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 浅沼 公子 

花下草上（かかそうじょう）のフレッシュマン 

 5月某日、ホテルのチェックアウトのため、
カードをあわただしく出した。フロント係の
彼女は、カードスキャナに乗せた手がぎこち
なく、1回、2回、3回、4回と、何度やっても
読み取れない。チェックアウトを待つ後列の
人が覗き込んでいる。 
 困った様子の彼女は、インフォメーション
の方へ移動し、先輩のところへ持っていく。
戻ってきて、再び読み取る。ロビーフロアに
居たマネージャーが、様子を察したのか、カ
ウンター越しに手を伸ばし、1回で読み取った。
「お待たせいたしました。申し訳ございませ
ん。」と私に手渡す。 
 新幹線に乗るため、焦っていた私は、「サ
インだけしておきます。明細を住所に送って
ください。」と依頼して、カウンターを離れ
た。その間、どう応答したら良いのか分から
ない様子で彼女は立っていた。私は「これで
あなたの1つの仕事がクリア。頑張ってね。」
と心の声をかけた。 
  
 4月初旬、訪問した事務所。 
カウンターで「こんにちは。浅沼です。」と
声を掛けた。「いらっしゃいませ。」と席か
ら立ってきた女性社員。ストレート髪に、頬
を染めてお辞儀をする姿勢は、緊張でぎこち
ない。先輩らしき女性が「お待ちしておりま
した。どうぞお上がり下さい。」とスリッパ
を勧めた。 
 応接室に3人分のお茶を持ってきた彼女。 
お茶をお出しする順序にふと立ち止まり、考
える。「どうもありがとうございます。私か
ら頂きます。」と私は手を伸ばす。渡す手が
かすかに震えていた。 

こうしてお客様お一人お一人の応対から覚えて
いくフレッシュマン。彼女も間もなく戦力と
なっていくことだろう。 
『しっかり勉強してね』と心の声を掛けた。 
 
1つずつクリアする一生懸命の失敗 

 わが社でも新入社員を迎えた。一目で、ああ
この人と分かる。他部署の先輩と顔が合うと、
緊張の笑顔をする。私が近づくと、椅子から立
ち上がる。1か月経ったレポートに、事務機器の
使い方が分かって嬉しかった、書棚の鍵が渡さ
れたとき、ああ信頼されたと胸が熱くなったと
書かれていた。 
（外線電話がどうぞ鳴りませんように）と祈っ
ていた矢先、鳴った電話にメモを取る手が震え、
お客様の名前も伝える担当者名もかすかにしか
頭に残っていない。ああどうしよう。 
 たくさんの不安と、小さなことができたこと
の嬉しさで、やったと心が躍る。 
 サービス業に限らず、どこの会社も3月、4月
の教育研修を終え、独り立ちの4月、5月。何と
一生懸命な失敗の多いことか。だからこそ、彼
女・彼らにとって、お客様から言われた「あり
がとう」に目が潤む。ささいなことでも1つ1つ
をクリアしていくことが嬉しい。 
 
 こんな新鮮な積み重ねが、先輩への感謝とな
り、身近な目標となって成長していく。 
1年が過ぎ、新入社員を迎えた時、あの頃の自分
を重ね合わせ、頼れる先輩になることだろう。 
  
 会社という組織は人が全てである。社員が学
びとロイヤルティを基礎に年月を重ね、成長発
展していく。ゴーイングコンサーンに向かって。 



より身近に すぐに役立つメビウス 

※皆様のご要望により、内容が急遽変更になる場合もございます。 
ご了承ください。 

 いつもメビウスにご支援をいただき、ありがとうございます。 

 4月の講義をもって平成28年度の講義は終了となります。今期も多くの皆様にご参加いただき
ありがとうございます。 

 おかげさまでメビウスは今年18年目を迎えます。平成29年度のメビウスは、「より身近に」
「すぐに役立つ」をモットーに、皆様をサポートしてまいります。どうぞご期待ください！ 

