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地域に賑わいを 産業に活力を
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日 月 火 水 木 金 土

行事等開催予定 Yamato Takada Calendar

●特許個別相談会 ●正副会頭との懇
談会及び懇親会

●正副会頭会議
●特許個別相談会

●青年部全国会
　長研修会

●青年部全国会
　長研修会

●特許個別相談会

●青年部
　会員拡大事業

●優良従業員表
　彰式

●青年部正副会
　長会議

●青年部役員会●大和ビジネス
　交流会2022

※なお、コロナウイルス感染症対策のため、開催
予定が変更となる場合がございます。

大和高田商工会議所は昭和３７年５月に創立され、おかげさまで
今年６０周年を迎えることができました。
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新入会員
紹介

（順不同・敬称略）

New member
業　種事業所名 代表者名 所 在 地
建設業
建設業

自動車販売・買取
建設業
飲食

戎井工業
寿建設
A:Cars
結建設

戎井　悠也
岡　　一紀
志野　彰久
村上　佳広
松下　尚史

大和高田市田井新町6-2 シティライオンズビル
大和高田市市場84-53
磯城郡田原本町阪手639-4
大和高田市今里町17-16-3
桜井市高田179-15

文化の日

勤労感謝の日

大和高田市の （P3）

〈今月の表紙〉
パドック株式会社
 　次期代表　西川 理絵さん

●第162回 日商
　簿記検定

令和
4年

： ～ ：
月　　　 日

神戸学院大学
現代社会学部 教授

※先着順、１事業所2名まで
100名

奈良県産業会館 大ホール（１階）

【主催】大和高田商工会議所
【後援】奈良県
【協力】広陵高田ビジネスサポートセンター

地域経済を取り巻く状況
や課題について、多角的・
多面的にわかりやすく解説
して頂きます。

おかげさまで
創立60周年

令令令和

※先着順、１事業所2名まで
名

奈良県産業会館 大ホ ルル（１階）１階

大和大和ビジネスビジネス交流会交流会2022
大和高田商工会議所

　当所会員事業者様より、事業所の概要紹介、
製品・商品・サービスのＰＲ、強みや特色などに
ついてプレゼンテーション頂きます。
　また、展示ブースを設置し、発表事業所との交
流の場を設けています。

参加者募集

大和ビジネス交流会2022への参加をご希望の方は当所までご連絡下さい。大和高田商工会議所 TEL（0745）22-2201

※ご来場の際は公共交通機関をご利用いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

無料
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ビジネスアニメーションで

圧倒的に視聴者の興味を惹く
世界最大の動画共有サービスYoutube は利用者数が多いだけではなく、年齢的にも幅広い層をカバーしている。
年代別利用者数では40代の 1,433 万人が 1番多く、50代の 1,263 万人、30代の 1,119 万人と続く。
さらに5G（第 5世代移動通信システム）のインフラが整備されたことも後押し材料になっている。

メリット1

メリット3 視聴者の記憶に強く残る
聴覚情報では20％、視覚情報では30％しか記憶できない。
聴覚と視覚の両方から情報を修得すると70％を記憶しているといわれている。
文字・画像・音声だけの情報と比べて、動画による情報は記憶の定着率が2～3倍以上になる。

メリット2 最後まで見てもらいやすい
静止画ページよりも動画ページのほうが31％もコンバージョン率が高い。
サイトで顧客の滞在時間が2分間アップ、成約率も64％アップ。
視聴維持率は80％という結果に。つまり8割の視聴者が最後まで動画を見てしまう。

低コスト

短 納 期

お問合せ

説明の難しい複雑なことも、
シンプルに伝えられます

撮影不要
アニメーションの強み!!

