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■2023 新年のごあいさつ 

■セミナー開催レポート 

■共済加入事業所・会員事業所親睦ボウリング大会 

■名産品グランプリ 

■木曜！ラジオ de回覧板 

■所得税確定申告個別相談日程 

 ～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 
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■ 赤㟢神社（山陽小野田市小野田 4365 ） 

 



小野田商工会議所 1月の予定 

1日 (元日) 

2 月 （振替休日） 

3 火  

4 水 仕事始/創業相談（ＩＴ） 

5 木 年末調整個別相談/創業相談 

6 金 年末調整個別相談 

7 土  

8 日  

9月 （成人の日） 

10 火 年末調整個別相談/労務相談/青年部役員会 

11水  

12 木  

13 金 知財相談 

14 土  

15 日  

16 月 ＩＴなんでも相談会 

17 火 創業相談 

18 水 創業相談 

19木 法律相談 

20金 総務委員会 

21土  

22日 青年部１月例会 

23月 記帳税務相談 

24火  

25水 元気塾② 

26木 労務相談 

27金  

28土  

29日  

29月  

31火  

所得税及び消費税確定申告 
個別指導のご案内 

完全予約制にて行います。必ず事前にご連

絡下さい。(詳細は折込チラシをご覧下さい。) 

申込多数の時間枠が発生した場合は、日程

調整させていただく場合があります 

◎相談日程 （相談時間 ９時～１６時） 

２月１６日（木） 棟近 潔税理士 

２月１７日（金） 堀 英俊税理士 

２月２０日（月） 棟近 潔税理士 

籔本英弘税理士 

２月２１日（火） 坂元耕樹税理士 

２月２４日（金） 梅本 修税理士 

２月２７日（月） 坂元耕樹税理士 

山縣敏郎税理士 

３月２日（木） 村田治子税理士 

３月３日（金） 梅本 修税理士 

予約・お問合せは小野田商工会議所まで 

  （0836-84-4111） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

掲載記事の一部訂正について 
12 月号掲載記事の一部に誤りがありました。 

お詫び申し上げ、下記の通り訂正いたします。 

2022 年 12 月号 2 ページ（役員写真下の氏名） 

（誤）専務理事 江田方志 

（正）専務理事 堀川順生 

～今月の表紙～ 

 
【赤㟢神社】 
山陽小野田市赤崎地区に鎮座、赤崎小学校の東に隣

接しています。御祭神は、大己貴大神、少彦名大神。   

太古神代、大己貴大神、少彦名大神が九州より大和

国に帰られる途中に西須恵赤崎の浦に上陸、漁業、塩

業、農業の術を深められ、その後、鎮守神として斎祀

されました。文永９年（１２７３年）疫痢病が流行し、

鎮圧神願のため大和国三輪邑（奈良県桜井市）の大神

神社より分霊を勧請し、社殿を建てられました。明治

１３年（１８８０年）に火災で焼失も２年後に再建。

現在の社殿は大正１０年（１９２１年）に大改築され

たものです。境内の霊泉「美奈登池」の神水を飲むと

病気をしないという言い伝えが有ります。また、秋分・

春分の中日、朝早くお参りし、７つある鳥居を全てく

ぐると中風除けのご利益があるとされています。 

（案内板より抜粋、要約） 



 

あけまして 

おめでとうございます。 

 

みなさまにおかれましては、お健やかに新春

をお迎えすることと心からお慶び申し上げま

す。 

また、平素から商工会議所の諸活動につきま

して、ご支援とご協力を賜り重ねてお礼を申し

上げます。 

さてわが国は、過去２０年以上にわたり物価、

賃金、生産性が横ばいという停滞が続き、先進

諸国と比べて相対的に競争力が低下しており

ます。昨年はコロナ禍に加えて、ウクライナ情

勢による原油・原材料の高騰、そして急激な円

安の進行など、大きな環境変化が次々と押し寄

せ、内外経済に与える影響など、極めて予測困

難な状況が続いております。 

このような大きな環境変化に対応しつつ、人

口減少や少子高齢化を起因とする慢性的な労

働不足や後継者不在の事業承継問題にも全力

で取り組み、価値ある事業の廃業を防ぎ、更な

る成長力を強化してまいります。 

 