会社経営の困ったに 

「すぐに役立つメビウス」 

会員の皆さまに より身近な メビウス 

あなたの「困った」に専門知識で答える メビウス 

すぐ 役立つ どんなことでも まずメール 

より身近に ビジネスのすべてのシーンに 

5月・6月 相続・贈与 

    「相続税」を具体的に理解する 

    会社役員の相続と贈与 重点課題 

7月・8月 経営のための会計 

    会計を知る 会社の知識を学ぶ 

    資金と銀行 キャッシュフローを学ぶ 

9月・10月 攻める総務 

    会社総務は会社の母屋 

    環境を反映した総務の役割 

    会社の中枢機能 

11・12月 会社を守る人事 

    会社は人が決め手 

    人材の採用から定着まで 

新パンフレットは、５月に皆様に郵送いたします。もうしばらくお待ちください。 

平成29年度の講義は、会社経営に必要なすべてを、１年間を通し学べるカリキュラムとなって
おります。1学科を2ヶ月(2回)で学びます。(1回のみの参加も可能です) 

1月 新春特別講演 

    特別講演と会員交流会 

2月 最新法改正 

    新年度 税制改正 重点課題 

3月 保険の活用 

    民間保険が守る会社と役員と社員      
4月 経営管理 

    後継者新社長の経営力を高める 

6月 起業セミナー 

    起業とは 諸手続き 

10月 外学 

    経営者のための現場視察       

・メインカリキュラム 

・サブカリキュラム 



原田次長の講義チラシ 

●日 時：平成29年5月16日（火） 

     午後１時から午後４時  

●会 場：足利地場産センター 

●持ち物：筆記用具 

●参加費：メビウス会員  2,000円 
※当日の会員登録で 
会員価格適用可 

(資料代) 

第182回 

講師プロフィール 

３,000円 

（足利市田中町32-11） 

税理士   原田 尚信 氏 

会員以外※ 

相続を「争続」ではなく、「爽続」にするための3時間 ２回コース 

Part１ トンネルの向こうは･･･あなた次第  

千葉大学卒。 

税理士、行政書士、日本証券 

アナリスト協会検定会員補。 

現在、浅沼みらい税理士法

人にて、税務調査、相続問題

等を中心として業務を行う。 

「相続税」 を具体的に理解する 

Ｐ ａ ｒ ｔ ２ 「贈与編」は 、 6月 1 5日（木 ）です  

 聞くだけで安心ですか？      

   それとも具体的に大まかでも「額」を把握しておきたいですか？  

具体的な見本をご用意しています 

・金融資産は 
・不動産は 
・その他の財産は何  
・会社の株は 
・借入金は 
 

・法定相続人の順位と数え方 
・基礎控除は 
・そろえる資料は何  

 

「我が家の相続対策」⇒第一歩は「相続財産」の現状把握です。 

 フォームに従って記入することで、 

相続税の対象となるものを知る 

 

 

 

 

 「フォーム」に記入しながら学んでいきます。大変貴重な機会です!! 
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← ○をお付けください。後日ＦＡＸにて会場案内をお送りします。 

お問合せ先： NPO法人 女性のためのビジネススクール メビウス事務局 

TEL：0284-41-1324 FAX：0284-41-1340 (担当：大島・木原） 

〒326-0808 足利市本城2丁目１９０１－８ http://www.bs-mebius.net 
■ ご記入いただきました個人情報は、「個人情報保護法」の規定を遵守します。 

 

※現在お勤めされていない方は記入不要 

個別相談希望 

 する ・  しない 

役職名       

 

