小 野 田 商 工 会 議 所 会 報
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■女性会創立４０周年記念事業
■ビジネスマナー研修を開催
■木曜！ラジオ de 回覧版
■労働ほっとラインのご利用を
■６月は外国人労働者問題啓発月間です

～商工会議所が未来を変える！～

小野田商工会議所
URL: https://www.onoda-cci.or.jp

小野田商工会議所 ６月の予定
1火

～今月の表紙～

2水

創業相談（IT）

3木

創業相談

4金
5土
6日
【女性会創立４０周年記念事業】

7月

当所女性会は、創立４０周年記念事業とし
て、山陽小野田市民病院に入退院時の手荷
物運搬用としてショッピングカートを５台寄贈
しました。
詳細は 2 ページをご覧ください。

8火
9水
10 木
11 金

知財相談

12 土
13 日
14 月

労務相談/青年部６月例会

労働問題でお困りの方はありませんか
労働ほっとラインのご利用を！

15 火
16 水

創業相談/常議員会・通常議員総会

17 木

法律相談

18 金

創業相談

県では、労働問題に精通した専門の相談
員が電話で相談に応じる労働ほっとライン
を解説しています。
賃金、労働時間、退職、解雇、セクハラ、
パワハラなど、各種の労働相談を電話
により承ります。

19 土
20 日
21 月
22 火

●今月の表紙について
今後会員さんの事業所や店舗の紹介を企画
中です。
掲載希望募集しまので、当所までご連絡下さ
い。

労務相談

23 水
24 木

■ 電 話 083-933-3232
■ 相談員 社会保険労務士
■ 相談料 無料
■ 相談日 月～金（９時～１８時）
※ご相談はメールでも受け付けています。
roudou@pref.yamaguchi/lg.jp
このほか、県では、「あっせん」も行って
います。詳しくは Web で
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/
a34000/index/

25 金
26 土
27 日
28 月
29 火
30 水

記帳税務相談

カレンダー内の個別相談について
個別相談は全て事前に予約が必要です。
相談時間・ご予約等は当所にお問合せ
下さい。

（TEL 0836-84-4111）

小野田商工会議所女性会創立 40 周年
～ 今後とも変わらぬご指導をよろしくお願い致します ～
小野田商工会議所女性会は、昨年 11 月に創立４０周年を迎えました。
コロナ禍で迎えた周年となりましたが、関係者の皆様方、商工会議所会
員の皆様方のご支援を賜りながら、今日まで歩みを進めることが出来まし
たことに、改めて心より感謝申し上げます。
この度の周年記念事業では、地域との繋がり、人と人との繋がりを意識
して活動を実施しました。
コロナの影響は依然として険しい道のりですが、節目の年からの第一歩
を会員一丸となって踏み出してまいりますので、引き続き皆様方のご指
導、ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。
小野田商工会議所女性会 会長 西岡 フミヱ

昨年 11 月

創立 40 周年記念親睦視察旅行を実施

２０２０年春、
「そぞろ歩き」が楽しめる観光地として生まれ変わ
った「長門湯本温泉街」を視察地に、女性会創立４０周年を記念し
た親睦視察旅行を実施しました。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響が大きい観光分野ですが、
「GoTo トラベルキャンペーン」をはじめとする地域振興策がスター
トした中、まち一体となって取り組む“おもてなし”のサービスを、
見て触れて体験することをテーマに視察しました。
『親睦視察旅行 in 長門』

今年 2 月

小野田駅前へ「イルミネーション」を寄贈

２０２０年８月、山陽小野田市では新型コロナウイルスのクラスター感
染が発生して以降、街の人通りが著しく減少してしまいました。
飲食・小売店が多く集まる小野田駅前地域では、暗くなったまちの雰囲
気を少しでも明るくしようと、
「灯の de（ひので）イルミネーション」事
業を実施。
コロナ終息と元気な春が来るよう願いを込めて、当女性会もフラワーイ
ルミネーションを一緒に飾らせていただきました。
『灯の de イルミネーション合同点灯式にて』

今年 4 月 山陽小野田市民病院へ「運搬カート」を寄贈
山陽小野田市民病院は、２０１５年４月に新病院としてリニュ
ーアルオープンして以降、市民に寄り添い地域の医療を支えられ
ています。
現在は、新型コロナウイルス感染防止のため面会が禁止されて
おり、入退院時の荷物運搬を、少数の入院患者の家族と職員でさ
れているとお聞きしました。
負担軽減に少しでも役立てて頂きたいと、手荷物運搬用のショ
ッピングカートを５台寄贈しました。
『山陽小野田市民病院にて寄贈式』