大和高田商工会議所

“90秒でわかる ！” 
ビジネスアニメーションはこちら▶

貴社のサービスを紹介しませんか ！ ！

担当：松田・西村

で伝える大和高田魅力企業
伴走型小規模事業者支援推進事業

小規模事業者
15社限定募集
費用無料

※小規模事業者とは商業・サービス業では常時使用する従業員が５人以下、製造業その他では常時使用する従業員２０人以下の企業です。
※申込先着順。

(先着順)

市内

特集

■こんな会社です
　現代表の植田氏で3代目、約60年の
歴史がある植田商店は主に自動車部品、
電子機器などをつくる工場から鉄・非鉄
金属の回収・買い取りをしています。「集
める金属類は工場から６割、行政関連２
割、残りの２割は個人様から集めます。
集まったものはギロチンシャーやプレス
機を用いて加工し、各製鋼メーカーに納
入します。最近ではパソコンや基板関係
の回収が増え、回収するものを見ても時
代を感じますね」と植田氏はいいます。

■会社の強み
　「強みは色々な金属を細かく選別し
高く買い取る事」という植田氏。お客様
から何種類もの金属を回収しますが、種
類によって買い取り金額が変わるので、
その部分はしっかり対応しないと信頼関
係に影響するといい、「積み降ろし時も
きっちりと仕分けをして間違いのない計
測で買い取り金額を出して説明し、納得
いただいてから引き取らせていただいて
います」と話します。また急な回収依頼も
多く、「近所の解体屋さんや設備の撤去
をされる業者さん、一般の方から“今から
取りに来て”という電話をいただきますが、
そんな時もしっかり受け入れ、お客様の
身近な存在として信頼につなげます」と
植田氏。この柔軟な対応がリピートを生
み、会社の成長にもつながります。

■これから
　植田氏は「あらゆる鉄・非鉄金属を受
け入れる事ができる会社づくりをしてい
きたい」といいます。その理由は回収す
る金属の種類や量が変わってきたから。
「車で例えると、今電気自動車が増えて
きていますが普通の車と構造が違うため、
使われる鉄や金属の量が大幅に減ると
いわれています。そう考えるともっとお
客様を増やす必要がありますし、既存の
お客様とのより深い関係づくりも必要で
す。そのためにも一層、確実で安心いた
だける仕事を形にして、ビジネスチャンス
を勝ち取りたいです」と話します。

〈パドック株式会社〉

業種 繊維製品の製造販売
住所 奈良県大和高田市曽大根2-7-18
Te l 0745-23-1828

大和高田市の

●●●●●●●●。
「●●●●●●●●」

●●●● ●●●●

代表取締役 ●●　●●さん

■仕事で大切にしている事
　お客様の多くは先代の時からという植
田商店、この長いお付き合いの秘訣は
「信頼関係」といいます。「お客様と気さ
くな関係になれば、些細な事でも声を掛
けてくださります。先代はそれを理解し、
お客様への思いを大切にした対応をして
きたからこそ、お客様は今もお付き合い
をしてくださっていると思うのです。私も
仕事での関係づくりはもちろん、コロナ
の問題で頻度は減っていますが時間が
合えばお客様と食事やゴルフをさせてい
ただき、そこでのコミュニケーションも大
切にして一層信頼のある関係を築いてい
きたいです。」

■こんな会社です
　現代表の植田氏で3代目、約60年の
歴史がある植田商店は主に自動車部品、
電子機器などをつくる工場から鉄・非鉄
金属の回収・買い取りをしています。「集
める金属類は工場から６割、行政関連２
割、残りの２割は個人様から集めます。
集まったものはギロチンシャーやプレス
機を用いて加工し、各製鋼メーカーに納
入します。最近ではパソコンや基板関係
の回収が増え、回収するものを見ても時
代を感じますね」と植田氏はいいます。

■会社の強み
　「強みは色々な金属を細かく選別し
高く買い取る事」という植田氏。お客様
から何種類もの金属を回収しますが、種
類によって買い取り金額が変わるので、
その部分はしっかり対応しないと信頼関
係に影響するといい、「積み降ろし時も
きっちりと仕分けをして間違いのない計
測で買い取り金額を出して説明し、納得
いただいてから引き取らせていただいて
います」と話します。また急な回収依頼も
多く、「近所の解体屋さんや設備の撤去
をされる業者さん、一般の方から“今から
取りに来て”という電話をいただきますが、
そんな時もしっかり受け入れ、お客様の
身近な存在として信頼につなげます」と
植田氏。この柔軟な対応がリピートを生
み、会社の成長にもつながります。

