ホームページ　ht tps:/ /www .benhouse.co.jp

事業内容

株式会社ターン
所在地　姫路市花田町一本松172‐3　　ホームページ　ht tp:/ /www .t rucks top. g r.jp

事業内容
トラック内装用品の製造から卸売り、小売りまで一環して事
業を行っています。創業から75年、「世界中の運転士の皆さ
んを笑顔に、みんなでみんなの安全・安心な世の中を実現す
る」ことをミッションに私たちの生命を繋ぐ物流として運送
業界、運転士の皆さんを取り巻く環境そのものをデザインす
る企業を目指しています。

運転士の皆さんの心と体を健やかにする製品を目指して
日々開発に取り組んでいます。長時間運転し車内で睡眠を
取る長距離運転士の皆さんにとって快適な眠りは必須。そ
こで開発したのが業界初の車種専用設計の最高級マットレ
ス『爆睡マット＠ease』です。「既存の高反発寝具を超え
るマットレス」を開発コンセプトにした、超高弾性フォー
ムは体圧分散、耐久性に優れ、寝返りが打ちやすく、腰痛
を低減する効果が期待できます。運転士の採用強化や従業
員満足度向上としてご検討下さい。

『Ben House』は、お客様に便益を図る会社（社名の由来にもなってい
ます！）として1920年に創業以降、100年にわたりオフィス機器一筋を
頑固に守っています。
キヤノンIT機器・PCネットワーク・WEB・ネットセキュリティの姫路
地区No.1ディーラーです。
地域企業様へ IT機器販売、IT機器の保守業務を通してオフィスの効率化
のお手伝いをしています。
業界に先駆け、常に新しいことに挑戦する『正しいITカンパニー』とし
て、また、社員の幸せを一番に考えるハートフル企業として、地域No.1
を目指しています。

事業 P R！！

商品 P R！！

株式会社ベン ハウ ス
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〈問い合わせ窓口〉　担当：小原 俊彦
TEL 079‐251 ‐3101　F A X 079‐251 ‐3120　E - M AIL：bansyu＠bansyu.co.jp

〈問い合わせ窓口〉　担当：尾崎 太一
TEL 079‐235‐1911　F A X 079‐235‐1915　E - M AIL：t .ozaki＠asada - ch.co.jp

・アルミニウム化合物を中心とした機能性材料の開発を行っています
・水処理関連の技術支援、開発を行っています
・技術者（材料開発、水処理、生産技術）を募集しています
・SDGsの貢献に向けた事業取り組みを行います

その他

浅田化学工業株式会社

浅田化学工業株式会社は創業以来、アルミニウム系凝集剤のパイオニアとして、水道用硫酸アル
ミニウム・水道用ポリ塩化アルミニウム等の凝集剤を生産して参りました。その他、メタクリル
酸亜鉛（R‐20S）やアクリル酸塩類といった不飽和酸金属塩モノマーの生産にも注力し、ゴルフ
ボールや産業用ベルトなどのゴムや樹脂の改質剤として、国内のみならず海外でも幅広く使用さ
れております。
近年では、医薬、化粧品、電子材料、自動車材料など幅広い分野へ活用されており、今後もさら
なるアルミニウムその他金属化合物がもたらす無限の可能性へチャレンジを続けてまいります。

所在地　姫路市飾磨区宮180番地　　ホームページ　ht tps:/ /www .asada - ch.co.jp

事業内容

所在地　姫路市別所町北宿859‐1　　ホームページ　ht tp:/ /www .bansyu.co.jp

事業内容
本年創業80周年を迎えました。本社、福崎営業所、網干営業所の3拠点体制で、地域の産業用保管需要にお応えして
きました。小売りチェーン様の物流センター業務、大手製造業各社の原材料・製品在庫の保管サービスを提供してい
ます。

弊社本社倉庫では、2023年春の稼働を目指し、定温倉庫
の増築工事を進めています。「定温倉庫」とは、毎年4月下
旬から、10月下旬までの期間に限りエアコン（冷房）を稼
働させる倉庫です。現在はコメなどの穀物類、化成品を中
心にお預かりしています。暑くて長い夏を常温保管で乗り
切れるのか？ 原材料、製品の保管にお悩みの方は是非ご一
報ください！

新開発品リスト
・高塩基性塩化アルミニウム……高機能水処理薬剤。保存性良好。有機質除去、スラッジ減に
・高純度硫酸アルミニウム………不純物除去グレードであり、化粧品材料や電子材料に最適です
・塩基性乳酸アルミニウム………高純度な耐火物バインダー、アルミナ類等合成原料にも
・無定形水酸化アルミニウム……高純度、高活性なアルミニウム源。高吸油性をもつ
・多孔質アルミナ…………………中空多孔質で高比表面積、高吸油性。化粧品材料や触媒担持用に　　　　
・非劇物アルミン酸ソーダ………劇物非該当グレード。制汗剤など化
　　　　　　　　　　　　　　　粧品材料に
・塩基性ギ酸アルミニウム………高純度なアルミニウム源。ミスト化
　　　　　　　　　　　　　　　性良好
・溶剤溶解性亜鉛モノマー………溶剤に混和でき、UVや熱硬化で強
　　　　　　　　　　　　　　　靭、耐熱、密着、高屈折率化に
・メタクリル酸ナトリウム、メタクリル酸カリウム
　　　　　　　　　　　　………高純度なモノマー原料に