令和３年度 ビジネスマナー研修講座開催
新入社員及び入社３年未満の方を中心に２日間で延べ１５事業所３０名が社会人としての心構え、
基本をしっかり身に付ける
講師：オーブ パーソナリティオフィス代表 松原淳子（まつばらあつこ）氏

当所では、４月２７日（火）９時～１２時と５
月１１日（火）１３時半～１６時半の両日に、ビ
ジネスマナー研修講座を市商工センターにて開
催した。
同講座は、社会人としての相応しい「心構え」
「マナー」
「電話の応対」を身に付けることを目的
に毎年（公財）日本電信電話ユーザ協会と共催で
開催し、例年は終日にて行なっていたが、今年度
は、コロナ禍での感染拡大防止の観点から昼食を
挟まず、半日に短縮して開催した。
講師は、松原淳子氏が務め、はじめに参加者を
前に、この研修は授業ではなく仕事であることを
話された。
はじめに社会人としてのマナー、接遇の基本に
ついて「働く上での身だしなみ」
「報・連・相はあ
なたと職場を結ぶ生命線」など社会人としての基
礎知識について幅広く学んだ。

会議所新入会員のご紹介

コロナ禍でマスク着用がマナーとなっている
ことを受け、顔の半分以上を覆うマスクを着けた
際の話し方と表情、立ち居振る舞いについても話
された。
実践練習（ロールプレイング）では、服装・身
だしなみ・表情の豊かさ・姿勢・態度・動作・言
葉遣い・話し方の七つを基本とし、丁寧で感じの
よい挨拶の仕方、来客対応マナーとして名刺の受
け渡しや、電話の応対などの一つ一つの所作に対
して細かいアドバイスを受けた。
「声・表情・動作」を一元化したトレーニング
に社会人としての自覚が芽生えるなど、研修の効
果が見て取れた。
参加者は、基礎を身に付けようと、真剣に学ん
でいた。
来年も実施を予定しており、多くの事業所から
の参加を望んでいる。

ご加入ありがとうございました

※令和 3 年４月・５月にご加入された方で、情報掲載にご了解いただいた方のみ掲載しております。
事業所名

代表者

所在地

業種（事業内容）

自然農法 野村農園

野村 勝義

千崎 778-4

米、野菜の生産・販売

㈱倭デイサービスゆうあい

西四辻 慈子

小野田 4046

通所・短期入所介護事業

真成工業

角 洋佑

小野田 252-3

建設業

ｵｰﾌﾞ ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ ｵﾌｨｽ

松原 淳子

宇部市野中 2-2-10

司会、研修講師

紺箭鉄砲火薬㈱

紺箭 修平

下関市上田中町 1-18-12

鉄砲火薬卸小売及び建設事業

上記以外に掲載不要希望の事業所が１件入会されています。

ラジオで会員事業所を紹介

～ 今回の出演者～

小野田商業開発㈱

『木曜！ラジオ de 回覧板』

（おのだサンパーク）
ｲﾍﾞﾝﾄ催事
担 当

FM スマイルウェーブにて放送中！‐89.7MHz‐
毎月第３木曜日／１８時１５分～１９時００分

（笑顔でラジオに出演する中川さん）
５月２０日（木）の「木曜！ラジオ de 回覧板」は、
小野田商業開発㈱の中川善雄さんにご出演いただき
ました。
中川さんは、昭和５６年生まれの４０歳で、現在
１児のパパ。持ち前の低音ボイスも、家では赤ちゃ
ん言葉になるという子煩悩ぶりで、
「人としゃべるの
が大好きな性格」と自己紹介。
おのだサンパークでのお仕事は、イベントの企画・
運営・広報活動を中心に、テナントに入るお店の方々
との調整役としても幅広くご活躍されています。
お仕事の多くでイベント事業に携われている中川
さんですが、現在はコロナ禍ということもあり、感
染防止対策にかなり気を配られているそうで、
「この
ような中でも、お客様が安心して楽しめる環境を作
りたい」と話されていました。
また、今年４月にオープンし、地域の話題をさら
っている「ゴディバ」ショップ。中でも大人気とな
っているチョコレートドリンク「ショコリキサー」
は、連日多くの方に楽しんでいただいているとのこ
とで、自身もさっそく体験され、
「１年通してゴディ
バの味を小野田で楽しめることに自分で一番感動し
ています」と笑顔で語っていました。
中川さんはレノファの大ファンで、趣味は休みの
日にサッカー交流公園で一人リフティングをするこ