■これから
　植田氏は「あらゆる鉄・非鉄金属を受
け入れる事ができる会社づくりをしてい
きたい」といいます。その理由は回収す
る金属の種類や量が変わってきたから。
「車で例えると、今電気自動車が増えて
きていますが普通の車と構造が違うため、
使われる鉄や金属の量が大幅に減ると
いわれています。そう考えるともっとお
客様を増やす必要がありますし、既存の
お客様とのより深い関係づくりも必要で
す。そのためにも一層、確実で安心いた
だける仕事を形にして、ビジネスチャンス
を勝ち取りたいです」と話します。

業種 繊維製品の製造販売
住所 奈良県大和高田市曽大根2-7-18
Te l 0745-23-1828

お客様とのコミュニケーションと信頼関係を大切に、
今後のビジネスチャンスへつなげます。

■仕事で大切にしている事
　お客様の多くは先代の時からという植
田商店、この長いお付き合いの秘訣は
「信頼関係」といいます。「お客様と気さ
くな関係になれば、些細な事でも声を掛
けてくださります。先代はそれを理解し、
お客様への思いを大切にした対応をして
きたからこそ、お客様は今もお付き合い
をしてくださっていると思うのです。私も
仕事での関係づくりはもちろん、コロナ
の問題で頻度は減っていますが時間が
合えばお客様と食事やゴルフをさせてい
ただき、そこでのコミュニケーションも大
切にして一層信頼のある関係を築いてい
きたいです。」

「木」をみつめたテクノロジー

http://www.e-toma.com/
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ビジネスアニメーションで

圧倒的に視聴者の興味を惹く
世界最大の動画共有サービスYoutube は利用者数が多いだけではなく、年齢的にも幅広い層をカバーしている。
年代別利用者数では40代の 1,433 万人が 1番多く、50代の 1,263 万人、30代の 1,119 万人と続く。
さらに5G（第 5世代移動通信システム）のインフラが整備されたことも後押し材料になっている。
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聴覚と視覚の両方から情報を修得すると70％を記憶しているといわれている。
文字・画像・音声だけの情報と比べて、動画による情報は記憶の定着率が2～3倍以上になる。

メリット2 最後まで見てもらいやすい
静止画ページよりも動画ページのほうが31％もコンバージョン率が高い。
サイトで顧客の滞在時間が2分間アップ、成約率も64％アップ。
視聴維持率は80％という結果に。つまり8割の視聴者が最後まで動画を見てしまう。
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短 納 期
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説明の難しい複雑なことも、
シンプルに伝えられます

撮影不要
アニメーションの強み!!

大和高田商工会議所

“90秒でわかる ！” 
ビジネスアニメーションはこちら▶

貴社のサービスを紹介しませんか ！ ！

担当：松田・西村

で伝える大和高田魅力企業
伴走型小規模事業者支援推進事業

小規模事業者
15社限定募集
費用無料

※小規模事業者とは商業・サービス業では常時使用する従業員が５人以下、製造業その他では常時使用する従業員２０人以下の企業です。
※申込先着順。

(先着順)

市内

特集

■こんな会社です
　創業は1940年。ベビードレス専門の
メーカーとして誕生。30年ほど前からは、
人や環境に優しいオーガニックコットン
を扱うようになりました。
　奈良県の繊維業は下請けが殆どだっ
たころ、当時20社ぐらいでグループを結
成。協同組合NS（エヌエス）をつくり
「ORGANIC GARDEN」のブランドを
立ち上げ、ベビー部門をメインに担当。
　国際認証を受けたオーガニックコット
ンの糸を国内の紡績会社から買い、製
品化しています。また、商工会議所や有
志企業により有機綿を栽培・商品化しま
した。全体で年間2トンにもなる純国産
綿のブランド「さくらコットン」は大和高
田のふるさと納税の商品に使っていただ
いています。他にも吉野葛を取った後の
繊維を利用した「KUZU-WASHI」を開
発しています。

