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新年のごあいさつ
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　新年、明けましておめでとうございます。
　皆様におかれましては、つつがなく新しい年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　また、平素から、生活衛生営業指導センターの運営につきまして、ご支援、ご協力を賜り、心から厚くお礼申
し上げます。
　さて、昨年は、岡山県内でも東京や大阪などの大都市圏ほどではないですが、外国の方々の訪問が徐々に増え、
インバウンドの効果が目立つようになり、一部の業界では、多少なりとも景気回復を実感されたように聞いてい
ます。
　また、昨年11月には第１回おかやまマラソンが開催され、県内外からたくさんの方々が、岡山市を訪れました。
宿泊施設の不足が言われ、当日は、いつもは静かな地域の憩いの場である公衆浴場に多くの走り終わったマラソ
ンランナーが訪れ、報道等に大きく取り上げていただけました。
　さらに、岡山市でも、駅周辺から市内中心部への周回の利便を考慮した路面電車の岡山駅乗り入れや自転車道
の敷設などの交通対策を中心に、街全体の活気を取り戻したいとさまざまな施策を検討しています。
　これからは、岡山駅前の大型モールに限らず、県外だけでなく、国外からもたくさんのお客様を迎える機会が
増えてくると期待しています。
　国においては、「一億総活躍社会」を掲げ、今後、地方活性化、女性や高齢者の労働力の活用など、地方の景気
対策にも少しずつ目が向けられており、その中心になるのが生衛業であると考えております。
　私たちも、これを発展のチャンスと捉え、魅力ある岡山の発信に努めて、更なる来岡客の増加につなげていこ
うではありませんか。
　最後になりましたが、本年も皆様にとって明るく希望に満ちたすばらしい一年になりますよう祈念いたしまし
て、新年のごあいさつとさせていただきます。

提供（岡山県）

謹賀新年
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全ての県民が明るい笑顔で暮らす�
� 「生き活き岡山」を目指して　　　　

岡山県知事 伊原木 隆 太

　新年あけましておめでとうございます。
　年頭に当たり、県民の皆様のご健勝とご多幸を心からお祈り申し上げます。
　昨年11月に開催した第１回おかやまマラソンには、全国各地から１万４千人を超えるランナーに参加いただき
ました。大会ボランティアをはじめ、熱い声援を送っていただいた方々、ご協賛ご支援いただいた企業、団体が
「走る・みる・支える」とさまざまな形で一体となり、地域に元気と感動をもたらす大会となりました。ご協力
いただいたすべての皆様に心からお礼申し上げます。
　昨年も、私が目指す「生き活き岡山」の実現に向け、本県の未来に好循環をもたらす「教育県岡山の復活」「地
域を支える産業の振興」など重点戦略を中心に施策を着実に推進してまいりました。
　教育県岡山の復活については、県警察本部に設置した学校警察連絡室などの取り組みにより、非行率が前年に
比べ大幅に減少しました。一方、学力の向上については、全国調査の結果から、小学校は全国の平均正答率との
差が縮小するなど一定の成果は見られたものの、中学校は依然として厳しい状態にあります。
　また、産業の振興については、本県へ本社機能を移転した企業が、優遇税制などを受けられる国の支援制度の
全国初の認定を受けるなど、この３年間で誘致企業の投資額は1,100億円を超え、2,000名近くの雇用を創出するこ
とができました。
　今年は、晴れの国おかやま生き活きプランに掲げる行動計画の最終年であると同時に、人口減少問題を克服し、
本県の持続的な発展を目指す「おかやま創生」の取り組みを本格的に展開する年となります。教育と産業という
２つの最重要課題については、引き続き、プランに基づき着実に進め、喫緊の課題である人口減少問題について
は、「おかやま創生総合戦略」に盛り込んだ本県の強みを生かした特色ある施策を県民一丸となって取り組んでま
いります。
　春には、JRグループとタイアップしてデスティネーションキャンペーンを実施します。全国から多くの観光客
に訪れていただける絶好のチャンスであり、県を挙げて温かいおもてなしの気運を醸成し、岡山の魅力を全国に
発信してまいります。また、５月には倉敷市において、G７教育大臣会合が開催されます。教育再生に向けた気
運を高めるとともに、本県の豊かな教育・歴史・文化を幅広く国内外に発信してまいります。
　引き続き、すべての県民が明るい笑顔で暮らす「生き活き岡山」の実現に向け、これまで蒔いた種が花を咲か
せ、実を結ぶよう全力で取り組んでまいりますので、皆様には、一層のご理解とご支援を賜りますようよろしく
お願いいたします。