事業 P R！！

製品 P R！！
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〈問い合わせ窓口〉　担当：岩田 浩一
TEL 079‐240‐6637　F A X 079‐240‐6638　E - M AIL：joyo - sho ji＠jys -joyo.co.jp

弊社としての脱炭素化の取り組みとしては2022年（令和4年）4月に「再エネ
100宣言RE Action」に基づき、2030年までに再エネ電力の使用割合を70％、
2035年までに100％を目指します。 

その他

〈問い合わせ窓口〉　担当：木村
TEL 079‐226‐9100　F A X 079‐226‐9101　E - M AIL：hime ji＠g reen - t .co.jp

品質に特化し業務を行っておりますが、様々な業務に柔軟なご対応をさせていただい
ております。どの様なことでも結構ですので、一度お問い合わせ下さい。

その他

株式会社グリーンテック 姫路営業所

品質サポート事業
　①短期的な作業から長期的な作業まで幅広く対応致します。
　②測定工具を使用した業務にも対応できます。
　③全国で対応できます。
受託事業
　作業スペースの確保から、輸送手配まで行えます。

所在地　姫路市楠町49　　ホームページ　ht tps:/ /www . g reen - t .co.jp/index .php

事業内容

株式会社城洋商事（株 城洋 グ ル ープ）

弊社は、飲食事業、教育事業、鉄鋼商社事業、再生可能エネルギー事業といった多角的な事業展開を行っています。
またSDGs宣言では、本業を通じた持続可能社会の実現に向けた各種取り組みも実施しています。中でも脱炭素社会
の実現に向けた取り組みは「太陽とともにある未来へ」を合言葉に、再生可能エネルギー事業において自家消費型の
太陽光発電設備の導入を各社に呼びかけ、自治体には地域ぐるみのエネルギー施策の見直しを提案するなど積極的に
活動を行っています。 

所在地　姫路市白浜町宇佐崎1 ‐68‐1　　ホームページ　ht tps:/ /www .jys -joyosho ji.co.jp

事業内容

「品質」に関わる業務に対し、派遣・請負等柔軟な対応をさせていただいておりま
す。全従業員、直接雇用の社員で、様々な製品に携わってきたノウハウやスキルを
持ち合わせております。また、社員対応であるため、期間、時間、抵触日のしばり
が無く、「急に来なくなったので困る」「明日から来てほしい」など、お客様のお困
り事の解決へのお手伝いをさせていただきます。 

当社は、近い将来、地球環境保全が経営の最重要課題になると感じ、兵庫県
でいち早く、太陽光発電事業に参入しました。積極的な脱炭素化に向けた自
社取り組み方針のもと、「社有車に環境性能の良い燃料電池自動車や電気自動
車を導入」、「全社照明LED化」など様々な取り組みを進めてきました。
政府が「2050年カーボンニュートラル」を宣言し、世界では脱炭素製品購
買へのシフトが加速する中、CO2を排出しないエネルギーによる事業への転
換は急務です。工場、倉庫等の屋根上太陽光の設置、再生可能エネルギーの
導入を検討されている企業の皆さん！
是非当社にご相談ください！ 相談は無料！

事業 P R！！

事業 P R！！
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〈問い合わせ窓口〉　担当：吉田
TEL 079‐291‐4000　F A X 079‐291‐4020　E - M AIL：hime ji＠s jc .ne.jp

姫路市シルバー人材センターでは、姫路市内在住の60歳以上で働く意欲
のある健康な方の会員登録も募集しております。退職後の求職手段のひ
とつとして、ぜひご利用ください。

その他

〈問い合わせ窓口〉　担当：久保
TEL 079‐266‐1011　F A X 079‐267‐1449　E - M AIL：honsha＠t akaoseimen.co.jp

当社の乾麺は歴史に培われたノウハウを活かして製造し、専任の製麺技能士による
厳しい品質チェックをクリアした製品を製造しています。工場は2011年に乾麺
HACCPとISO22000認証を取得しており、今後も消費者に信頼される製品づくり
を進めてまいります。また、工場にはソーラー発電システムを設備導入しており、
環境に配慮したエネルギーを使用して、SDGsを意識した運営をしています。

所在地　姫路市打越11 ‐1　　ホームページ　ht tp:/ / t akaoseimen.co.jp

事業内容

姫路市シルバー人材センターは、健康で働く意欲のある高年齢者の豊かな経験
と能力を生かし、働くことを通じて生きがいの充実と福祉の増進を図り、活力
ある社会作りに寄与することを目的としています。公益法人であり、営利を目
的としません。
地域の家庭や企業、公共団体などから、高年齢者に適した、臨時的・短期的ま
たはその他の軽易な業務を請負または委任により引き受け、それを会員に提供
しています。

所在地　姫路市中地354番地（姫路市勤労市民会館内）　　ホームページ　ht tp:/ /www.himeji-sjc.or.jp

事業内容

当社は明治41年創業し、地元姫路に密着して114年の歴史を誇りま
す。日本一の乾麺生産量を誇る兵庫県下において、手延べ製品を除い
た機械麺の生産量の約40％は当社が占め、消費者の支持を得ていま
す。コロナ禍でも増収増益を達成し、景況に左右されない食品業界の
中でも、保存期間の長い乾麺製品の強みを示しています。
現在は同一敷地内に2工場体制を敷いて、最大日産30 tと日本でも有数
の製造能力を発揮しています。2023年3月にはそば専用の最新鋭の第
3工場が竣工し、更なる品質向上、効率化と競争力アップを進めてま
いります。