■会社の強み
「大手のように部分的な流れ作業で生
産するのではなく、縫製を一貫して一人
で仕上げます。製品を作っていく過程で
こうしたらもっと良くなるって判るので、
頻繁に意見交換しています。」
「ベビー服業界として古くからある会
社ですが、過去の経験から学び、また常
に良いモノを届けたいと試行錯誤し、新
たに取り組むことが、モノづくりには大
切です。また、大量生産ではなく適量を
生産する体制は近年問題になっている
衣料廃棄物の削減となり、ムダを省くこ
とでSDGsに貢献しています。」

〈パドック株式会社〉

業種 繊維製品の製造販売
住所 奈良県大和高田市曽大根2-7-18
Te l 0745-23-1828

大和高田市の

国際認証のオーガニックコットン
で優しさ溢れるベビー服

年中ストレスを感じない着心地を感じない着心
その心地よさで選んでいただける企業になりたいの心地よさで選んでいただける企業になりたい

左記のQRコードを読み取り、またはCOCOARを検索して
無料でダウンロード!
「COCOAR」を起動します。
写真にかざしてスキャンします。

1

2

3

マークのある写真にスマホなどをかざすと動画が見れます！

動画を見るには、右記QRからアプリをダウンロードしてください。

ARサービス「ココアル」 iPhone Android

にしかわ り　え

次期代表 西川　理絵さん

■仕事で大切にしている事
「衣類は常に一日中身につけるモノだ
からストレスを感じない着心地が大切だ
と思います。私も肌が弱いので、赤ちゃ
んや敏感肌の方のお声に応える良いモノ
を作りたいという想いが大きいです。環
境にダメージを与えず、肌触りや縫製に
もこだわり、心まで快適に感じていただ
るモノづくりを目指しています。」

■これから
「これからは、自社ネット販売を確立で
きればと思っています。今はご協力いた
だいている企業様頼りですが、自分たち
でも上手に商品の肌触りをPR出来るよ
うになりたい。目標として、できれば100
年続く企業にしていきたい。」と西川氏。
　謙虚な姿勢がそのまま製品に映し出
されているようです。製品のデザインに
は派手さを求めず、今の時代に沿うよう
なものを目指しているとのこと。そのプ
レーンなデザインは、ずっと愛着を持て
る飽きない服になりそうですね。

「木」をみつめたテクノロジー

http://www.e-toma.com/
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商工会議所 ▶9月調査結果

（早期景気観測）

業況ＤＩは、円安急伸でコスト負担が増加し、悪化。
先行きは、物価上昇に歯止めかからず、厳しい見方

〈関西の概況〉建設業では、公共工事の受注減の影響により先行きの
売上悪化を懸念する声が聞かれているが、手持ち工事の進捗が改善傾
向にあることにより、売上・採算が改善した。小売業では、感染者数の
減少による客足の改善が見られた百貨店や総合スーパーを中心に売上・
採算が改善した。一方、コロナ禍以前の売上水準には戻っておらず、今
後の全国旅行支援や、水際対策の緩和に期待する声が聞かれた。

商工会議所のネットワークのもと、全国331商工会議所が2559企業の
協力を得て、地域や中小企業が「肌で感じる足元の景気感」を全国
ベースで毎月調査実施しています。

DI 値とは、ゼロを基準として、プラスの値で景気の上向き傾向を表す回答の割合が多いことを示し、
マイナスの値で景気の下向き傾向を表す回答の割合が多いことを示します。
DI＝（増加・好転などの回答割合）－（減少・悪化などの回答割合）

令和4年10月～令和4年12月の経済予想

（調査時期：令和4年9月13日～20日）
※昨年同時期と比べた、業界の先行きの見通し感覚。 　　　　　　　　

（LOBO調査結果による） ※1 臨時・パートを含む

全国の商工会議所においてヒアリング調査結果
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〈全国の概況〉全産業合計の業況DIは、▲23.3（前月比▲2.3ポイント）。高騰が
続く資源・原材料価格に加えて、電気代のさらなる値上がりや、140円台まで進
んだ円安の急伸による輸入品の価格上昇など、企業のコスト負担は増加し続け
ており、全業種で業況が悪化した。さらに、サービス業・小売業では物価高による
消費マインドの低下、建設業では人手不足対策としての人件費増加が業況を下
押しした。製造業では部品の供給不足、卸売業では台風等の天候不順による物
流コストの上昇が業況を下押しした。感染状況が落ち着き、人流も回復基調に
あるものの、増加し続けるコスト負担が企業経営の重荷となり、中小企業の景況
感は２ヵ月連続の悪化となった。