 

 

 

さらには加速するデジタル化やグローバル

化への対応などビジネス環境整備の支援を国

に要望し、地域経済や中小企業が将来に希望を

持てるよう強力に推進していく必要があると

考えます。ポストコロナに向けた中小企業の自

己変革推進の重要性を理解し、ビジネス変革な

どへの挑戦を後押ししていく所存です。 

小野田商工会議所は本年も引き続き地域経

済を支える会員の皆様が安心して、効率的に事

業活動が行えるよう国、県、市などの政策に歩

調を併せながら、継続して「伴走型支援」に積

極的に取り組み、経営相談窓口、専門家の派遣、

そして時代のニーズに合わせた各種セミナー

の開催など、広角的な支援を行ってまいります。 

「信頼され、役に立ち、親しみやすい、満足

される商工会議所」を目指して、役職員一丸と

なって、邁進してまいる所存でありますので、

皆様方のより一層のご支援、ご協力を賜ります

よう切にお願い申し上げます。 

終わりに、皆様方のご健勝とご繁栄をご祈念

申し上げまして、新年のごあいさつといたしま

す。 

 

 

新年のごあいさつ   小野田商工会議所 会頭 藤 田 敏 彦 



 

 

 
 

 
 
新年明けましておめで

とうございます。 
謹んでお慶びを申し上

げるとともに新年のご挨
拶を申し上げます。 
旧年中は小野田商工会議所青年部の事業活

動に多大なるご支援ご協力を賜りましたこと
心から御礼申し上げます。 
昨年はコロナ３年目の年として 4 月よりス

タートしてまいりましたが、令和 2年、3年と
制限された中での生活、自企業の運営、青年部
活動、様々な場面で悔しい思い、つらい時期も
ありましたが、一方ではこのような困難を乗り
切るためにオンライン会議や感染対策、テレワ
ーク、時間の使い方や、働き方も大きく変わっ
て来ました。いつの時代も大きく成長する過程
には大きな困難が立ちはだかるものだと思え
ば、今こそ成長、進化出来るときだと思います。 
令和 4年度はリアル開催にこだわってこの 2

年間で培ったノウハウをフル活用すべく、スロ
ーガン『考動』～自ら考え行動する～を掲げ、
今、何ができて、何をすべきか、考えながら活
動してまいりました。 
青年部活動といたしましては理科大学連携

事業では学生と LABV について山口東京理科大
学で意見交換会、おのだ七夕祭りの現地開催、
青少年育成事業では市内小学生を招き山口東
京理科大学での薬剤師体験、定住促進事業では
焼野で街コンの開催。また、昨年は市のハロウ
ィンイベント「スマイルハロウィンさんようお
のだ 2022」の実行委員会にも大きく携わらせ
ていただき当青年部といたしましても貴重な
経験をさせていただきました。 
すべての事業を中止することなく行えまし

たことを嬉しく思うとともに関係各所、ご支援
ご協力賜りましたこと重ねて御礼申し上げま
す。 
また、まだしばらくマスクに検温、アルコー

ル消毒といった制限はあるかもしれませんが
そんな中でもマスク越しにも笑顔のみえるス
マイルシティであるよう青年部メンバー一同、
本年も多くの事業を企画し、地域の発展のため
活動してまいりますことと、青年経済人らしく
研鑽に務めてまいりますので皆様の変わらぬ
ご支援、ご鞭撻のほど何卒宜しくお願い申し上
げます。  
 

 

 

 
 
 
 