謹　賀　新　年
皆様のご健勝とご繁栄を心からお祈り申しあげます

　　　（公財）岡山県生活衛生営業指導センター
	 理 事 長	 中嶋　實人	 理　　事	 臼井正一郎
	 副理事長	 大本　皓一	 　 〃	 大本　達也
	 　 〃	 中原　一郎	 　 〃	 臼木　三吉
	 常任理事	 才野　啓一	 　 〃	 空中　隆博
	 　 〃	 福武　義修	 　 〃	 守屋　博司
	 　 〃	 横山　昌弘	 　 〃	 窪津　　誠
	 　 〃	 藤家　省吾	 監　　事	 栗林　伸廣
	 理　　事	 秋山　量二	 　 〃	 中野　充稔
	 	 	 	 事務局職員一同
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新年のごあいさつ
　　　　　　　　日本政策金融公庫 岡山支店

国民生活事業 事業統轄 田 上 和 彦
　平成28年の年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
　昨年を顧みますと、２月に補正予算成立を受けた経済対策が実施され、株価上昇に伴い、力強さを欠くものの
自律拡大により景気は緩やかに回復に向かっている状況です。
　一方、岡山県内に目を向けますと、一昨年末の「イオンモール岡山」の開業、11月には岡山市内で初めてとな
る「第１回おかやまマラソン」の開催など、さまざまなイベントを通じて、県内外から多くのお客さまを「岡山
のおもてなし」の心でお迎えしました。岡山の魅力を広く発信できたことと思います。
　こうした中、生活衛生関係営業の皆さまは、日常生活に密接に関係したサービスや商品を提供し、衛生水準の
維持向上や日常生活にとってなくてはならない重要な役割を果たし続けています。
　日本公庫では、生活衛生関係営業の皆さまを政策金融を通じてサポートすべく、振興事業貸付における特別利
率適用設備の拡充など、さまざまな対策を講じてまいりました。経営改善のサポートや創業支援が求められる中、
引き続き積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
　私ども日本公庫は、環境衛生金融公庫時代から、生活衛生関係営業の皆さまにとって身近な金融機関として多
くの方々にご利用いただいておりますが、今後も岡山県生活衛生営業指導センター及び生活衛生同業組合など関
係機関の皆さまとの連携を深め、生活衛生関係営業の振興・発展のためサービスの一層の向上に取り組んでまい
ります。引き続きご理解、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。
　最後になりましたが、本年が皆さまにとりまして、ご繁栄の年となることを心から祈念いたしまして、年頭の
ご挨拶とさせていただきます。

 