「手軽に仕事を頼めるところがあれば…」と思われたことはありませんか？
姫路市シルバー人材センターでは、元気で豊富な経験・知識をもった会員が
誠意を持って仕事を引き受けます。事業所内の清掃や、店舗での商品整理、
工場内での軽作業など、様々な仕事をお引き受けしております。
お電話などで、内容・条件を確認させていただき、面接していただいた
のち、条件があえば仕事を始めます。
是非お気軽にお問い合わせください。

企業 P R！！

事業 P R！！
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〈問い合わせ窓口〉　担当：総務部総務課　刈田 悟史
TEL 0791 ‐75‐0411　F A X 0791 ‐75‐4317

〈問い合わせ窓口〉　担当：企画部 河越 美咲
TEL 079‐224‐7501　F A X 079‐224‐7507　E - M AIL：info＠ohr yoku.co.jp

ゲートの製作・施工にあたって、ご協力いただける企業様を求めており
ます。ご連絡をお待ちしています。

その他

ゲート・ハウジングの2部門にて事業を展開しています。
ゲート事業部では、オーダーメイドにて一般住宅～大型施設（空港や自
衛隊等）まで日本全国対応しています。特に既存の他社製ゲートでお困
りごとが御座いましたらリニューアルのご提案も可能です。
ハウジング事業部では、新築・リフォーム・オーダーメイド家具の製作
等をしております。きめ細やかなお客様視点のご提案で、ご期待以上の
理想の住宅を実現させていただいております。

所在地　姫路市京町1丁目11番地　　ホームページ　ht tps:/ /www .ohr yoku.co.jp/

事業内容

所在地　たつの市新宮町平野60番地　　ホームページ　ht tps:/ /www .t eikokudenki.co.jp/

当社では高品質ゲート（門扉）の製作施工の他、中高級住宅向けのハ
ウジング事業も行っております。
今年創業50周年を迎え、蓄積した技術をベースに新商品開発に注力し
ています。
ゲートのみならず、スチール製品提案のご希望がございましたら、ぜ
ひお気軽にお声がけください！

事業 P R！！

取り扱う液体を全く漏らさない構造を特徴とするキャンドモータ
ポンプのリーディングカンパニーとして世界各地の石油化学プラ
ント、ファインケミカル、医薬・食品業界、原子力発電所、変電
所など様々な分野で活躍し、数多くの実績と信頼を築いています。
この世界に誇る高い技術力で、常に最高品質の製品を供給してい
くことが私たちの使命であると考えています。

事業内容

脱炭素が叫ばれる中、構造上液が全く漏れないというキャンド
モータポンプの特徴から、アンモニア混焼火力発電や原子力発
電、風力発電、太陽熱発電、バイオマス発電など様々な再生可
能エネルギーや、各種の再生可能燃料、生分解性プラスチック
等の製造、ケミカルリサイクル技術、発電・蓄電・燃料貯蔵等々、
脱炭素社会の実現に向けた様々な場面でも当社製品が活躍して
います。

事業 P R！！

応緑株式会社
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　ウシオと米国コロンビア大学が共同開発した新たな紫外線除菌技術
「Ｃａｒｅ２２２ R」は、有害な紫外線をカットすることで、人体に悪影響を
及ぼさず、ウイルスや細菌だけに除菌効果を発揮できるため、人がい
る環境でも安全に除菌できます。この技術を搭載した紫外線照射装置
「Ｃａｒｅ２２２ R ｉシリーズ」は、神戸大学医学部附属病院をはじめとする医
療機関を中心に、姫路市・高砂市といった行政機関、姫路市内のオフィ
ス・事業所といった民間企業でも利用されはじめています。ニューノー
マル時代の新たなウイルス対策としてぜひご検討ください。
　また、Ｃａｒｅ２２２ R を搭載した紫外線照射装置を自社で開発するだけ
でなく、さまざまな機器メーカーとの協業を通じて、新製品開発にも
積極的に取り組んでいます。Ｃａｒｅ２２２ R 以外にも様々な分野でのオー
プンイノベーションの創出を期待しています。

　地域の皆様に支えられ、創業から２０年を迎えようと
しています。創業時から常に新しいことにチャレンジ
してきました。単なるホームページ制作にとどまらず、
プログラミング技術を活用したＷＥＢと社内システム
の連携、スマホや Ｉ ｏ Ｔ端末の活用等にも力を入れてい
ます。
　また自社においても１０年来、工数管理、勤怠管理、Ｃ ＴＩ などのシス
テムを構築し、作業効率の向上や業務改善、顧客への新たな提案のた
めの実験の場としてチャレンジし続けています。
　最近ではハードウエア製品の開発にも力を入れており、より自由度
の高いシステム構築を目指しています。
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セールスポイント

未来は光でおもしろくなる

セールスポイント

ウシオ電機株式会社

困ったら、創報堂

会社概要  

●代表者名　乗船　人保
●所 在 地　兵庫県姫路市下寺町１２９番地 Ｎビル２Ｆ
●TEL．０７９‐２８４‐９３０４　F AX．０７９‐２８４‐９３０５
●ホームページアドレス　https://www . souhoudou . jp
●設　　立　２００５年１２月／創業２００３年７月

●事業内容 ホームページ制作、BtoB、Bto Cサイトの構築
 Windowsアプリ、W ebアプリを用いたシステムの構築
 各種クラウドサービスを活用
 W eb広告代理
●取引先・販売先　Goog le 、Y a hoo 、通販業者様