新年明けましておめでと

うございます。 

皆様にはご健勝にて新年

をお迎えのことと心よりお

慶び申し上げます。 

平素より女性会活動にご指導、ご支援を賜わ

り厚く御礼申し上げます。 

さて昨年は、２年ぶりにおのだ七夕花火が開

催され、待っていましたと言わんばかりにたく

さんの人が集まって来られ、浴衣コンテスト、

変面ショー、花火を楽しみました。あちらこち

らで笑顔があふれ、歓声があがり、開催されて

本当によかったと感動致しました。 

県下商工会議所女性会会員大会も２年ぶり

に防府大会が開催され、あちらこちらで「お久

しぶり、元気でした？」の声がとびかっていま

した。歓喜に満ちあふれ、一段と交流を深める

ことが出来ました。 

１２月に令和４年度女性会視察研修 in 萩を

実施することが出来、明倫学舎を視察、萩商工

会議所女性会の特別事業として由紀さおり・安

田祥子 with 木山裕策、童謡コンサート～家族

のハーモニーⅡ～に参加致しました。 

長州ファイブにふれ、偉人に思いをはせ、す

ばらしい歌声に心癒され、夜は忘年会を兼ねて

の食事会、情報交換・近況報告をし、久しぶり

の笑顔にふれ、まさしく笑顔で元気な女性会で

した。 

今期は女性会独自の地域活性化事業をかか

げていますが、コロナの影響を受けて進めて行

けていません。今期中には是非とも方向性を見

つけて行きたいと思っています。 

３年におよぶ新型コロナ感染拡大、資源価格

の高騰、ウクライナ危機、世界経済の先行不透

明という私共をとりまく環境は厳しさを増す

ばかりです。そういう中だからこそ、女性なら

ではの感性、実行力、女性の力を発揮し、笑顔

で元気な女性会として、楽しく和やかに活動し

て参りたいと思います。皆様の一層のお力添え

を賜わりますようお願い申し上げますと共に、

皆様のご多幸と益々のご繁栄をお祈り申し上

げまして、新年のご挨拶とさせていただきます。 

 

小野田商工会議所青年部 

会長 藤野 佑介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小野田商工会議所女性会 

会長 松島由紀子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

さんようおのだ起業塾 2022 

市）令和４年度さんようおのだ起業塾委託事業 

 

１０月３１日（月）、「令和４年度さんようお

のだ起業塾」が全４回コースの最終日を迎え、

受講生１４名が創業の第一歩を踏み出した。 

本セミナーは、山陽小野田市特定創業支援事

業（※）の一環として毎年開催するもので、主

に「創業時の心構え」や「経営に必要となる基

礎知識」の習得を目指しながら、市内創業者の

掘り起こしも目的としている。 

対象は、「創業したいけど、何からはじめれば

良いのかな？」「お店を開店するときはどうした

らいいのだろう？」と創業を夢見る方を中心に

受講生を募集。メイン講師を中小企業診断士で

シンプルシステム㈱代表取締役の伊藤勝彦(いと

う かつひこ)氏が務め、事業計画の策定に向け

てポイントを解説した。 

事業計画書を策定する上で重要となる「財

務・税務」のテーマでは、税理士で中小企業診

断士の税理士法人いそべ共同代表 小平敏彦(こ

ひら としひこ)氏が、「マーケティング・販促」

のテーマでは中小企業診断士の阪本和幸(さかも

と かずゆき)氏がそれぞれ講師を務めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最終日には、当所会員で起業塾卒業生である

パリパリ工房代表の豊田政男（とよた まさお）

氏がオンライン出演し、創業前後の実体験を現

在の経営状況を交えてお話しいただいた。 

「期待」と「不安」が入り混じる参加者に対

し、厳しい現実を伝えながら、創業の夢に向け

て背中を押す熱のこもった解説に、参加者から

は「経営の厳しい面を直視することで、心構え

が出来ました」、「不安が希望に変わる言葉をも

らえました」といった声が聞かれた。 

当所では、今後も各関係機関と連携し、卒業

生が創業を実現できるよう、個別相談等により

継続的な支援を行っていく。 

 

◆◇ チャレンジショップ出店者が決定！ ◇◆ 
 

起業塾修了者を対象としたチャレンジショッ

プの出店審査会が、１１月１６日（水）、雇用能

力開発支援センター会議室にて開催された。 

審査会当日は、出店希望者による事業計画の

プレゼン発表が行われ、伊藤、小平両講師をは

じめとする各関係支援機関の厳正な審査により

下記のとおり出店者が決定した。チャレンジシ

ョップは、おのだサンパーク本館２Ｆにブース

を構え、令和５年より順次オープンする予定。 
 

➢ FLOWERS（R5.1～open予定） 

➢ ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞﾙｰﾑ natuiro（R5.6～open予定） 

  

