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岡山を元気にする経済情報誌

饒 轟尚鵡 護 蒻

鼈軟な雇用戦略が讐ざ晰 魏骰なり
働き方改革で注目度高まる派遣サ…ビス

人口減少に伴う労働力不足が深刻度を増し、1可 は働き方改革など新たな労働政策の構築に取り料lんで

いる。そんな中、柔軟な働き方が可能な人材派遣が、女性や高齢者の労働参加の受け皿などとして存在

感を高めている。同業界の現状や活用する Lで押さえておくべきポイントをまとめた.
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健康増進施設の修繕費確保へPFI事業継続

創業190周年特設サイトを開設

149室 0大浴場完備の「岡山駅前新館」オープン

若者の誘客強化へ古本市場オープン
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社会とつながる場所の提供
船アッソ(倉敷市)の青井寿恵社長は、高齢者がti会で交1■ を

持つためのコミュニティづくりに取り組んでいる[

子育てがひと段落し、パソコン教室のアシスタントをしている際、参

加する高齢者にふと寂しい気持ちを吐露されたのがきっか|十 [自 身

も子育てに追われ社会との接点を持ちたいのに、それがかなわなtt

というもどかしい日々 を経験。「行政や地域で用意された場所ではな

く、自分から興味を持って気楽に参加できるコミュニティ」を提供しよ

うと起業した。

毎週金曜日に有料で開催している「脳トレ倶楽部」は大人の社

交場と題して、タブレットによる脳トレや、マージャンなど幅広い種類の
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青井寿恵社長

創業 12011年 11月

事業内容 :スマホ教室運営、プログラミング指導

所在地 :倉敷市連島町連島63-108 TELi086-476-5033

企 業 ・ 行 政
●天満屋グループ、フィットネスクラブ FIT365エ
ブリイ岡山津高」オープン【望 1126号 123に掲載

イベント・セミナー
●会員ビジネス交流会 (岡 山商Jl会 議所 ●年賀1人 作
成講座 (岡 山市立東山公民館 )

企 業 ・ 行 政
●イコットニコット(旧 ドレミの街)オ ープン【ヨ
115号 15,に 掲載

イベン ト・セミナー

●人事採用担当者のための会社「,こ 明会での,話 し方・伝

え方 (岡 山市 。ちゅうぎん岡山駅前ビル)● わたしと

宇宙展 (～ 16日 、コンベックス岡山,I歴ヨ1126号 17,に

掲載●発達障害のある子を育てる家族が知っておきた
い大切なこと (笠岡市労働者福祉センター)● ハンセ
ン病問題に関する講演会 (瀬 戸内市民図書館|● 交通

安全講習会 (真庭市・勝山文化センター)● 仁科芳雄
博士生誕日記念科学講演会 (1「1席町・IIt総合文化ホー
ル)

イベント・セミナー
●売上を拡大させる付加価値向 Lラ  ビングセミ
ナー (岡 山商工会議所)● シンホシ■■、 ブ、間を見捨
てなかった男 留岡幸助」 岡|』 1市  きた 1(ホ ール)●

うつわ展 (～ 2019年 1月 2611、 14:::lj cafe&galery

内田屋)● 第25114i徒 作品・′こえ■主t′ t会 '～ 911、

岡山市・天神山文化ブラ■ ●全よ

`ア
li rl方 法につい

て正しく学ぼう 1倉敷 i打 ・ライフ'(― ク倉敷|● 儲け
る仕組みづくりlllJ強 会 赤書市 赤
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イベント・セミナー
●地球市民講座 (岡 山市・岡山国際交流センター)●
岡山適職フェア (コ ンベックス岡山)● クリスマス展
(～ 24日 、岡山市半田山植物園)● ふろしき市 (岡 山

市・ゆうあいセンターオープンスペース)● お火たき
大祭 (～ 9日 、岡山市・最上稲荷)● 第28国 大会日本
幼児教育学会 (～ 9日 、国、ヽl l13・ 同山コンベンション

センケーヽ 0,ヽ ―ヽワルワェスタ孤ゝ おヽかゃま iヽl・
llヽ、

市・さん太ホール)● 津山マチナリエ (～ 2019年 1月

26日 、津山市・ソシオー番街)● 道通神社冬祭り (～

9日 、笠岡市)● 冬の観望会 ～ふたご座流星群を見よ

う !～ (浅 国市・ふれあい交流館 サンパレア)● し
からずにすむ子育てのヒント (鏡野町立中央公民館)

イベン ト・セミナー
●第9「I備 前 藤 ,1● 葛晏 ヽll」 、天満量同山店 )

●ワコールと |ク セー し 、11「 :、 チこ満量岡山庁i,0
條1111の 歴史ヒ文化 ■ 111市埋ま え(ヒ甘■/・‐調査速報腱
l～ きヽ lStT 21ヽ ■ヽ 、ヽTlll■ Fヽ 1l lilう 千 ′ミュージ了ム、
●相itキl兼 七 ミ十一 岡 |ll il■ 人i」 生命ビル|【ヨ
]119号 21)に 掲載●詞山空襲 蜃′」ti■ 号1蜃  ～2019年

2月 11日 、同山市・同山シテ ィミュージアム |● 松凹
聖子 クリスマスディナーショー 2018 ホテルグラン

ヴイア岡山)● 岡山ワクヮクヽORKcafe'岡 山市・ア
ンマーブル )

企 業 ・ 行 政
●美咲町長選挙投開票

イベント・セミナー
●さと×まちフェスタ (岡 山市・アムスメール ll之 口])
●来て !見て 1笑 って 1つ ながろう♪元気まつ l)|コ

ンベ ックス岡山)● 第41呵 1倉敷リレーマラツシ20181倉

敷市・マスカットスタジアム)● 第26回 自然書まつ |〕

(津 山市・道の駅久米の里)● 内村同子氏講演会 1笠

岡市保健センター,● 牛窓オリーブカーデンマーケッ

ト (瀬 戸内市・牛窓オリーブ同山頂噴ナ
= 

●第28回

神庭の i竜 駅伝競た大会 真庭市 .:テ :::ス ホーツセ ン

ター)● 第13「 1浅 |1市 マラソンた会 :支 i:ド ・ 1ッ

山スポーツ公1司 |● :IL島 3́,る きヒ「,■ 祭2018 :IL島 町
‖l民総合会館 |

イベント・セミナー
●総務担当者・秘書実務スキルアンプセミナー 1同 山
市・ちゅうぎん岡山駅前ビル)● すらすらWOrdを 使
いこなすための講座 (岡 山市・テクノサポー ト岡山

'
●暮らしを彩る器フェア (～ lo日 、コンベックス岡山)

厖ヨ1119号 89~に掲載●ブロック演習で学ぶ製造原価と
コス トダウン (岡 山市・テクノサポー ト岡山)● アロ
ンゾ・パウェル氏野球教室 (岡 山市・ホームランドー
ム岡山Li,:曖ヨ1119号 219に掲載●地元で働きたいすべ

ての方へお仕事説明会 (岡 山国際交流センター)●
ESD企 i画 書のつく1)方 (岡 山市勤労者福祉センター)

●女性のお仕事11談 &説明会 1浅 ||「 ド健康福祉セン
ター )
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