氏  名 

≪ご相談内容≫ 

講義終了後相談会実施！ 事前の申し込みをお願いします⇒⇒ 

Mebi4 

ＦＡＸ№0284-41-1340 このままご送信ください。 



今月のニュース＆データコンパクト 

  
  高齢者見守りＩＴが一役認知症、自治体対策         

2017.2.1 日本経済新聞 

認知症の高齢者が、外出したまま自宅に戻れず、行方不明になるなどのケースが増

えている。自治体では、本人や家族の負担を少しでも減らそう 

2017.3.1 日本経済新聞（夕） 

  再配達削減を模索  宅配ロッカー活用                         

宅配各社がインターネット通販会社やコンビニエンスストアーと連携して再配達

の削減に乗り出す。ヤマト運輸は今春にもネット通販で、駅や商業施設にヤマト

が設けた宅配ロッカーを再配達だけでなく初回の配達から使えるようにする。佐

川急便と日本郵便はコンビニで商品の受け取りをしやすくする考え。作業者の 

2017.3.10 日本経済新聞 

負担を増している再配達を減らし、物流網の維持を目指す。

このサービスを消費者が広く使えるように、ネット通販会社

とシステムの利用などについて交渉を進めていく考えだ。消

費者が自宅ではなくコンビニや郵便局での受け取りを選ぶよ

うになれば、再配達の削減につながる。 

と、ＩＴ(情報技術）を活用する動きが広がってきた。居場所

を捜すのをきめ細かく支援したり、住民にボランティアになっ

てもらい、スマートフォンを居場所を探すアンテナに活用した

り。各自治体でいろいろな試みをしている。兵庫県伊丹市は阪

神電気鉄道と組み、見守りサービス｢まちなかミマモルメ」を

始めた。ＩＴ機器は便利だが、技術だけでは解決しない。住民

一人一人が見守りに関心を持つことが大前提だ。 

 振り込め詐欺電波から断つ   2017.3.18 日経経済新聞(夕） 

｢振り込め詐欺」などの特殊詐欺の被害が減らない。深刻な社会問題と認識されな

がら、手口が年々多様化・巧妙化し、監視の目をかいくぐる例 

が後を絶たない。そんな状況に歯止めをかけようと、様々な民

間企業が対策に動き出している。場合によってはATMや電話通

話を自動で止めるといった強硬策も辞さないのが特徴だ。最近

増えている｢還付金詐欺」などでは携帯電話で振り込みをさせ

る手口が多いのに着眼し、 ATMの周囲で携帯電話で通話すると、

電波を検知し、振り込み操作を強制終了するシステム。また、

振り込め詐欺対策アプリの導入などもされている。 



          お金と付き合う基本のキ 
・・・・さあ準備、会社デビュー・・・・  

社会人デビューする人たちにとって、期待と不安が交錯する時期。社会に出ること

は、自分でお金を稼ぎ、生活していくことを意味する。これから先、結婚、住宅購

入、子育て、親の介護など様々な人生のイベントが待っている。そのいずれも先立

つものはお金。社会人デビューに基本的な3か条を知っておこう。 

  弁護士、NPO支援に力 専門知識で社会貢献 2017.2.27 日本経済新聞 

2017.3.29 日本経済新聞 

遺伝子を効率よく改変する「ゲノム編集技術」を応用し、受粉しなくても実が成

長するトマトの開発に成功したと、筑波大や神戸大などの研究チームが発表した。

論文は英科学誌「ネイチャー・バイオテクノロジー」電子版に掲載された。トマ

トの温室栽培では、花粉を雌しべにつける受粉作業などの負担が大きく、新技術

によってコスト削減が期待できるという。トマトの実は、もともと受粉なしでも

成長する力を秘めているが、同チームは、それを抑えている遺伝子があるのを発 

   トマト受粉いらず    ゲノム編集で開発                                    2017.3.29 読売新聞 

見。ゲノム編集技術を改良した新手法で成功、同じ手法でイネ

を品種改良し、除草剤への耐性を強めることにも成功。今後は、

ナスやジャガイモなど様々な野菜へ応用、品質改良のスピード

アップやよりおいしく健康に良い品種の開発が期待できる。 

第１条 ためる癖をつける・・・早いうちに貯め癖をつける。目標は３年以内に100万円。 

第２条 借金は背負わない・・・借金はNG。キャッシング現金、クレジットカードも最低限に。 

第３条 自分の支出を把握・・・レシートで家計を管理。自分が何にお金を使っているか。 

お金といかに上手に付き合うか。その心構えがあるだけで、 

           新社会人として良いスタートが切れるはずです。  