振興事業貸付 ≪お申込に必要な書類≫ 
☑借入申込書 

☑生衛組合の長が発行する「振興事業に係る資金証明書」（事業計画等の確認を

受けた場合は、「振興事業促進支援融資制度に係る事業計画書」の写し） 

☑施設・設備の概要（見積書、関係図面など） 

☑企業概要書（はじめてご利用される方） 

☑〔法人営業の方〕 

履歴事項全部証明書（はじめてご利用される方） 

最近 2期分の確定申告書・決算書（勘定科目明細書含む） 

最近の試算表（決算後 6 ヵ月以上経過している場合、または事業を始めたば

かりで決算を終了していない方） 

☑〔個人営業の方〕 

最近 2期分の申告決算書（申告されている場合） 

≪お申込の流れ≫ 

「振興事業貸付」とは、振興計画認定組合の組合員の皆さまにご利用いただける

日本政策金融公庫の融資制度です 

融資のお申込、 

お待ちしております。 

≪制度の特徴≫ 

★お使いみちが振興特利設備の場合 

「特別利率Ｃ」 

★振興事業促進支援融資制度で、 

さらに 0.15％低減 

生衛組合へお問い合わせ・資金証明書交付 

日本政策金融公庫へお申込（必要書類添付）

融資決定後、日本政策金融公庫でご契約 

日本政策金融公庫の担当者とご面談 

※審査の結果、ご希望に添えない場合があります。 

 http://www.jfc.go.jp/ 

 

最寄りの支店 

 
岡山支店 086‐225‐0010 
津山支店 0868‐22‐6135 
倉敷支店 086‐425‐8401 
福山支店 084‐922‐6550 

(注１) 生衛組合から事業計画等の確認を受けた方は、お使いみちが振興特利設備、振興運転資金の 
場合に限り振興事業促進支援融資制度[振興事業貸付に定める利率から 0.15%（年利）引き下げ]
が適用されます。 

(注２) 特別利率Ａの適用は、次の方に限ります。 
①標準営業約款登録営業者（振興事業促進支援融資制度との併用可） 
②創業前または創業後 7 年以内の方で、女性または 30 歳未満か 55 歳以上の方（振興事業促進
支援融資制度との併用不可） 

③事業承継を行う方（振興事業促進支援融資制度との併用不可） 
(注３) ご融資後に組合を脱退したことにより、振興計画に基づく事業が実施できないと認められた場

合には特別利率の適用を解除し、基準利率に引き上げを行う場合があります。 
 

≪制度内容≫ 

お使いみち 設備資金 運転資金 

ご融資額 
（業種により異なります） 

1億 5,000万円以内 

～7憶 2,000万円以内 
5,700万円以内 

ご返済期間 18年以内 
5年以内 

（特に必要な場合 7年以内）

据置期間 2 年以内 
6 ヵ月以内 

（特に必要な場合 1年以内）

利率（年利） 

（注 1）（注 3） 
特別利率Ｃ～基準利率 特別利率Ａ(注 2)～基準利率 

担保・保証人 お客さまのご希望に応じてご相談させていただきます 
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栄えある受賞おめでとうございます

生活衛生功労者表彰生活衛生功労者表彰

◎岡山県知事表彰

◎岡山県保健福祉部長表彰

◎（一社）全国生活衛生同業組合中央会理事長表彰◎厚生労働大臣表彰

　永年にわたり、生活衛生関係営業の振興発展にご尽力されその顕著な功績が認められ、本年度は次の方が受賞
されました。

石崎　　忠
（理容）

佐竹　　茂
（理容）

小林　　茂
（理容）

山本　嘉雄
（飲食業）

那須　慎一
（飲食業）

宇治橋昭彦
（飲食業）

平槇智惠子
（美容）

山下　秀光
（理容）

指導センターのホームページをご活用ください。
（公財）岡山県生活衛生営業指導センターのホームページは、随時更新し、
新しい情報を提供しています。

http://www.seiei.or.jp/okayama/

⻆木　清人（理容）　佐古　幸雄（理容）　藤原　好美（美容）　林　　展宏（飲食業）
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岡山県からのお知らせ岡山県からのお知らせ
ふぐの条例が変わりました

　平成27年10月、「岡山県ふぐ調理等規制条例」を「岡山県ふぐ処理等規制条例」に改正しました。これにより、平成28年４月か
らふぐの取扱いに係る制度が変わります。詳細は最寄りの保健所衛生課にお問い合わせください。
ふぐの取扱いの規制範囲が変わります
　現行条例の規制範囲（平成28年３月31日まで）：ふぐの処理又は調理を行う場合等について規制
　改正条例の規制範囲（平成28年４月１日から）：ふぐの処理を行う場合等について規制
　　※処理とは…有毒部位を除去し人の健康を損なわないようにすること
　改正条例では、処理済みのふぐの調理のみ行う場合は、規制の対象になりません。
ふぐを取扱う資格者の要件と資格者・施設の呼び方が変わります