■セミナー開催レポート 

※山陽小野田市特定創業支援事業とは・・・ 
 
開業前に「経営、財務、人材育成、販路開拓」に係る内容を全て満たす支援を４回以上かつ一か月以上

の期間で継続して受講または支援を受けた方を「特定創業支援修了者」として認定し、登録免許税の軽減

や融資の利率優遇、補助金の交付など、様々な優遇措置を受けることができるものです。 

（創業の心構えを説く講師の伊藤 勝彦 氏） 



 

 

本セミナーは、「新型コロナウイルス感染症に

関する中小企業・小規模事業者支援事業」とし

て山陽小野田市から委託を受け、長引くコロナ

禍と物価高騰の影響で消費者の購買意欲が低下

する中、デザインやパッケージ作り、安心安全

をテーマに取り上げ、『「商品力と集客力が１ラ

ンクＵＰする３つのセミナー』として開催した。 

 

11/1（火） 14:00～16:00 

集客力UP！商品の魅力が伝わる 

POPの作り方セミナー 

 第１回目は、グラフィックデザイナーで「ぱ

んだんしょこら」代表の吉野貴普氏を講師に招

き、手書きＰＯＰと無料デザインツール「Ｃａ

ｎｖａ」を使ったデジタルＰＯＰの作り方につ

いて、実践を交えて解説いただいた。 

 受講生が作成したＰＯＰに吉野講師からの一

言アドバイスをもとに修正すると、お客様の心

を掴む魅力的なＰＯＰが出来上がったため、「ア

プリを使って早速作ってみたい」「これまで手探

りで使っていたので、頭の中の整理ができた。

もっと使いたい。」などの声が上がった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/9（水） 14:00～16:00 

お客さんの目を引く! 

美ラッピングで商品力UP！セミナー 

第２回目は、講師に Kate no clover*（ケイト

のクローバー）代表で山口県初のラッピングマ 

イスターである藤田雅子氏を招き、消費者の気

持ちを掴んで商品力をＵＰするための「美ラッ 

 

 

ピング」について、実践を交えながら、見せ方

によって同じ商品でも魅力的になるという「魅

せるラッピング」について解説いただいた。  

また、昨今のサステナビリティを意識した

『ラッピングはエコに繋がる技術』として、「新

聞エコバッグ」を受講生へ紹介いただいた。 

受講生は、「綺麗に包むと商品が素敵に見えま

した♪」「ちょっとした工夫で商品が華やかにな

る事がわかりました」と感激していた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/14（月）14:00～16:00 

食品マーケティングのプロが伝授する 

食品管理のあれこれセミナー 

最終回は、上級食品表示診断士で管理栄養士

のフードエール代表 藤本恵子氏を講師に招き

「食品管理のあれこれ」を解説いただいた。 

長引くコロナ禍の中で、事業者は新たな展開

として、ネットや冷凍自販機、マルシェやイベ

ント参加など実店舗を離れて販売する機会が多

くなっている。飲食・食品関連事業者において

は、商品の『安心安全』を消費者に正しく伝え

ることが求められており、特に「食品表示」は、

食品摂取の際の安全性確保と、商品を選択する

情報源として重要な役割を果たすという事を、

実際の事例を紹介しながら、わかりやすく説明

され、受講生からは、「根拠となる法令説明があ

り、イメージがしやすかった。」という感想をい

ただいた。 

■セミナー開催レポート 

POPの作品例を紹介する吉野講師 

藤田講師からラッピングの方法を熱心に聞く受講生 

事例を紹介しながら説明する藤本講師 



 

 

 

11/24（木） LINE活用で“リピーター化”セミナー 

市）新型コロナに関する中小企業・小規模事業者支援事業 

 