製造、卸、小売業者様 など
●取扱商品・製品　ホームページ制作、システム制作、ネット広告

有限会社創報堂

会社概要  ●事業内容　紫外から可視、赤外域にわたるランプやレーザー、ＬＥＤ
などの各種光源および、それらを組み込んだ光学・映像
装置を製造販売しています。半導体、フラットパネルディ
スプレイ、電子部品製造などのエレクトロニクス分野や、
デジタルプロジェクターや照明などのビジュアルイメー
ジング分野で高シェア製品を数多く有しており、近年は
今回ご紹介した「Ｃａｒｅ２２２ R」をはじめ、医療や環境など
のライフサイエンス分野にも事業展開しています。

●代表者名　内藤　宏治
●所 在 地　（本　　　社）東京都千代田区丸の内１‐６‐５　
　　　　　　（播磨事業所）兵庫県姫路市別所町佐土１１９４
●TEL．０１２０‐９１１‐２２２　F AX．０３‐５６５７‐１０３０
●ホームページアドレス　https://www . ushio.co.jp/jp
●設　　立　１９６４年

機器メーカー様向け
Care222R 光源モジュール

ハード製品

事務所玄関事務所外観

作業風景

Care222R iシリーズ

アクリエひめじに設置された製品
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国内有数のタンナー（製革業者）とし て姫路
の地で創業100年以上の歴史を重ねる株式
会社山陽。今回は、移り変わる時代の中で
姫路の地場産業とし て、地域活性へ貢献す
るべく、新たなブランドを立ち上げた
代表取締役社長  戸  田   健  一  氏に

と だ けん いち

その想いを聞かせていただきました。

のひとつであるLWG（Leat her W orking Group）認証の取
得へ向けた申請準備を進めています。

 経営理念 

　当社は「山陽Vision ２０３０」を策定しており、その中で①
当社の事業活動を通じて持続可能な社会を実現する。②世
界に認知される技術とセンスを兼ね備えたブランドタン
ナーになる。③地場産業である革で姫路市の地域活性（観
光）へ貢献する。この３つを２０３０年までに達成することが
当社の目標です。
　その中でも特に③革で姫路市の観光へ貢献することが私
の強い想いです。姫路は１０００年以上前から続く製革の歴史
があります。ですので、姫路市が計画している国際観光都
市「姫路ブランド」の実現へ向け、当社として何かできな
いか、社内プロジェクトを立ち上げて計画を進めています。

趣味：お城めぐり趣味：お城めぐり。。
特に石垣を見るのが好　　 特に石垣を見るのが好きき
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植物タンニン鞣し工程の一部

株式会社山陽

「山陽Vision 2030」に基づく、
3 つの目標を2030年までに達成す る

経歴
姫路市生まれ姫路市育ち。１９９０年に広島大学へ進学後、１９９５
年株山陽へ入社。３０歳を契機にもっと経験を積みたいという
想いで一度退職し、５年間、大阪の上場企業で経理財務を中
心に企業経営についての学びと経験を経て、２００９年、株山陽
に復帰。２０２１年、１０代目代表取締役社長に就任。

 会社概要 
　当社は１９０５年創業の姫路製革所を引き継ぐ形で１９１１年に
川西清兵衛氏によりこの地に設立されました。以来、１１０余
年にわたり、日本を代表するタンナー（製革業者）として
皮革産業界を牽引してきました。
　日本のタンナーは分業生産が多い中、当社は食肉の副産
物である牛原皮を原材料とし、“皮”から“革”へ生まれ変
わる鞣しや染色、乾燥などの２０を超える工程すべてを自社
工場で一貫生産できる設備を保有しています。また、鞣し
方法も“クロム鞣し”、“植物タンニン鞣し”、“白革鞣し”
と３種の鞣し方法を自社工場で行っている国内唯一無二の
総合タンナーです。
　当社で生産した革は、国内大手靴メーカーをはじめ、鞄
やベルトなどの革小物など、さまざまな製品に使用されて
います。近年では、ラグジュアリー観光バスのシートやア
ウトドアギアにも利用さ
れています。
　２０２１年には今後の商品
展開のため、※ JI S Q ９１００
認証を取得し、現在、革
の生産におけるもっとも
厳格な国際環境対策基準

※航空宇宙産業における品質マネジメントシステム
自社ブランド製品
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めて連携・協働ができると考えています。従業員教育は完
成がないと思っています。今後もより良い方法を求めて
アップデートを繰り返していきます。

 将来の抱負 

　当社は創業１１１年を迎える２０２２年１０月６日にレザーアイ
テムブランド『T AANNERR（タァンネリル）』という名の
新たなブランドを立ち上げました。
　ブランド名のT AANNERRはT ANNER（製革業者）を
ベースに文字を重ね、歴史ある過去から未来へ続いていく
という想いを込めた造語です。ブランドタグライン（ブラ
ンドメッセージ）は「すべての革が、生きている。」とし、
時代に合わせてあらゆる革をアップデートしていくブラン
ドにしようと考えています。　
　第一弾の製品は「美しく堅牢な最高級ピットヌメ革」の
ラインナップでスタートします。当社は国内でも希少な大
規模ピット槽を備えており、天然かつ植物性の成分を使っ
たタンニン鞣しを時間と手間をかけて染み込ませることが
可能です。そうすることで綺麗な経年変化とコバなど細部
の綺麗な仕上がりが特長の堅牢かつ美しい「ピットヌメ革」
になります。
 「もっと長く、美しく、愛したい。」という想いによるサ
スティナブルなプロダクトになります。また、すべての商
品にケアクリームとクロスを付属していますので、届いた
その日からお手入れが可能です。
　このT AANNERRブランドを姫路市の地域ブランドに育
てていきたいと考えています。姫路市の魅力、観光資源の
ひとつになればと思っています。そのために姫路経営者協
会会員の皆様や姫路市民の皆様に周知できるようブランド
PRポスターを用意して
います。皆様の会社や店
舗などで掲示していただ
き、周知にご協力をお願
いできればと思います。
よろしくお願いいたしま
す。