〈注〉令和2年9月よりDI項目の表示順を日商の表に合わせております。

かなり増加・容易・好転・過剰 やや増加・容易・好転・過剰 不変
やや減少・困難・悪化・不足 かなり減少・困難・悪化・不足

https://www.daiwa-gas.co.jp

地域の中小企業を対象に事業再生に向
けた取り組みを応援する｢公的な支援
機関｣として全国47都道府県に設置さ
れています。
奈良県は奈良商工会議所内に設置され
ています。

借入金の返済負担で資金繰りが悪化し
ている
事業見直しや金融機関との調整が必要
再生計画を策定する必要があるが策定
の仕方が分からない

例えば次の様な状況にある、
　　　再生意欲を持つ中小企業
・

・
・

・

・

お電話で事前にご予約を頂いたのち
経験豊富な常駐専門家が無料でご相
談に応じます。
状況に応じて、外部の専門家等の活
用も含めて、再生計画の策定を支援
します。
再生計画の策定後も、その実施状況
について適時アドバイスを行い継続
的に支援します。

・

・

・
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商工会議所 ▶9月調査結果

（早期景気観測）

業況ＤＩは、円安急伸でコスト負担が増加し、悪化。
先行きは、物価上昇に歯止めかからず、厳しい見方

〈関西の概況〉建設業では、公共工事の受注減の影響により先行きの
売上悪化を懸念する声が聞かれているが、手持ち工事の進捗が改善傾
向にあることにより、売上・採算が改善した。小売業では、感染者数の
減少による客足の改善が見られた百貨店や総合スーパーを中心に売上・
採算が改善した。一方、コロナ禍以前の売上水準には戻っておらず、今
後の全国旅行支援や、水際対策の緩和に期待する声が聞かれた。

商工会議所のネットワークのもと、全国331商工会議所が2559企業の
協力を得て、地域や中小企業が「肌で感じる足元の景気感」を全国
ベースで毎月調査実施しています。

DI 値とは、ゼロを基準として、プラスの値で景気の上向き傾向を表す回答の割合が多いことを示し、
マイナスの値で景気の下向き傾向を表す回答の割合が多いことを示します。
DI＝（増加・好転などの回答割合）－（減少・悪化などの回答割合）

令和4年10月～令和4年12月の経済予想

（調査時期：令和4年9月13日～20日）
※昨年同時期と比べた、業界の先行きの見通し感覚。 　　　　　　　　

（LOBO調査結果による） ※1 臨時・パートを含む

全国の商工会議所においてヒアリング調査結果
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〈全国の概況〉全産業合計の業況DIは、▲23.3（前月比▲2.3ポイント）。高騰が
続く資源・原材料価格に加えて、電気代のさらなる値上がりや、140円台まで進
んだ円安の急伸による輸入品の価格上昇など、企業のコスト負担は増加し続け
ており、全業種で業況が悪化した。さらに、サービス業・小売業では物価高による
消費マインドの低下、建設業では人手不足対策としての人件費増加が業況を下
押しした。製造業では部品の供給不足、卸売業では台風等の天候不順による物
流コストの上昇が業況を下押しした。感染状況が落ち着き、人流も回復基調に
あるものの、増加し続けるコスト負担が企業経営の重荷となり、中小企業の景況
感は２ヵ月連続の悪化となった。

〈注〉令和2年9月よりDI項目の表示順を日商の表に合わせております。

かなり増加・容易・好転・過剰 やや増加・容易・好転・過剰 不変
やや減少・困難・悪化・不足 かなり減少・困難・悪化・不足

https://www.daiwa-gas.co.jp

地域の中小企業を対象に事業再生に向
けた取り組みを応援する｢公的な支援
機関｣として全国47都道府県に設置さ
れています。
奈良県は奈良商工会議所内に設置され
ています。