１１月２４日（木）１８時より山陽小野田市

市民館の第一講義室にて株式会社スワークス代

表取締役の村田良輔氏を迎えてウェブ販促セミ

ナーを開催した。 

村田氏は、昭和５１年生まれの山口市出身。 

大学卒業後に弁護士を目指していたが、ウェ

ブ販促の世界に方向転換、ウェブ集客の広告代

理業を開始し、中小企業の支援活動をスタート

する。２０１５年からよろず支援拠点コーディ

ネターに就任。ウェブ販促を主に支援を行い、

２０２１年に退任。 

２０１７年組織変更し、株式会社スワークス

を設立。クラウド人材を積極的に活用し、海外

在中の日本人や主婦などの常勤で働きにくい人

材の力を活用している。 

セミナーでは、コロナ禍でデジタル化が急速

に進むこの時代において、中小企業では「IT・

ウェブの活用」が重要な課題となっており、

「LINE を活用したウェブ販促」について説明さ

れ、主に次の５つの項目、①ウェブマーケティ

ングの基本的な考え方、②LINE 公式アカウント

の開設、③LINE公式アカウントの機能、④LINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公式アカウントの初期設定、⑤LINE 公式アカウ

ントの上手な配信方法について話された。 

最後に、LINE 公式の運用で重要なことは、①

定期的に配信すること、②リッチなコンテンツ

で配信すること、③絞り込みで必要な人に必要

な情報を送ること、④見込み客のみを効果的に

集めることであり、それを顧客にしっかりと伝

えることで“リピーター化”することの大切さ

を強調された。 

参加者８名（内オンライン受講者２名）は、

現環境で求められるビジネスチャンスを今後の

経営の参考にすべく、村田氏のテンポ良く歯切

れの良い話し方に熱心に聞き入っていた。 

 

 

 

 

 

■セミナー開催レポート 

 

会議所新入会員のご紹介 ご入会ありがとうございました 

※令和 4年 10月～12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） 

ティーライズ工業 堀 利治 大休団地 9 番 9 号 建設（鉄工） 

㈱ネットウェイズ 田辺 久豊 宇部市新天町 1-2-36 情報サービス 

 浜田設備 濵田 誠 南中川山手 6111-35 配管業 

FLOWERS 神原 千津 千崎 90-2 小売（花の販売） 

 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。 

 

会報「商工おのだ」チラシ折込サービス 
会員事業所（1,100 社）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、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）。（１回２枚まで） 

◇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） 



 

 

１１月２２日（火）１０時からおのだサンパーク

２階大催事場にて、「おのだ名産品ぐらんぷり 2022」

が開催された。これは全国に発信する名産品を作ろ

うとする初めての取り組みで、小野田商工会議所特

産品づくり委員会（委員長福田基博（同）住宅サポ

ート代表社員）が企画し、会員事業所から「推しの

逸品」として名産品を募った。 

審査員は関係機関・団体、山口東京理科大学学生ら

１１名が務めた。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

去る１２月１４日（水）ユーズボウル宇部（宇部

市妻崎開作）において、第２８回小野田商工会議所

会員事業所・共済加入事業所親睦ボウリング大会を

開催した。 

当日は、手指消毒、常時マスク着用等の感染防止

対策をとり開催し、１４チーム総勢５６人の参加者

で大いに盛り上がった。 

団体戦は４人１チームで２ゲームの総得点で争

われ、三共印刷チームが１，１７８点で優勝した。

その他結果は次のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般投票と審査によって金賞、銀賞、入選、特別

賞が決定。入賞者は、１２月１０日、１１日に行わ

れた「おのだお披露目マルシェ」特設ブースとガラ

ポン抽選会で商品 PRをした。 

また、希望される事業者には「ふるさと納税返礼

品への登録」のサポートなど、今後全国市場展開へ

向けた支援を行う。 

入賞者は以下の通り。 

第２８回当所会員事業所・共済加入事業所 親睦ボウリング大会開催 

団体優勝は２年連続で三共印刷チーム 

◎団体の部 

優勝 ㈲三共印刷 １，１７８点 

準優勝 富士運輸㈱Ｂチーム １，１１５点 

３位 大阪新薬㈱Ａチーム １，１１１点 

◎個人の部（敬称略） 

優勝 兼安拓海 ３９８点 ㈲新藤モータース 

準優勝 田中友浩 ３８４点 ㈱タバタ 

３位 野瀬文孝 ３７８点 大阪新薬㈱Ａチーム 

４位 藤井忠雄 ３３８点 ㈱焼肉坂井ホールディングス 

５位 佐々木晋作 ３２８点 ㈲三共印刷 

ハイゲーム 兼安拓海 ２４５点 ㈲新藤モータース 

 