 業界の動向につ い て 

　製革業界はコロナショックにより甚大な影響を受けてい
ます。
　２０２０年、２０２１年は行動制限を求められたことで、在宅勤
務が増え、百貨店をはじめとした店舗への集客が落ちたこ
とで、革靴などの消費が一時大幅に低迷しました。２０２２年
に入ってからは、行動制限が解除されたことで、回復基調
になってきました。しかし今度は、ウクライナショックに
よる燃料価格の上昇や使用する薬品価格の上昇、原材料を
輸入しているため為替相場の急激な円安によるコスト上昇
が深刻になっており、価格転嫁をしたいところですが、よ
うやく売上低迷から回復してきたところで、非常に難しい
判断を迫られている状況です。

 従業員教育 につ い て 

　当社は３つの軸で従業員教育を実施しています。まず１
つ目は担当する業務に必要な専門技術やスキルは各職場で
OJTを行い、日々学んでもらっています。　　
　２つ目は階層別社内研修の実施です。実は２５年ほど前か
ら革業界が成熟産業から衰退産業になりはじめ、当社は１０
年以上新卒採用をしていませんでした。しかし、これでは
会社の存続にかかわると思い、６年前から新卒採用を再開
しました。そういった状況から３０～４０代の社員が非常に少
なく、現場では孫ほど年の離れた新入社員にどう教育する
べきか当初は非常に悩みました。そこで、現在の社内研修
では、年１回、テーマによっては年数回、外部講師を招き、
気づきや期待されている役割、指導方法などで悩みを抱え
ている同じ立場の従業員同士で意見交換などを行い、部門
や年齢を超えて同じ当社の一員という絆や仲間意識を深め
てもらっています。
　３つ目は提携しているコンサルティング会社を利用した
社外研修です。新入社員研修や幹部候補生スクールなどポ
イントになるタイミングで受講してもらっています。
　最後に従業員教育とは少し違うかもしれませんが、全従
業員参加の年度方針発表会を実施しています。そこでは、
事業年度のスタートにあたり、全従業員の共通の目標や従
業員一人ひとりがこの１年に何を目指し仕事に取り組むべ
きなのかを発表しています。自分の職場だけでなく、他の
職場が何を目指し、仕事に取り組むのかを知ることで、初
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所在地：〒６７０‐０８２１ 姫路市東郷町４３番地
ＴＥＬ：０７９−２８１−２１４１
ＵＲＬ：https://sanyot an.co.jp

会
社
概
要

コ ロ ナショックによる売上低迷と原材料等の価格
高騰の影響を受け 、非常に厳 しい

新ブラン ド『 T A ANNERR 』を
姫路の地域ブラン ドに育てていきたい

3 つの柱で従業員教育を行い、年齢・部署を超え て
連携・協働できる環境を作っている

新ブランド『 T A ANNERR 』については、
こちらのQRコードより
ECサイトをご覧ください！
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参考：「肝臓」「CKD／慢性腎臓病」　e‐ヘルスネット（厚生労働省）（m hlw . go.jp）」

肝臓も腎臓もいずれも自覚症状が殆どありません！ 自覚症状が現れてからでは手遅れになる場合があります！
健康的な生活習慣と定期的な検査をおすすめします！

　もう まもなく忘年会シーズンに突入す る季節です 。 普段より ア ル コ ー ル
摂取量が増え、 肝臓・腎臓に負担がかかる季節かと思います 。 今回は、
身体に気を遣いながら過ごし てもらうために肝臓・腎臓のことにつ いて
取り上げ ています ！ 知識と し て肝臓・腎臓のことを知り、忘年会シーズン
を乗り越えま し ょう！

肝臓は、体の中で一番大きい臓器で、アルコールなどの人体に有害なものを分解、解毒したり、食べ物の栄養素を身
体に吸収しやすいように分解、合成したり、胆汁という消化液を分泌してコレステロールを排出したり多くの働きを
しています外

腎臓は、握りこぶし大で、身体の中を循環してきた血液をろ過してきれいにする働きをしています。
また、肝臓から送られてきた血液中の老廃物を水と一緒に尿として排出させる働きもしています。

どちらも人間の体になくてはならない大事な臓器です外

Ａ
Ｑ．肝臓や腎臓ってどんな働きをしているの？

Ｑ．肝臓や腎臓の病気にはどんなものがあるの？

主な肝臓の病気としては、脂肪肝・肝炎・肝硬変・肝臓ガンがあります外
脂肪肝 → 肝炎 → 肝硬変 → 肝臓ガンの順番に悪化していくことが多く、習慣的な暴飲暴食で肝臓に中性脂肪がた
まり（脂肪肝）、その状態が続くと肝炎を引き起こします。
そして肝炎の状態が長く続くと肝硬変になり、肝臓ガンを発症しやすくなります。

Ａ

肝臓の病気の主な症状
・尿の色が濃い　　・むくみ　　・腹水　　・黄疸　　・倦怠感　　・食欲不振　　・発熱
・掌が赤くなる　　・クモ状血管拡張　　・かゆみ、女性化乳房