借入金の返済負担で資金繰りが悪化し
ている
事業見直しや金融機関との調整が必要
再生計画を策定する必要があるが策定
の仕方が分からない

例えば次の様な状況にある、
　　　再生意欲を持つ中小企業
・

・
・

・

・

お電話で事前にご予約を頂いたのち
経験豊富な常駐専門家が無料でご相
談に応じます。
状況に応じて、外部の専門家等の活
用も含めて、再生計画の策定を支援
します。
再生計画の策定後も、その実施状況
について適時アドバイスを行い継続
的に支援します。
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No 希望職種 希望収入 希望勤務時間 学歴 住所 職歴（最新▶旧）・免許・資格

高校

高校

中学

短大

中学

高校

大学

高校

高校

8:30～17:30

8:00～17:00

8:30～17:30

8:00～17:00

不問

8:00～18:00

不問

不問

不問

40万

25万

15万

20万

900円

40万

20万

25万

1,000円

20万

上牧町

王寺町

橿原市

香芝市

葛城市

橿原市

溶接８年　通算３０年経験あり。

旋盤による金属加工8年

めっき工（アルミ、プレス、アルマイト）６年２か月、断熱材製造３年

出荷作業、ピッキング６年、通販サイトでの出荷、ピッキング９年

リハビリ助手１年１ヶ月、造園業、エクステリア１年５ヶ月

２トントラックにて大阪市内スーパーへの食品配送作業10年

うずら卵の生産5年５ヶ月

造園師(外構・エクス
テリア等)

ECサイトの運営・企画、
WEBマーケティング、

販売促進

品だし、軽作業
(ライン作業)

〈お問合せは、ハローワーク大和高田へ〉 TEL.0745-52-5801求職者情報 月号11
ハローワーク大和高田・大和高田雇用対策協議会 担当／職業紹介部門 西川

9:00～15:00
１日5時間程度
週4日程度

高等学校
専攻科

大和
高田市

大和
高田市

大和
高田市

大和
高田市

自動車部品の検品作業１年２ヶ月、百貨店にて紳士ワイシャツ
販売３年

板金・溶接

金属加工

　軽作業

　めっき工（アルマイト）

ピッキング・品だし

建築とび工

農耕作業

足場組立、解体作業３年６ヶ月  通算１０年経験あり。
資格：足場の組立等作業主任者

通販サイト(アパレル)WEBページ作成３年２ヶ月、
通販サイト(アパレル)商品ページ、特集ページの作成３年

TEL.0744－22－5226

ポリテクセンター奈良
令和４年度 能力開発セミナーのご案内

ポリテク奈良 検索

分　野 コース番号・コース名

企業様独自の研修（主にものづくり分野）も開催可能！（例:機械設計・加工、機械保全、建築など）

日　程 受講料

建　築

建　築

機　械

【H855】実践建築設計２次元ＣＡＤ技術（活用編）

【H351】壁装施工の実践技術

【M150】３次元ＣＡＤを活用したアセンブリ技術

1/11、12

1/14、21、28

1/24、25、26

9,000円

16,000円

16,500円

生産性・ITセミナーのご案内
訓練コース名 実施日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構奈良支部
ポリテクセンター奈良 （0744）22-5101

実施場所 受講料（税込） 申込締切

12/16（金）
9：30～16：30

1/20（金）
9：30～16：30

1/21（土）
9：30～16：30

ポリテクセンター奈良
橿原市城殿町433

Winスクール奈良西大寺校
奈良市西大寺栄町3‐23サンローゼビル

ウェルITスクールあやめ池校
奈良市あやめ池北３－1－２６

2,200円

2,200円

2,200円 

12/2

1/6

1/6

表計算ソフトの関数活用

社内ネットワーク管理に役立つ
ＬＡＮの基礎

表計算ソフトの関数活用

お問い合わせ先

※詳細はＨＰ【 ポリテク奈良 生産性 】をご覧ください。

１１月９日から１１月１５日まで秋季火災予防運動を実施

【 統一標語  ：  お出かけは マスク戸締り 火の用心 】

・寝たばこは絶対にしない、させない。 
・ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。 
・こんろを使うときは火のそばを離れない。
・コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。 