 
優勝した三共印刷チーム 

おのだ名産品ぐらんぷり 2022 

 

 

 

 

金 賞 

ヒノデジェラート 

（ジェラテリアバール SAKURA） 

銀 賞 

コーヒーリキュール 

（ゼロジ㈱）） 

入 選 

萩むつみ豚餃子 

（餃子の福原） 

特別賞 

オルゴナイト 

（atelier soh） 

特別賞 

ゆで瓦そば 

（杉山食品工業㈱） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １２月１５日放送の「木曜！ラジオ de 回覧板」

は、㈲リカーマーケット酒の國 営業部長の今井昌

之さんにご出演いただきました。 
 

今回の放送では、営業部長を務める今井さんから、

この冬イチ推しのホットな商品をご紹介♪ 

また、１２月１０日（土）・１１日（日）に開催

された「おのだお披露目マルシェ」への出店を振り

返りつつ、当日大人気完売だった『日本酒コスメ』

についてもお聞きしました。 
 
MC 松原） １２月に入りパーティーシーズンです

ね！今のお店の雰囲気はどうですか？ 
 
今井さん） ここ数年はコロナ禍の自粛ムードがあ

りましたが、今年はパーティーも出来る空気感にな

って元気が出てきましたね！ 
 
MC 松原） 今日は放送室にオシャレなお酒がたく

さん並んでますね！お酒好きにはたまりません（笑） 

この冬イチ推しのお酒を教えてください♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今井さん） 今日おすすめするのは、赤いボトルが
目印の『ホットワイン』です！ワインといえば冷蔵
庫の温度で飲むのが美味しいとよく言われますが、
フランスなどの寒い地域では、料理の「締めの一杯」
としてホットワインが良く飲まれているそうです。 

レンジで温めて、シナモンやオレンジの果肉を入
れて飲むと、アルコールの湯気から甘いイイ香りが
してとても癒されますよ～       

 
お酒の話となると熱が入る今井さん。趣味は自転

車に乗ることだそうで、リクエスト曲は『海にて心
は裸になりたがる／Mr.children』を選曲。 

「よく小野田の海沿いを自転車で走ってるんです
が、歌のタイトル通り、波の音と潮風を感じながら
聞くとサイコーの曲です！」と紹介されました。 
 

続いて、「おのだお披露目マルシェ」で大人気だ
った『日本酒コスメ』を紹介。 
 
今井さん） イベントの際もお客様に実際に試して
いただいたのですが、酒粕に含まれる「発酵保湿成
分」をコスメに活かした商品で、化粧水、美肌水、
泥洗顔、オールインワンジェルクリームなど、種類
も豊富なお肌のキメを整えるコスメとなります。 
 
担当和泉） 実は僕も化粧水を購入させていただき
ました。僕ヒゲが濃い割に肌が弱くて、よく剃刀負
けするんですけど、この商品は大容量でたくさん使
えて今はお肌ツルツルです！      
 
今井さん） 女性の方はもちろん、男性にも使って
いただきたい商品です！ 
 

エンディング曲は、『手紙/Mr.children』をリク
エスト。「娘が２０歳になって、これまでの子育て
のことを振り返っていた時に聞いていました。あの
日の夜、晩酌しながらひとり大号泣したのを思い出
す曲です（笑）」と紹介した熱い今井さんでした♪ 

 

 
 
 
 

★所 在 地  山口県山陽小野田市大字西高泊６６９ 

       （丸久アルク小野田店 横） 

★営業時間  日～木 ９：００～２２：００ 

        金・土 ９：００～２３：００ 

★定 休 日  年中無休（正月休み…1、２日） 

★Ｔ Ｅ Ｌ  ０８３６―８３―２６５８ 
 
＜リスナー特典＞   
お会計時に「ラジオを聞いた」と伝えていただくと、 
ポイント３倍！配送も出来る限りご対応しますので、 
お気軽にご相談ください♪ (放送日から１月末まで)    