肝臓は、再生能力・代謝能力に優れ、ダメージを受けても残った正常細胞が余分に働き、機能を
維持するため、異常があっても気付かず、気付いたときには病気がかなり進んでいることがあり
ます。

主な腎臓の病気としては、慢性腎臓病、腎不全などがあります外
食生活の乱れが引き起こすメタボリックシンドロームの動脈硬化が原因で、腎臓内の血管にも動脈硬化が起こり、老
廃物をろ過できなくなり、腎機能の低下が起こります。放置して腎臓の働きが健康時の１割程度になると体内で老廃
物をろ過できなくなり、人工透析が必要になります。

腎臓の病気の主な症状
・むくみ　　・倦怠感　　・多尿　　・頻尿　　・おしっこの泡立ちがなかなか消えない

早期では症状はありません。
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及ぼしかねません。そのため腰痛を感じた際には、我慢
せず医療機関（整形外科）を受診し画像検査や医師の診
断により、原因や病態を明らかにすることが重要です。
また姿勢や動作を専門的に評価できる理学療法士やアス
レティックトレーナーの指導を受けることで、正確な
フォームや負担の少ない身体の使い方を覚えることは腰
痛のみならずあらゆる障害の予防に効果的であり、長く
ゴルフを楽しむために大切です。自分の身体状態や動作
のクセを知り、不調をきたしている原因を追究した指導
を受けることはスコアアップにも繋がるのではないで
しょうか。
　ゴルフに伴う障害を予防し、楽しいゴルフライフが継
続できるように自分の身体とも真摯に向き合いましょ
う。身体に違和感や疼痛（とうつう）を感じた際には、
医療機関を受診しましょう。医療機関は病気や障害を治
すだけでなく、スポーツを楽しむ人を応援しています。

　ゴルフは幅広い年齢層に人気のあるスポーツであり、
楽しく適度な運動を行うことは健康にも良いとされてい
ます。しかし、ゴルフの中には思わぬ障害を引き起こし、
プレーに支障をきたす可能性もあるため注意が必要で
す。
　ゴルフに多い障害では腰痛を伴うものが多く、およそ
２５％のプレーヤーに発生しているとの報告もあります。
その内容はぎっくり腰や腰椎椎間板ヘルニア、椎間関節
性腰痛など多岐にわたります。ゴルフのアドレス（前傾
姿勢）やスイング（腰の回旋や伸展）は腰部に対する負
担が増大することから、不適切な姿勢（マルアライメン
ト）や同じ動作の繰り返し（オーバーユース）に伴う局
所への慢性的なストレスがかかります。その状態でプ
レーを続けると腰部の筋肉や椎間板を変性させるだけで
なく、神経圧迫を引き起こす危険性が高まります。一度
発症した腰部の障害は酷くなると日常生活にも悪影響を

ゴ ルフ障害と対策

お知らせコーナー

姫路市医師会
スポーツ医学
委員会

段　 秀 和

グループワークの様子

　兵庫県中播磨県民センター・姫路市と共同で実施してい
る『“ものづくり”を支える人材確保支援事業・人材活用支
援事業』の１つとして１０月４日火に福井大学 工学部にて
中播磨のものづくり企業等による企業説明会を実施いたし
ました。
　当日は、７社（阿比野建設株・グローリー株・虹技株・
三相電機株・山陽特殊製鋼株・株デービー精工・福伸電機
株）の企業に参加いただき、講義形式の企業説明会の後、
個別での懇談会を実施し、工学部機械工学系３年生を中心
とした延べ１１２名の大学生に企業 PRを行いました。

中播磨企業の大学出張セミナー
in福井大学を実施　当研修は、I S O ９００１規格要求事項の理解を深め

るとともに、内部監査の基本から監査の技術や不
適合の指摘、是正処置までの具体的な技術を、ケー
ススタディを用いて、実践的に学べる研修として、
毎年実施しております。
　今年度は６社１２名の方に参加いただき、９月６
日火・１３日火・２０日火の３日間にて研修を行いま
した。

ISO9001内部監査員研修を実施

第1部 講義形式 第2部 懇談会
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電子帳簿保存法の改正
（電子取引デ ータの保存につい て）

ンプは業務の処理に係る通常の期間（最長２か月）後速
やか（概ね７営業日以内）に付すこととされています。

（ロ）訂正・削除の履歴が残るシステムを導入すること。
（ハ）改ざん防止のための事務処理規程の整備をすること。
②可視性の確保
　事業者はディスプレイ、プリンタ等を備え付けなければな
りません。

③検索機能の確保
　日付・金額・取引先で検索できるように索引簿を作成し又
はデータに規則的なファイル名を設定する。なお、消費税法
第９条の小規模事業者に係る納税義務の免除の課税期間に係
る基準期間における売上高が１，０００万円以下の事業者は、デー
タのダウンロードが可能であれば当該要件は不要です。

（４）出力書面等保存措置の廃止
　電子取引の取引情報に係る電子データについて、出力書面に
よる保存措置は廃止されました。よって改正法施行日（令和４
年１月１日）以後は電子取引の出力書面は帳簿の保存要件を満
たしません。ただし、令和４年１月１日から令和５年１２月３１日
までの間に行われた電子取引データは、保存要件にしたがって
保存できなかったことについてやむを得ない事情がある場合に
は、引き続きその出力書面による保存が可能です。
　こうした電子取引データは、すべての法人及び個人事業者に
ついて例外なく保存義務が課され、書面出力による保存は認め
られませんので、未整備の事業者は前記の宥恕（ゆうじょ）措
置期間内にＰＣやサーバーの準備並びに保存方法等を確立する
必要があります。