現行条例 改正条例

資格者 登録者：調理師免許
　　　　講習会受講

ふぐ処理師：調理師免許
　　　　　　２年以上の処理の実務経験
　　　　　　ふぐ処理師試験に合格（試験15,430円、免許申請5,000円）

施　設 届出施設：施設ごとの届出 登録施設：施設ごとの登録（5,580円）
　　　　　施設基準等に適合していること

　現在の登録者は、２年以上の実務経験+講習会受講の要件を満たせばふぐ処理師の認定を受けることができます。（平成31年３月
31日まで）
　現在の届出施設で引続きふぐの処理を行う場合は、平成28年４月１日〜平成31年３月31日までに新たに登録申請が必要です。																																																								
罰則が強化されます
　無資格者がふぐの処理を行った場合などの罰則について、罰金額の引上げや懲役に関する規定を新たに設定します。

ノロウイルス食中毒に気をつけましょう
　冬季はノロウイルスによる食中毒が多発します。予防方法を守り、食中毒を防ぎましょう！
ウイルスをつけない

　◎調理する人の健康管理
　　自分や家族に症状があるときは、食品を直接取り扱う作業をしないようにしましょう。
　◎手洗いは石鹸を使ってこまめに、丁寧に！
　　	症状がなくてもウイルスに感染していることがあるので、日頃から調理の前やトイレの後はもちろん、料理の盛りつけの前な
どもしっかり手洗いしましょう。

ウイルスをやっつける
　◎調理器具等の消毒 
　　調理器具等は、洗剤で十分洗浄した後、熱湯や塩素系の漂白剤などで消毒しましょう。
　◎しっかりと加熱
　　加熱する食品は、中心部まで十分に加熱（85〜90℃で90秒間以上）しましょう。

レジオネラ症を予防しましょう！
レジオネラ症とは？
　レジオネラ症とは、レジオネラ属菌によって起こる感染症で、この菌を含んだ細かい水滴（エアロゾル）などを吸い込んで、肺
まで届くことにより感染します。
　例えば、浴槽の気泡装置の泡沫が原因となることがあります。
　レジオネラ症は、急激に重症化し、死亡する場合もあるレジオネラ肺炎と、インフルエンザのような症状を示し、数日で自然に
治るポンティアック熱とに分けられます。
　他の病原菌に比べて感染力はそれほど強くないといわれていますが、乳幼児、高齢者、病人等の抵抗力が低下している人や、健
康な人でも疲労等で体力が落ちている人は、発症しやすいといわれています。
レジオネラ属菌はどこにいるの？
　レジオネラ属菌は自然界（土壌や淡水など）に広く生息していますが、菌数は少ないと考えられています。
　◦水の滞留する時間が長いこと。
　◦栄養源となる有機物があること。
　◦レジオネラ属菌の増殖を助ける「ぬめり」（生物膜）が発生していること。
　◦水温が温かいこと。
などの条件が整えばレジオネラ属菌は増殖します。
レジオネラ症の発生を予防するために
　浴槽のお湯は温かく、人の垢

あか

等が栄養源となって「ぬめり」ができやすいため、レジオネラ属菌の増殖に適した条件が整ってい
ると言えます。そのため、浴槽や配管の定期的な清掃・消毒を行うことや水質管理を徹底するなど「ぬめり」の除去や「ぬめり」
を発生しにくくする日々の衛生管理がとても重要になります。
　◦レジオネラ症予防の３原則
　　❖「ぬめり」をつけない→設備の管理・水質の管理
　　❖「ぬめり」を取り除く→設備の管理
　　❖レジオネラ属菌を吸い込ませない→設備の管理

岡山県マスコット
ももっち
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納税のために金融機関や税務署に出向く必要がなく、