企業法務を専門とする弁護士が、契約書の作成や商標登録など専門スキルを生か

し、NPO を支援する動きが広がっている。弁護士の公益活動は国選弁護人など刑

事弁護や法律相談が主流だが、ビジネス分野の弁護士が得意分野の知識やノウハ

ウで市民を支援する新しい形として注目される。支援内容は、契約書の作成や活

動プログラムに関する商標権の取得、組織が拡大した際の統治体制の構築、ス

タッフの労務管理など様々。相談を通じて弁護士が団体の理事に就くこともある。

NPOやボランティア団体を支援する例はまだ少なく、ビジネス分野の 

弁護士が多いといわれる第一東京弁護士会でも公益活動全体のうち、

ごくわずかだ。日本では新しい流れ、得意な仕事を社会貢献に生か 

せるので、賛同する弁護士は今後増えるだろうと期待する。 



経営者のためのインフォメーション 

 通勤災害の対象となる通勤とは、就業に関する移動であり、次の①～③について 

合理的な経路および方法により行う移動をいいます。 

（業務の性質を有するものを除きます） 

通勤災害の範囲の見直し  

 労災保険には、業務災害に対する給付と、通勤災害に対する給付の2種類があります。

平成29年1月1日に改正育児・介護休業法が施行されたことにより、通勤災害の範囲の 

一部が見直されました。 

 そこで、通勤災害の対象となる通勤の範囲と見直しの内容を確認しておきましょう。 

◆お問合せ先： NPO法人 女性のためのビジネススクール メビウス事務局◆ 
 栃木県足利市本城2-1901-8  TEL：0284-41-1324 FAX：0284-41-1340   

 詳しくは、事務局にお尋ねください！ 

通勤災害の対象となる通勤の範囲 

逸脱・中断の例外 

１ 

①住居と就業の場所との間の往復 

②就業の場所から他の就業の場所への移動 

③住居と就業の場所との間の往復に先行し、または後続する住居間の移動 

なお、移動の経路を逸脱し、または移動を中断した場合には、逸脱・中断の間

およびその後の移動は通勤として扱われません。 

 逸脱・中断の取扱いは、原則として■のとおりです。ただし、逸脱・中断が日常生

活上必要な行為で、やむを得ない事由により行われる最小限度のものは、逸脱・中断

の間を除き通勤として扱われることになっています。 

 ここでいう、日常生活上必要な行為とは、次の5つに限定されています。 

①日用品の購入や、これに準ずる行為 

②職業訓練や学校教育、その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発 

  向上に資するものを受ける行為 

③選挙権の行使や、これに準ずる行為 

④病院や診療所において、診察または治療を受ける行為や、これに準ずる行為 

⑤要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ扶養してい 

 る孫、祖父母および兄弟姉妹の介護(継続的に、または反復して行われるものに限る） 

※ 改正育児・介護休業法の施行により、介護に関する家族の範囲について、孫、祖父母 

および兄弟姉妹の同居・扶養要件が削除されました。これに伴い⑤の孫、祖父母および兄
弟姉妹の同居・扶養要件が削除されました。 

２ 

１ 



 経営には確かな 
     アドバイザーが必要です。  
ビジネスのあらゆる課題に、 
     豊富な知識と経験で 
      あなたの身近な強い味方。 

ご相談をお伺いするのは… 

主宰：浅沼 公子 
顧問：関田 恭裕 

又は 

です。 

＜ご相談のお申込み＞ 

<相談日> 
  ＡＭ10時 
  ～ＰＭ５時 

生命保険のご相談…管理台帳を作りましょう 

マネー・ライフ プランのご相談 

女性のライフステージの変化… 

マネープラン見直しのタイミングです。 

ご相談をお伺いするのは… 
主幹：三上 洋子 です。 

<場 所> ㈱浅沼経営センター足利本社 

ＡＭ10時 
～ＰＭ５時 

㈱浅沼経営センター足利本社 
<料 金> 無 料 無 料 

締切り 4/21 

<相談日> 

<場 所> 
<料 金> 

お電話：０２８４－４１－１３２４    M a i l： o f f i c e @ b s - m e b i u s . n e t  

締切り 4/21 

4月25日（火） 

上記の相談日以外でもご相談を承ります。お気軽に事務局までお問い合わせください。 

 皆さんはどんな目的で「道の駅」に行かれますか？ 
「車で旅行中のトイレ休憩」「新鮮な地場の野菜を買いに」「B級グルメを楽しみに」など、
いろいろな目的があると思います。 
 
