〜新しい職員のご紹介〜
はじめまして。鎌田真規子と申します。御縁があり、４月より、新
納会計事務所にて働かせて頂いております。この度、スペースをいた
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だきましたので、僭越ながら、自己紹介をさせていただきたいと思い
ます。前職では、経理に従事しておりましたが、会計事務所などの経
験はございませんでした。
私が、そもそもこのような仕事に就きたいと思ったのは、学生時代
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にある本を読み、その中の登場人物に強く憧れたことがきっかけでし
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た。その本は、あの司馬遼太郎著書「竜馬がゆく」です。坂本竜馬は
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あまりに有名すぎて、私などが、憧れるなどと言うのもはばかられて
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しまうのですが、本で描かれていたこの方の人生そのものにすっかり
魅了されてしまいました。そこで、私が思ったのは、「竜馬のような

ＰＲＯＧＲＥＳＳ（プログレス）とは「進歩」の意。皆様と共に進歩して行きたいという願いを込め発行します。

人間になりたい！！！」ではなく、坂本竜馬のような人と一緒に働け
る人間になりたい！！！」だったのです。（竜馬を目指すには、あの
方はあまりに偉大すぎました（笑））どうすれば、そういう人から必

人は何故働くか

要だと思われる人間になれるのか・・・坂本竜馬について考えるとき、

所長・税理士

彼を支えた人々についても思いを馳せます。そんなとき、切っても
切れない縁が人以外にもありました。それはお金です。坂本竜馬が描く理想を実現させるには、いつもお
金が必要だったのです。何をするにもお金がいる・・・そうだ、お金について知識と経験のある人間にな
れば、きっとお役に立てるはずだ！！！と考え、単純な私はさっそく簿記の勉強を始めたのです。今思え
ば、単なるミーハー気分だったのですが、そのような浮かれたきっかけでもなければ、簿記を勉強しよう
などとは、思わなかったかもしれません。このとき出会った簿記が、前職へと導いてくれ、そして、こち
らの事務所への縁を運んでくれました。末筆になりましたが、未熟者の私ではございますが、一日でも早
く、皆様方のお役に立てる人間になれるよう、日々精進していく所存でございます。どうぞ、宜しくお願
い致します。

インターネット技術を積極的に活用した
ＦＸ２（ＮＥＴ版）の提供が始まります！
ＦＸ２（ＮＥＴ版）では、下記の機能を大幅に強化しました。
①社長メニュー（ＡＳＰ版）
：インターネットに接続できる環境があれば、
「いつでも」
「どこでも」最新
業績データを確認できます。
②ＴＫＣデータアップロードサービス：ＦＸ２に入力されたデータを、日々自動的にＴＫＣデータセン
ターに保管でき、保管したデータはＦＸ２に復元可能です。
③インターネットバンキング・ファームバンキングからの仕訳読込機能：入出金業務の仕訳入力業務を
大幅に合理化できます。
④最新版プログラムのダウンロード：ＴＫＣシステムの改訂があった場合には、インターネットから更
新プログラムを即座にダウンロードできます。
⑤支払管理機能が強化されます。
⑥フルメニュー画面が新しくなり、メニューボタンが探しやすくなります。
⑦マネジメントレポート設計ツール：実績や予算などのＦＸ２のデータを利用して、貴社独自の管理機
能をエクセルで効率的に作成できるようになります。
※①②の機能を利用する場合は、WindowsVista または Windows７のＯＳが必要になります。
（ただし 64 ビットのＯＳには対応していませんのでご注意ください。）
ご興味の・ご関心のある方は是非ご相談ください。
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今回、また広島のマツダの工場で無差別殺傷事件があり、秋葉原の事件を思い出させ
た。
両事件の共通項は契約社員の職を失った男性によって引起されている事だ。
ここに大きな一因がひそんでいる。
働く場所を失う事は、食べる（生きる）ためや、自己の欲を満たすだけではない「何
か」を喪失することであり、その絶望感が自暴自棄の行動に走らせたのだろう。
働く事それ自体の喜びは、自分と他者が織りなす、目に見えない糸でつながれている
網（相互ネットワーク）の目の一つとして、自分の存在が認められ、役に立っているん
だと実感することだろう。この織りなす網に自分だけが、仲間に入れないという辛さだ。
それはまた「いのちの連鎖」「支え合い」という自分の人生の「基盤」が脅かされてい
るという恐怖心だ。
何故なら、人間は他者との交流を通じて得られる他者からの承認によってしか、自分
の存在を証明出来ないからだ。
仕事を通じ、自分の居場所を見つけ、自分や自分と親しい人間との共有される時間を
味わうといった「親密感覚」「つながり感覚」
を大切にする心が生まれた時、職場は、物や
サービスを生みだす場所であると同時に、
人々がふれあい、刺激し合う文化の場となる。
職場がそうなれば、それは組織風土となっ
て、お客様や仕事を囲むすべての人の織りな
す「網」の目の一つとなって、強固な存在感
を示すだろう。
目次：１ページ：所長挨拶：「人は何故働くか」
３ページ：新しいお客様のご紹介

２ページ：twitter（ﾂｲｯﾀｰ）を活用しよう！
４ページ：新しい職員の紹介

「中小企業倒産防止共済制度」の改正について

ＦＸ２(ＮＥＴ版)の提供が始まりました！

〜新しいお客様のご紹介〜

（ツイッター）を活用しよう！
様々なメディアで取り上げられているＷＥＢサービス「twitter」はオバマ大統領や鳩山前首相始めとした著
名人や企業も利用しており、日本でのユーザー登録者数も 988 万人（平成 22 年 4 月現在）となっています。
今回は twitter の概要と飲食店における活用例をご紹介します。