～今回の出演者～ 

『木曜！ラジオ de回覧板』 
 

FMスマイルウェ～ブにて放送中！‐89.7MHz‐ 

毎月第３木曜日／１８時１５分～１９時００分  

ラジオで会員事業所を紹介 

（お酒大好き今井さん㊧とお肌ツルツルの担当和泉㊨） 

㈲リカーマーケット酒
さけ

の
の

國
くに

 
 

営業部長 今井
い ま い

 昌之
まさゆき

 さん 

～ ラジオ出演者を大募集中！～ 
 

自社の事業内容や商品・サービスを 

ラジオで PR してみませんか？ 
 

★番組名 『木曜！ラジオ de 回覧板』 

★Ｍ Ｃ  松原 淳子（まつばら あつこ）さん  

★放 送  毎月第 3 木曜  18：15～19：００ 
 

《出演の申込み・お問い合わせ先》 

小野田商工会議所  ☎ 0836-84-4111 

本件担当 中村、平山、和泉まで♪ 

～山口の地酒から世界の銘酒まで～ 

美酒で乾杯♪『リカーマーケット酒の國』 



 

問合せ先：山陽小野田市立山口東京理科大学 研究推進課 Tel:0836-88-4533 

の研究を紹介します！ 

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、研究

推進課へおたずねください。 

 “鏡の世界を区別して薬を創る”―薬の鏡像と実像 

薬学部・薬学科・講師・田村雅史 

 ほとんどの人は朝起きてから鏡を見て寝起きの自分の顔を確認すると思います。つまり、鏡の

中の自分（鏡像）と鏡の前の自分（実像）が「同じ」であるから、鏡を見ることで自分の姿を確認

します。しかし、鏡像と実像は実際には違います。右手を上げて鏡にうつると、その鏡像は左手

をあげています（一般的な鏡の場合）。この鏡像と実像の違いを私たちの身体は区別していて、匂

い、味、薬の効き方に違いが生まれます。とくに薬の場合、片方は薬としての効果を示しますが、

他方は健康に害をおよぼすこともあるため、薬を創るときは厳密に鏡像と実像を区別するする必

要があります。また、自然界に存在する多くの分子がどちらか片方の形をしています。 

鍵と鍵穴の関係に例えられるように、身体の中に取り込まれた薬である分子は、身体の中の分

子、とくにタンパク質の鍵穴にぴったりと“はまる”ことで効果を発揮します。したがって、薬

を創るためには、“ぴったりはまる形”に分子をデザインし、創る必要があります。図に示した A

と B は鏡像と実像の関係です。A はア、イ、ウすべての「球」が「壁」にぴったり“はまる”こ

とができますが、B はア、イ、ウのうち一つの「球」は「壁」と接することができません。そのた

め、効果が現れない、または身体に害をおよぼす効果が現れるかもしれません。 

私たちの研究室では、独自に開発した触媒を使って、分子の鏡像と実像を高選択的に区別し、

これまで創ることが困難とされていた分子や薬の基本となる構造をもつ分子（医薬品リード化合

物）を効率的・選択的に創ることを目的として研究しています。 

 

B A鏡の関係A
薬として効果を発揮する図 　薬の鏡像と実像の効果の違い
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【キーワード】不斉触媒、不斉合成、医薬品リード化合物 
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事業主の皆様へ 

   年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。 

   新型コロナウイルス感染症対策として実践されている、新しい働き方・休み方のスタイルを定着させ、 

  これからも続けていくためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的付与 

制度（※1） の導入や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給 

休暇（※2）の活用が効果的です。 

  詳しくは、山口労働局雇用環境・均等室 電話 083-995-0390 にお問合せください。 

 

（※1）年次有給休暇の付与日数のうち、５日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば、計画的に取得 

日を割り振ることができる制度です。 

（※2）年次有給休暇の付与は原則１日単位ですが、労使協定を締結すれば年５日の範囲内で時間単位の取得が可能に 

なります。 

 

 

休暇をとって、いつもと違う冬を探しに行こう。 

～計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する 

「年次有給休暇の計画的付与制度」の導入を！～ 