大変便利で確実な納付方法です。

振替納税のお申込は、「預貯金口座振替依頼書兼納

付書送付依頼書」に必要事項をご記入の上、申告期限

までに税務署又は金融機関に提出してください。

「預貯金口座振替依頼書兼納付書

送付依頼書」の用紙は国税庁ホーム

ページからダウンロードできます。

ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.nta.go.jp

1 税務署に出向く必要なし︕ 2 いつでも利⽤可能︕

3 ⾃動計算機能付︕ 4 前年データの利⽤可能︕

② 申告書を作成

又は

③申告書を提出

申告書は、自宅で作成！

① 作成コーナーへアクセス

「作成開始」を選択！

「所得税」を選択！

「青色申告決算書」「収支

内訳書」はこちらから！
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菌をつけない

■　平成27年度経営特別相談員研修会の開催　■
	　指導センターでは、毎年、経営特別相談員の能力向上のため、業務上必要な知識修得を目的として研修会を
開催しており、今年度は、８月24日㈪、次の内容で開催しました。
◆日　時
　平成27年８月24日㈪　13：30〜16：30
◆場　所
　岡山市北区下石井２-６-41
　ピュアリティまきび　３階「飛翔」
◆研修内容
　１　改装による問題解決と売り上げアップ
　　　　タカラスペースデザイン㈱
　　　　　　執行役員　　　瓦崎　裕康氏
　２　	生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関

する法律について
　　　　岡山県生活衛生課
　　　　　　生活指導班長　宮本　八郎氏
　３　生活衛生関係融資制度の注意点について
　　　　㈱日本政策金融公庫岡山支店
　　　　　　融資第一課長　佐藤　広明氏
　４　意見交換とアンケート記入
　　　　（公財）岡山県生活衛生営業指導センター
　　　　　　事務局長　　　西平　　強
◆参加人数　35名

■　平成27年度クリーニング師研修、業務従事者講習　■
　クリーニング師研修、業務従事者講習は、クリーニング師等の資質の向上によりお客様に安全・安心を提供す
ることを目的に、毎年、実施しています。
　平成27年11月22日、倉敷市玉島市民交流センターで第１回目の研修等を開催し、多くの方に受講していただき
ました。
　今年度は２回開催することとしており、第２回目の研修等を２月14日㈰に岡山市で開催しますので、今年度受
講義務のある方は、是非受講してください。
　第２回目のご案内
◆日　時　平成28年２月14日㈰　10：00〜14：45
◆場　所　岡山市北区石関町２－１
　　　　　岡山県総合福祉会館
◆研修内容
　１　衛生法規及び公衆衛生
　２　洗たく物の受取り・保管及び引渡し
　３　洗たく物の処理
　４　繊維及び繊維製品
　◎申込・問合せ先
　　（公財）岡山県生活衛生営業指導センター
　　　TEL・FAX086-222-3598
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組　合　だ　よ　り組　合　だ　よ　り

岡山県喫茶飲食、旅館ホテル、鮨商、飲食業生活衛生同業組合

第８回「繁盛への道」４組合　合同セミナー
来て、聞いて役に立つセミナー　〜吉備の国野菜で集客UP！〜

　岡山県は気候に恵まれ、美味しい野菜がふんだんに作られ
ています。更に、全国に先駆けて農薬に頼らない農業に力を
注ぎ、「おかやま有機無農薬農産物」「減農薬」「エコファー
マー」といった制度が導入されています。
　しかし、その魅力あふれる“吉備の国野菜”を、貴店や岡
山県への集客に充分活かしきれていないのが正直な現状では
ないでしょうか？
　このセミナーで、各方面の有識者の討論会を見学いただき、
且つ皆様に参加いただき、野菜の握り寿司を試食する事を通
じて、“吉備の国野菜”を利用する事のメリットデメリット
を知り、是非今後のご商売の発展に繋げていただくためのセ
ミナーを下記の要領で開催しました。

【日　時】平成27年10月27日㈫　14：00〜16：00
【場　所】岡山市民会館４階大会議室
【参加者】85名
【主　催】岡山県喫茶飲食生活衛生同業組合
　　　　　岡山県旅館ホテル生活衛生同業組合
　　　　　岡山県鮨商生活衛生同業組合
　　　　　岡山県飲食業生活衛生同業組合