・火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用する。
・火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10 年を目安に交換する。
・火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは防炎品を使用する。
・火災は小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく。
・お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。
・防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。

お問い合わせは、高田消防署（０７４５－２５－０１１９）まで、
お気軽にお問い合わせください！

・冬の時期は、空気が乾燥し、暖房器具などの火気を扱う機会が増えるため、火災が
非常に発生しやすい状況です。住宅火災の発生や逃げ遅れを防ぎ、命を守るために
日頃から取り組むべき４つの習慣、６つの対策を火災予防に活用して下さい。

４つの
習慣

６つの
対策
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・火災は小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく。
・お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。
・防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。

お問い合わせは、高田消防署（０７４５－２５－０１１９）まで、
お気軽にお問い合わせください！

・冬の時期は、空気が乾燥し、暖房器具などの火気を扱う機会が増えるため、火災が
非常に発生しやすい状況です。住宅火災の発生や逃げ遅れを防ぎ、命を守るために
日頃から取り組むべき４つの習慣、６つの対策を火災予防に活用して下さい。

４つの
習慣

６つの
対策
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ビジネスアニメーション
特集

ビジネスアニメーション
大和高田市の輝く人
令和５年新春年賀会のご案内
商工会議所LOBO ９月調査結果
産業雇用安定センター
奈良県中小企業活性化協議会
ポリテクセンター奈良／求職者情報
高田消防署／高田警察署
大和ビジネス交流会／新入会員紹介
11月行事等開催予定

おかげさまで
創立60周年

月

●特許個別相談会
●奈良県青連役
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地域に賑わいを 産業に活力を

大和高田商工会議所
商工ニュース

YamatoTakada Chamber of Commerce and Industry

大
和
高
田
商
工
会
議
所

日 月 火 水 木 金 土

行事等開催予定 Yamato Takada Calendar

●特許個別相談会 ●正副会頭との懇
談会及び懇親会

●正副会頭会議
●特許個別相談会

●青年部全国会
　長研修会

●青年部全国会
　長研修会

●特許個別相談会

●青年部
　会員拡大事業

●優良従業員表
　彰式

●青年部正副会
　長会議

●青年部役員会●大和ビジネス
　交流会2022

※なお、コロナウイルス感染症対策のため、開催
予定が変更となる場合がございます。

大和高田商工会議所は昭和３７年５月に創立され、おかげさまで
今年６０周年を迎えることができました。

2022

Vol.479

11

新入会員
紹介

（順不同・敬称略）

New member
業　種事業所名 代表者名 所 在 地
建設業
建設業

自動車販売・買取
建設業
飲食

戎井工業
寿建設
A:Cars
結建設

戎井　悠也
岡　　一紀
志野　彰久
村上　佳広
松下　尚史

大和高田市田井新町6-2 シティライオンズビル
大和高田市市場84-53
磯城郡田原本町阪手639-4
大和高田市今里町17-16-3
桜井市高田179-15

文化の日

勤労感謝の日

大和高田市の （P3）

〈今月の表紙〉
パドック株式会社
 　課長　西川 理絵さん

●第162回 日商
　簿記検定

令和
4年

： ～ ：
月　　　 日

神戸学院大学
現代社会学部 教授

※先着順、１事業所2名まで
100名

奈良県産業会館 大ホール（１階）

【主催】大和高田商工会議所
【後援】奈良県
【協力】広陵高田ビジネスサポートセンター

地域経済を取り巻く状況
や課題について、多角的・
多面的にわかりやすく解説
して頂きます。

おかげさまで
創立60周年

令令令和

※先着順、１事業所2名まで
名

奈良県産業会館 大ホ ルル（１階）１階

大和大和ビジネスビジネス交流会交流会2022
大和高田商工会議所

　当所会員事業者様より、事業所の概要紹介、
製品・商品・サービスのＰＲ、強みや特色などに
ついてプレゼンテーション頂きます。
　また、展示ブースを設置し、発表事業所との交
流の場を設けています。

参加者募集

大和ビジネス交流会2022への参加をご希望の方は当所までご連絡下さい。大和高田商工会議所 TEL（0745）22-2201

※ご来場の際は公共交通機関をご利用いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

無料
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