 私の場合は「美味しそうな地場の食べ物を楽しみに」週末、家族で道の駅に行くことがよく
あります。野菜、お土産、おまんじゅう、ラーメン、うどん、どれも地場の食材を生かしたも
ので、普段の生活では、なかなかお目にかかれないものも多く、どれにしようかと迷ってしま
います。 

「道の駅」 の 楽しみ方 

 子供の遊び場やイベント、近隣に温泉など、一日たっぷりと過ごせ
る環境が整っている道の駅も多く、週末だけでなく、平日も多くの方
が訪れています。 
 
「道の駅」は全国に1107駅（2016年10月現在）あり、地方ごとにスタ
ンプブックが販売されています。 
 2017年関東版のスタンプブックが4月25日より販売が開始されます。
販売価格は1冊400円ですが、オリジナルの地図や、クーポン券など
400円分以上の価値がありそうです。売り切れ前に購入して、今年は
もっと道の駅を楽しみたいと思います。 
                   メビウス事務局 大島 満枝子 

4月25日（火） 
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   埼玉県本庄市児玉町児玉１３４－１ 

TEL：090-8464-1482     

サービス業   

▲松島 理香さん 

松島 理香さん 
営業時間：10:00～20:00（月～土） 定休日：日曜祝日  

 エム ラリック 

http://www.m-laric.com/ 

お申込み、ご相談等は 
『お問合せ』メールで 
お気軽にご連絡ください！ 

Mail：laric0528@gmail.com 

エム ラリックは、国産の白磁器に特殊な絵付けシールを使って絵付けをする、

ポーセリンアート教室を運営しています。１Ｄayイベント、教室の生徒さま、小学生

のお子様から７０代のシニア層まで、幅広い年齢層の方々と一緒に、作品を制作し

ています。自分で、好きなように、彩のある食器を手軽に作れます。ポーセリン

アートの楽しさと日常生活への活用を広く皆様にお伝えしたいと思います。 

ポーセリンアート 

・地域のシニア層の 
 コミュニケーション 

・障害者支援の一環 

・お子さんの 
  能力開発 

・プチ旅とコラボ ・食育への活用 
オーダーメイド制作  

【教室開催】 
 桐生市・太田市・高崎市・坂戸市・本庄市 

企業様や各団体様での

出張レッスンも随時承り

ます。 

オリジナルのロゴ入り食器、出産記念品など
オーダーメイド制作・販売しております 

まずは、ポーセリンアートを体験して楽しさを実感してください！ 

ポーセリンアートの普及を通じて、地域社会のみなさまの 
心豊かな生活へのお手伝いに取り組んでいます。 

言葉にならない雰囲気 
 ある実験から。 
 机の上に厚いガラスの板がある。 
 ガラス板の長さは机の端先１メートルくらいまで伸びている。 
 8カ月の赤ちゃんがそのガラスの板の上をハイハイ。 
 ガラス板の先には母親が待っている。 
 赤ちゃんは机のあるところまでは進むがそこでピタリと止まる。 
 その先はガラス板だけなので、崖のように見えるからだ。赤ちゃんはどう行動するだろうか。 
 
 ガラス板の先にいる母親が「こっちにおいで」と優しい表情で声をかけると、赤ちゃんは再
び進み始める。ところが、母親がおびえたような表情で全く同じ言葉をかけても赤ちゃんは先
に進もうとしない。赤ちゃんは言葉の内容ではなく、言葉にならない雰囲気に反応しているの
だという。 
 
 雰囲気に反応するのは赤ちゃんに限ったことではない。人は誰しも「気」を敏感に察知し、
次の行動を瞬時に判断している。 
  
 ４月。新入社員、人事異動の季節である。  
 新しい環境に戸惑い、緊張している人も多いだろう。 
 人は「場」で作られる。彼ら、彼女らが成長できる「場」ステージづくりをすることも、 
経営者の重要な仕事だ。                    副主宰：三上 洋子  