１　パネルディスカッション
　	各方面の識者をパネリストに迎えた討論会。
　農業の今を知り、集客・観光資源としての価値
を考える。
　・パネリスト（敬称略、50音順）
　　　	久保田正彦（倉敷路地市庭）
　　　公文敬也（プロポスタ）
　　　小松原恵次（小松原農園）
　　　中村英明（JTB倉敷支店）
　　　菅勝司（岡山県農林水産部農産課）
　・コーディネーター
　　　森田恵子（おかやまアナウンス・ラボ）

２　岡山野菜の握り寿司（試食）
　実際の商品を見て、皆様の参考にしてください。
　・講師
　　　難波康男・山本英実理（喜怒哀楽）
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岡山県旅館ホテル生活衛生同業組合

ハ ラ ー ル 対 応 講 習 会
ムスリムにやさしい街『岡山』を目指して！

　東南アジア向けビザ緩和に伴い、今後の東南アジアの旅行者が
増加していますし、研修生、留学生等で日本滞在者も増加してい
ます。しかし、東南アジア諸国にはイスラム教徒（ムスリム）住
民が多いのですが、ムスリムにはハラーム（許されない物）、ハラー
ル（許される物）という生活のガイドラインがありますので、日
本では不便・不安・不満を持って生活をされています。
　今回の講習会で、岡山在住のムスリムの方、旅行・ビジネス等
で訪れるムスリムの方への「おもてなし方」を学んでいただき、
地域として【ムスリムにやさしい街岡山】をテーマに、岡山県を
挙げて、ムスリムの方々を「おもてなし」して受け入れていきま
しょうという取組みの講習会を下記の要領で開催いたしました。
　◦第１部　
　　　「旅行業界から見たイスラム市場と最新インバンド事情」
　◦第２部　
　　　「イスラームとハラールへの対応」
　　【日　　時】　平成27年11月18日㈬　13時〜16時
　　【会　　場】　岡山ビジネスホテル　アネックス
　　【参 加 者】　21名

毎年、10月、11月に衛生講習会を開催しています。
　岡山県理容組合では、衛生管理重視のため、この時期に消
毒などの衛生関係講習会を支部ごとに実施しています。受講
率は90％と非常に高く、衛生に対する関心が高いことを示し
ています。
　また、最近はこの講習後に技術講習を開催し、技術向上を
目指して勉強しています。衛生及び技術の向上は、理容組合
にとって必要不可欠であり、今後も組合行事として力を入れ
ていくとともに新しい企画なども取り入れて行く必要がある
と感じています。

岡山県理容生活衛生同業組合

お客様のために
も衛生（消毒）は
大事です。
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岡山県公衆浴場業生活衛生同業組合

第１回おかやまマラソンに協力

第101回トップマスターズモード
― 岡山県にて開催 ―

　11月８日㈰、第１回おかやまマラソンが開催されました。
心配された雨も上がり、全国から集まった１万４千人のラン
ナーが沿道からの盛んな応援を受けながら市街地を駆け抜け
ました。
　岡山県の銭湯では、参加者に入浴のサービスを提供し大変
喜んでいただきました。次の大会でも、入浴サービスを提供
したいと思っています。
　是非、ご利用ください。

　美容師で構成されている全日本美容講師会会
員（トップマスター）により、ヘアスタイルだ
けでなくメイク、パーソナルカラー、ファッショ
ン、全てがつながるトータルデザインの提案と、
日本の伝統文化の１つである着付の新作帯結び
が毎年発表されております。
　この発表会が平成28年９月６日㈫岡山シン
フォニーホールにて開催されます。全国トップ
レベルの技術を間近で観ることができます。
　是非ご来場ください。

岡山県美容生活衛生同業組合

入浴料金が改定されました。
ご理解をお願いします。
大人（12才以上）　420円
小学生　　　　　　160円
乳幼児　　　　　　 70円
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岡山県飲食業生活衛生同業組合