なかがわ

よし お

中川 善雄 さん

とだそうで、
「小野田に来て３年、そろそろ友達が欲
しい！」と、一緒にサッカーをしてくれる人を絶賛
募集中と話し、笑いを誘っていました。
今後のおのだサンパークのイベント紹介では、６
月１２日（土）～２０日（日）に予定する、
「新世紀
エヴァンゲリオン」の特設エヴァストアがセントラ
ルコートにて開催されることをご紹介されました。
販売はグッズを中心に展開され、１,０００円以上
お買い上げの方には、オリジナルポストカードが特
典で配布されるとのこと。
（２種類から１枚ランダム、
数に限りあり）
そして最後に、おのだサンパークがついに FM スマ
イルウェーブに番組を持つことが発表され、これか
らお店の色んな最新情報を楽しくご紹介していきた
いと意気込んでいました。
イベント・催事のお問い合わせ♪
➢ 小野田商業開発㈱（おのだサンパーク）
➢
０８３６－８３－１３８９

あなたもラジオに出演してみませんか？
自社を PR して販路を広げよう！
番組に一緒に出演し「事業の特徴」や「販売商品」
「技術」など自社の魅力を PR することで、新たに販
路を広げたい方、ぜひご出演ください！！
★番組名
★Ｍ Ｃ
★放 送

『木曜！ラジオ de 回覧板』
松原 淳子（まつばら あつこ）さん
毎月第 3 木曜 18 時 15 分～19 時

出演のお申込み・詳細については、
事務局までお気軽にお問合せください♪
小野田商工会議所
0836-84-4111
担当：中村、平山、和泉まで

応援しよう！ レノファ山口！
第１５節(5/１９)までの成績

勝点１９（５勝４分６敗）

順位１３位

6 月の試合予定
6 月 5 日（土）13:30～（第 17 節）
VS 愛媛 FC （維新みらいふスタジアム）
6 月 13 日（日）14:00～（第 18 節） VS モンテディオ山形 （ND ソフトスタジアム山形）
6 月 19 日（土）18:00～（第 19 節） VS ヴァンフォーレ甲府 (JIT リサイクルインクスタジアム)
6 月 27 日（日）19:00～（第 20 節） VS 大宮アルディージャ (維新みらいふスタジアム)

会報の紙面をお借りして、山口東京理科大学の研究
を紹介いたします。ここで紹介する事例をはじめ、本
学の研究成果や技術にご興味がありましたら、地域

の研究を紹介します！

【顔写真】

連携研究推進課へおたずねください。

免疫機能の解析から老化関連疾患を予想・制御する

指定がない場
合は、HP 教員

薬学部 薬学科 生体防御学分野

紹介の顔写真

教授

を利用します

篠原 久明

老化は、糖尿病等の代謝性疾患、関節炎、心筋症等の炎症性疾患、認知症等の神経変性疾患お
よびがんを含む多くの一般的な疾患の主要な危険因子である。免疫 B 細胞は加齢に伴い免疫応答
能が下がることで、
「COVID-19 のような感染症にかかりやすく重症化する」
、
「自己抗体・炎症
性サイトカインを産生し老化関連疾患を発症・悪化させる」
、と考えられている。
B 細胞の分化制御の機序を理解すべく様々なアプローチによる研究を遂行している。細胞内に
誘導される複雑な情報により、わずかな刺激量を増幅し, 生存・増殖・分化といった細胞の運命が
決定される。しかしながら、B 細胞の成熟過程という時間変化を伴う現象は、既存の実験解析だ
けで理解することは困難である。故に、細胞内に誘導される複雑な情報、時間の変化をコンピュ
ータによる計算を併用することで理解し、老化 B 細胞の特徴を機能、分子により明らかにするこ
とが直近の目的である。
実際これまで、免疫 B 細胞内の分子情報をコンピュータによる計算を駆使し、解析してきた。
細胞内に誘導される刺激の量というアナログの情報を「細胞が活性化する、しない」
、といったデ
ジタルな情報に変換する細胞内の分子システムを明らかにしている（Science 2014, 344: 760、炎
症と免疫 2015, 23: 72）。細胞の運命が分子のシステムによって制御されていることを示す代表的
な例である。こうした手法はシステムバイオロジー的、生物情報学的、もしくはコンピュテーシ
ョナルアプローチと呼ばれる。
実験で測定された分子のダイナミクスを数学モデルで表すことにより、そのダイナミクスをコ
ンピュータ上で再現することができる。多くの実験データを再現できるモデルはそのネットワー
クや制御のシステムを正しく表現していると考えられる。また、信頼性の高いモデルが構築でき
れば、反応強度のわずかな変化から、そのネットワークが持つ制御特性を高精度に予測できるよ
うになる。つまり、患者の検体から僅かな変化を見出し、疾患に繋がるリスクを予想することが
可能になる。
これらの研究により、老化に関連する疾患を微量の血液、尿検体を観測することによりコンピ
ュータ上でそのリスクを予想し、管理できるシステムの構築につなげたいと考えている。