インターネットを利用した経済活動の進展に伴い、会計
業務においても電子化の普及による効率化及び記帳水準
の向上等を図るため、令和３年度税制改正において電子

帳簿保存法の改正が行われたそうですが、その具体的な内容に
ついて教えてください。

令和４年１月１日より施行された同法の「電子取引デー
タの保存」は次の通りです。

（１）制度の概要
　所得税や法人税法では相手方が交付した請求書・領収書・契
約書・見積書などの書類又は相手方に発行したこれらの書類の
写しの保存義務があるが、近年は書類のペーパレス化により、
書面を交付しない電子取引が普及しています。
　こうした実情から、令和４年１月１日以後にこれらの書類を
電子データで送付・受領した場合には、その電子データを一定
の要件の下で保存することが義務化されました。

（２）保存対象となる電子データ
　保存対象となる情報は、電子取引の取引情報であり、ＥＤＩ
取引、インターネット等による取引、電子メールによる取引
（添付ファイルを含む）、ＷＥＢサイト上での取引が含まれます。

（３）保存方法等
①改ざん防止措置
　電子取引を行った事業者は、改ざん防止のため、次の（イ）
から（ハ）のいずれかの措置を講じなければなりません。
（イ）電子データにタイムスタンプを付す。なお、タイムスタ

姫路経営者協会 経理顧問
ハマダ税理士法人
代表社員税理士 公認会計士

濱 田　 聡
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Ｑ

Ａ

登記原因日前に作成された
委任状の効力

た。また各法務局での取扱は色々でしたが、徐々に委任状日付
が前であっても委任状中に登記の目的、登記原因及び日付、登
記権利者、登記義務者、不動産の表示といったような登記事項
が全て記載されておれば認められるようになりました。ただし
「令和○年○月○日付登記原因証明情報記載の通り所有権移転
登記の申請に関する件」とだけ記載された原因日前日付の委任
状は適正な委任状ではないと言われています。
　特に近年は電磁的記録で書類が作成され、電子証明書が添付
された委任状についても登記法制上は可能となりましたが、電
子証明書により作成日付が確定してしまうので、相当前の期日
であっても登記委任状は有効となりました。
　一方、商業・法人登記では原則として登記原因日より前とな
る日付の委任状は現状認められないが、一部認めた先例もある
ので、今後徐々に拡大する可能性があります。

例えば売買を原因とする所有権移転登記のための委任状
の日付は、売買の原因日と同日か又はそれ以後の日付が
当然だと思いますが、いかがですか？

常識論から考えると、何かの登記原因となる法律行為が
あって初めて登記原因証明書を作成して、それと同時又
はそれ以後に登記委任状を作成して登記申請をするのが

普通です。
　しかし、司法書士界の実務上は、登記原因日前に全ての書類
を準備し、原因日及び委任日を空欄にして事前に作成し予め署
名押印を貰っておくことが往々にあります。そして司法書士は
登記申請段階で原因日と委任日を齟齬のないように記入して申
請するのが一般的でした。
　ただし、以前から海外在留者が領事館で署名証明書添付の委
任状を取得する場合は原因日付との齟齬は認められていまし

Ｑ

Ａ

原司法書士事務所
司法書士　原 　 隆 雄
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　当社では、研究開発部門に従事する社員について、会
社の機密事項の技術情報が流出することが懸念されるこ
とから、退職後一定期間、同業他社での再就職を禁止し

ようと考えていますが、このような措置は許されるでしょうか。

１．再就職制限の根拠
　労働契約には労使双方が相手方の利益に配慮し誠実に
行動すべきとの付随義務があります。在職中は、会社の

機密事項となる独自の製造技術等会社の利益を害さないよう誠
実に行動すべき付随義務を根拠として就業規則等で同業他社と
の兼業・副職を禁止することがあります。しかし、退職後は労
働契約が消滅しており、同業他社での再就職を一定期間禁止（以
下「再就職制限」と言います。）する場合は、そのことについて
の特別な契約（以下「特約」と言います。）、例えば、退職後の
再就職制限を予め就業規則に規定しておくことや退職時に「再
就職制限契約」等の契約を締結しておくことが必要です。

２．再就職制限には合理的事情が必要
　このような特約は当事者の合意で自由に締結できますが、再
就職制限は退職者の生計維持の途を奪い、「職業選択の自由」（憲
法２２条１項）をも制限することになります。裁判例は、再就職
制限に合理的事情がない特約は公序良俗（民法９０条）に反し無
効としています。

３．再就職制限に必要な合理的事情とは？
　裁判例は合理的事情の判断で次の要素を考慮しています。

ア　労働者の在職時の地位
　退職後に再就職制限の特約を締結するのは、研究開発部門
等の業務は機密事項に接し、会社独自の製造技術情報が流出
することによる損害を避けるためです。研究開発部門の所属
であっても機密事項に接しない地位にあった場合等は特約締
結の意義・利益がありません。一般従業員について再就職制
限の特約の効力を否定した裁判例もあります。

イ　再就職制限の期間
　技術の進展に伴い機密事項でなくなる場合もあります。機
密事項の内容・レベルも様々で一概に「〇年」までなら有効
とは言えませんが、再就職制限が退職者の生計維持の途を奪
うことに鑑み、再就職制限の期間は必要最小限であることが
求められます。３年間の再就職制限の特約を無効とした裁判
例もあります。