１．twitter とは？
ュニケーションを図るＷＥＢサービスです。パソコンはもちろん携帯電話でもインターネットを利用で
きる環境であれば無料でサービスを受けられます。ミニブログとも呼ばれており、ブログのような告知
力があり、ブログより情報伝達が速い事に特徴があります。宣伝効果や集客効果があり、集客ツール・
マーケティングツールとして企業・個人事業者においても利用されています。

（ エモ ーシ ョ ン） は、祇 園 の縄 手 通 を四 条 か ら 北 へ 少
し入 った東 側 にてバーを経 営 されています 。
バーカウンターは低 目 に据 え付 けて、ダーツを楽
しめるコーナーも備 えており、店 の奥 はソファー席
で、普 通 のＢ ＡＲと は違 う、リラ ックス して くつ ろ いでも

利用者の年齢層は幅広く３０代、４０代の利用者が比較的多いとの特徴があり、また、利用者を地域
別でみると東京都が３割を占めるとの事です。

らいたいというオーナーの清 水 野 分 氏 の意 向 で、初
めての方 でも女 性 同 士 でもお気 軽 にエンジョイ魅 力

２．基本的な利用方法
を行う

ｴﾓｰｼｮﾝ

この度 、新 しくお客 様 となられましたＥＭＯＴＩＯＮ

「いま何してる？」の問いかけに１４０文字以内でつぶやくこと（ツイート）でユーザー同士がコミ

ユーザー登録

Emotion

を味 わえるのが ポイント です。

フォローを増やす

フォロワー

ツイート

ぜひ一 度 お越 し下 さい。

を増やす
〒
郵便局
富永町
★EMOTION

＜語句の説明＞
ここが重要！！

ツイート・・・

つぶやくこと、１４０字以内の制限がある。

自分のつぶやきを多くの人に見
てもらわなければ意味がない。
有益で検索されやすい情報を発
信していく事でフォロワー数は
増えていきます。

フォロワー・・・ 自分をフォローする人、自分のつぶやきを
他のユーザーが継続的にチェックする事。

３．活用事例

〜twitterーで優良固定客を増やす〜

『豚組しゃぶ庵』東京都

twitter を割引サービスやイベントの告知に使って集客につなげる飲食店が増加中だ。

大和大路通
︵通称縄手通︶

他のユーザーのつぶやきを継続的にチェックする事

川端通

フォロー・・・

四条通
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「中小企業倒産防止共済制度」の改正について
経営セーフティ共済は、取引先の突然の倒産時に会社を守る安心の共済制度です。この度、制

しかし、『豚組しゃぶ庵』の中村社長は、クーポン利用客は一見客にとどまる傾向があると分析。

度改正でさらに魅力がアップしました。今回は主な改正事項をご紹介させていただきます。

「twitter は店主をより知ってもらうためのツール」と考え、日々の生活や個人的に興味のある話

①共済事由の拡大について（平成２２年７月１日スタート）

題などを 3 年前からつぶやいている。それを読み、共感した人が、
「この人の店なら行ってみたい」

改正前は、共済金の貸付が受けられる共済事由については「銀行取引停止処分」と「法的整理」

と来店。また、来店時に「twitter で予約して豚組なう（twitter 用語で「豚組に来た」という意味）」

に限られていました。今回の改正により、
「私的整理の一部」が追加され、共済金の貸付が受けら

とつぶやいてもらうことで、そのお客に合わせたサービスをする。

れるようになります。

「豚組しゃぶ庵」はもともと連日満席の店だったため twitter を始めても店の収益は微増にとど
まったが、リピーターが大幅に増え、今では 20％以上が twitter で知り合った優良客だ。
（日経ＢＰ社『日経レストラン』より）
☆ 『豚組しゃぶ庵』での twitter 活用の特徴
①店に来ている人に twitter を利用してもらうのではなく、
twitter 利用者と信頼関係を築いた上で来店してもらう。
②twitter は店・店主をより知ってもらう為、お客の好みを知る為のツール

※この場合「私的整理の一部」とは、債務の整理の委託を受けた弁護士または認定司法書士が、共済契約者に
対して書面により支払を停止する旨の通知を行った場合に限ります。

②平成２３年１０月までに実施される制度改正の概要について（予定）
共済事由の拡大に続き、平成 23 年 10 月までに以下の制度改正が行われます。
①貸付を受けられる共済金の貸付限度額が 3,200 万円から 8,000 万円まで引き上げられます。
②掛金の積立限度額が、320 万円から 800 万円まで引き上げられます。
③掛金月額は 5 千円〜20 万円（5 千円単位）の範囲で選べるようになります。
④償還期間の上限が 5 年から 10 年に延長されます。

飲食店だけでなく一般消費者に対し商品・サービスを提供している業種の方は利用価値がありそ
うですね。特に飲食業界においては、使い方によっては『ぐるなび』や『ホットペッパー』などの
情報誌へ掲載するよりも費用対効果が高いと言われています。また、今後も twitter 利用者は増加

⑤早期償還手当金が創設されます。
⑥申込金が廃止されます。
詳しくは、当事務所までお尋ねください。

すると予測されています。「なかなかお客が増えない」とお困りの方、「消費者にもっと自社の事を
知ってほしい」と考えている方は利用されてはいかかでしょうか？

お知り合いに会計事務所をお探しの方がいらっしゃる時は、是非ご紹介いただきますようお願いいたします。