【キーワード】免疫細胞、老化関連疾患、コンピュテーショナルアプローチ

問合せ先：山陽小野田市立山口東京理科大学 地域連携研究推進課 Tel:0836-88-4515

―まずは商工会議所へ―

無料個別相談会（秘密厳守・相談無料）のご案内
当所では今年度も、皆様の経営に関する悩み・相談等に対応するために、あらゆる分野の専門家に
アドバイスいただける無料相談会を開催してまいります。
まずは商工会議所にご相談下さい。

◎創業相談（事前予約必要）---担当相談員：中小企業診断士・税理士・IT コーディネーター
「開業にあたって何から準備をして良いのかわからない。」「開業したが上手く軌道に乗せるのは？」など、
開業前後に起こる様々な不安や疑問に専門家の立場からアドバイス頂きます。
開業に関するご相談以外にも、事業承継をお考えの方も是非ご活用下さい。
◎労務相談（事前予約必要）---担当相談員：社会保険労務士
就業規則の作成等、労務管理には見落としがちな事がたくさんあります。専門家の視点で様々な角度から
アドバイス頂きます。
◎金融相談（事前予約必要）---担当相談員：日本政策金融公庫下関支店国民生活事業部担当者
日本政策金融公庫下関支店国民生活事業部の担当者が金融に関するご相談にお答えします。
◎知的財産権に関する個別相談（事前予約必要）---担当相談員：弁理士
経営の中で抱えるアイデア段階から事業展開までの知的財産に関する悩みや相談に対してアドバイス頂
きます。
◎法律相談（事前予約必要）---担当相談員：山口県弁護士会所属弁護士
金融・雇用・事業承継等、経営に関するあらゆる問題について（その他、個人的な相談も含む）法律の専門
家の立場からアドバイス頂きます。
◎記帳・税務相談---担当相談員：税理士
日々の記帳においての疑問や税に関する相談など、当所担当税理士が親切にお答えします。

※日程等は会報・ホームページ等でご確認下さい。

会報「商工おのだ」チラシ折込サービスのご案内
当所では、会員に毎月お届けしている小野田商工会議所会報「商工おのだ」に、貴社の広告チラシを同封し、
約１，05０社の会員事業所へ配送するサービス（有料）を行なっています。事業所向けの格安で効果的な宣伝
手段としてご活用下さい。

折込１回（１枚）につき１６，５００円（税込）
※２枚目は、５，５００円（税込）
。但し、折込は１回２枚までとします。
◇会報は毎月１日発効ですが掲載内容、曜日等により発行が数日ずれる場合があります。
◇ご用意いただくのは、貴社のチラシのみ（1050 部）です。
◇同封するチラシ等のサイズは B5 または A4 で重さは 20ｇ以下です。
◇申し込みは、折込月の前月２０日まで、チラシの納品は前月２５日までにお願いします。

お申込み・お問合せ先 小野田商工会議所 総務（℡ 0836-84-4111）
外国人を雇っている事業主のみなさまへ

６月は外国人労働者問題啓発月間です
『ともに働き、ともに活躍 ～外国人雇用はルールを守って適正に～』
外国人雇用のルールをチェック（☑）してみましょう。
□

国籍で差別しない公平な採用選考を行っていますか？

□

労働法令を守り、労働保険・社会保険に入っていますか？

□

日本語教育や生活上・職務上の相談に配慮していますか？

□

安易な解雇はしていませんか？

□

外国人の雇入れ・離職時に、ハローワークに雇用状況の届出を出していますか？

詳細については 山口労働局職業対策課（電話 083－995－0383）
またはハローワーク宇部（電話 0836－31－0164 部門コード 33＃）にお問い合わせください。