　毎年県組合の恒例事業となった「後継者育成支援
事業生衛業出前体験教室」が去る11月９日㈪、新見
市の岡山県共生高等学校で実施されました。今回の
後継者（若い料理に興味のある学生）に伝授する料
理は魚（鯛）を捌くこととにぎり寿司の調理体験で
した。授業カリキュラムにのっとり、16名の生徒さ
んの前での新見支部の林支部長の挨拶で体験教室は
始まり、日本料理店割烹経営の荒木さんの「手洗い
の講習」と続きました。手洗いした後の菌がどれく
らい残ったか紫外線の検査機で生徒さんの手洗い状
況を確認するなど、この教室の興味をまず湧かす体
験となりました。その後新見支部の組合員の経営者
（料理人）の方の指導の元、鯛のうろこ取り、えら
ぶたの包丁の入れ方、内蔵の取り出し、三枚おろし
へと実演、指導が続き、又　鯛の湯引きの指導も行
われ、慣れぬ包丁使いに悪戦苦闘している生徒さん
の真剣な姿が印象的でした。そして次はにぎり寿司
の体験。しゃりの大きさ、握る力、わさびの入れ方
など代わった講師の指導でなんとか形のある握りが
次々と出来上がりましたが、いくらの量が半端ない
生徒さんの作品（にぎり寿司）もありあちこちのテー
ブルで歓声も上がっていました。そして、懸命に料
理に取り組んで約２時間半、やっと待望のメニュー
が完成し、料理を食すこととなりました。自分の完
成品をスマホにとる生徒さん、NHK、KSB他マス
コミ各社も数社取材にきており（後日「もぎたて」
などTVニュースでも紹介されました）教室は結構
熱気に包まれた半日となりました。新見支部の事務
局を含めた、会員の皆さん、先生、主催の（公財）
営業指導センターの方の協力もあって充実した事業
となりました。

「後継者育成支援事業」新見で開催
魚を捌いてにぎり寿司を作って食べる

生衛業出前体験教室 in 岡山県共生高等学校

いただきまーす！
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岡山県喫茶飲食生活衛生同業組合

『第１回おかやまマラソン 
　　　EXPO2015』に出展しました！

『理容ボランティアの日』に 
　　コーヒーサービスをコラボしました！
　９月の第二月曜日は『理容ボランティアの日』です。
　お年寄りに敬老の日をさわやかな気分で迎えていただ
こうと、全国の理容師が施設で訪問理容を行います。
　岡山市の旭川荘療育センターかえで寮では、散髪のあ
と、喫茶飲食組合がコーヒーサービスも実施し、くつろ
ぎのひとときを過ごしていただきました。

　11月７・８日、県総合グラウンド内のシティ
ライトスタジアム近くにて出展しました。
　岡山県にちなんだネーミングのコーヒー「鬼
の涙」・「桃太郎の雫」、ジンジャーティー、高
梁紅茶、クッキー、桃太郎ポーク入りカレーを
販売し、早々に売り切れとなりました。
　マラソンにランナーとして参加された組合関
係者の方々の応援もしながら、大成功のEXPO
出展となりました。

　Ｓマーク登録店は、厚生労働大臣認可
の標準営業約款制度に従って営業してい
るお店で、店頭に【安全（Safety）、清潔
（Sanitation）、安心（Standard）】を掲
げています。
Ｓマークは、皆様の信頼できるお店選びの
目安ともなり、万一の場合でも事故賠償
基準に基づいた補償も受けられます。

（公財）岡山県生活衛生
　   営業指導センター

厚生労働大臣認可
Sマーク

℡086-222-3598

お問い合わせ

理
容
店
、美
容
店
、ク
リ
ー
ニ
ン
グ
店
、一
般
飲
食
店
の

お
店
選
び
は
Ｓ
マ
ー
ク
登
録
店
で
！私たち「Sマーク登録店」は

安全・安心を認められたお店です。 Ｓマークホームページ　https://s-mark.jp/