ウ　代償措置
　再就職の制限は退職者の生計維持の途を奪うことになりま
すので、経済的な代償措置が必要です。退職後の再就職制限
を考慮して、在職中の給与・手当、退職金の割増等の措置が
考えられます。

４．特約の定め方（私見）
　在職中の職責・役職、機密事項との関わり方、代償措置の内
容等は様々で、特約の内容も退職者により異なります。就業規
則で一般的・原則的な再就職制限を規定し、退職時に退職者と
再就職制限契約等の特約を締結するのも一案かと思います。

労務相談員 瓜 生 裕 一

15

退職後の同業他社への再就職制限

Ｑ

Ａ

 問合せ先 　姫路経営者協会（ TEL：079‐ 288‐ 1011　E‐mail：keikyo＠h-keikyo.gr.jp）

　また、事務局では、労務相談員以外にも会員企業の労務・人事担当者から得られた情報（企業名は匿名）や労務専門機関の
書籍等の情報もございますので、労務・人事に関するお悩みがある場合は労務相談員とあわせて事務局もご活用ください。

姫路経営者協会では労務相談を随時受付けております！
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会 員 情 報

＜順不同・敬称略＞

会社名変更
◆NSMコイルセンター株
 姫路事業所◆
◯旧  三和スチール工業株

代表者変更
◆株タイヨウデンシ◆

①代表者名　②所在地
③業種　　　④紹介会社

新入会員紹介

◆日製電機株◆
① 東田　康裕 氏
② 姫路市土山東の町１４番１０号
③ 電設・空調・建築資材の販売

◆株城洋◆
① 角田　城治 氏
② 姫路市白浜町宇佐崎南１丁目６８‐１
③ 金属製品製造業

◯新  代表取締役社長　大澤　　武 氏
◯旧  代表取締役社長　大澤　　勲 氏
◆株日本テック◆
◯新  代 表 取 締 役　稲澤　英孝 氏
◯旧  代 表 取 締 役　稲澤　匡昭 氏
◆株ユーパック◆
◯新  代 表 取 締 役　小倉　優一 氏
◯旧  代 表 取 締 役　山口　恭弘 氏
◆大和証券株◆
◯新  支　　店　　長　辻田　貴志 氏
◯旧  支　　店　　長　徳永　洋平 氏

会員数推移データ（R４．１１．１時点）
６５８全　　体
４３５第一部会（従業員数１００人未満）
１３４第二部会（従業員数１００人以上５００人未満）
８３第三部会（従業員数５００人以上）
６団　　体

噛お願い噛
会員情報に変更がございましたら
事務局までお知らせください。

　会報Bridge１１・１２月号をお読みいただき、ありがとうござ
います。
　今号では、特集において「わが社の事業・製品・技術ＰＲ！」

と題し、実際に会員企業同士が繋がり、事業に発展した事例を交えて会員企業のＰＲを
掲載しています。
　今後もBridgeの名の通り、「会員と会員の」「会員と事務局の」橋渡しとなるよう定
期的に情報を発信していけたらと考えています。
　今後会報誌の紙面をより充実させていきたいと考えております。特集してほしいこ
とや取り上げてほしいテーマなどご意見・ご要望がございましたら、是非右記経営者
協会ＨＰ問い合わせフォームまでお寄せください。

～いつもアンケートにお答えいただいている皆様へ～
　励ましの言葉や参考になるテーマをお寄せいただき、ありがとうございます。すべ
て漏らさず拝見しております。今後ともご協力いただけますと幸いでございます。

編 集 後 記

事務局
渋 谷 光 太

▲ 問い合わせ
　 フォーム

姫路経営者協会 会報誌　広告募集中！
奇数月に発行しております会報誌 Bridgeの誌面への広告掲載を募集しております。
広告掲載のお申込み・お問い合わせは下記まで！

猿発 行 月　1月・3月・5月・7月・9月・11月
猿発行部数　約1 ,100部

（当協会会員・各地経営者協会・その他
関連団体へ配布）

猿お問い合わせ先　姫路経営者協会
　　　　　　　　　 TEL 079‐288‐1011
　　　　　　　　　 E-mail：keikyo＠h-keikyo.gr.jp

A5（片面）A4（全面）
27,500円55,000円表紙裏（白黒）　

27,500円55,000円裏表紙裏（白黒）

38,500円77,000円裏表紙（カラー）

猿料金表（税込）
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特　集　1〜8

わが社の事業・製品・技術PR！
～技術提供・業務提携先も探 し ています ！～

提供：姫路市（姫路城西御屋敷跡庭園 好古園 紅葉会）

猿会員企業ミニ紹介コーナー ……………… 9
猿お知らせコーナー ………………………… 13
猿だいじょうぶ？ …………………………… 13
猿Ｑ＆Ａ ……………………………… 14〜15
猿経協レポート ……………………………… 16

姫路経営者協会 会報 

播磨の経営者が語る！！

2022

月号

URLURL :: http://www.h-keikyo.gr.jp E-mailhttp://www.h-keikyo.gr.jp   E-mail :: keikyo@h-keikyo.gr.jpkeikyo@h-keikyo.gr.jp

１１・１２

がん ばっ てるでぇ～

株式会社山陽

企業インタ ビ ュー　10〜11

連載企画　HAZARD　12
年末時
沈黙の臓器！
肝臓・腎臓は教え ちゃくれない！

Title:表紙・表2.3.4.eca Page:2  Date: 2022/11/02 Wed 14:46:14 


