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平成28年 新年の抱負
税理士 岡 八重子
娘達と私の三人は中小企業診断士、管理栄養士、税理士とそれぞれ
資格を活かし職業婦人として頑張っています。そして趣味として長女
はマラソン、次女はベリーダンス、私はゴルフにはまり、課題を持ち
ながら仕事と趣味の両立で今年も頑張ります。
喜多 哲家
顧客にとって 大切なものは何か、向きあう
方向、進むべき道筋を示し全力を尽くしま
す。

岡田 周子
思い立ったら 即行動
たいと思います。

和田 益夫
共感できる会話を心掛け、すこしでも笑顔に
なってもらえるように、心の修行の実践に励
みたいです。

安原 律子
今年は欲張りすぎず地道にコツコツと、ゆっ
くり前進していきたいです。

有本 裕子
より一層、創意工夫し精進して行きます！
前田 雅紀
今年は、時間の有効活用を心掛けて、充実し
た１年にしたいと思います。

喜多 智佳子
やがてくる夜明けを待って今は前に進んでい
きます。
細川 真里
段取りよく物事を進められるように心がけた
いです。

久保 友紀惠
日々少しずつでも前進、そんな一年にしたい
と思います。宜しくお願い致します。
木村 優作
健康に気を付けて一年をのりきります。

今回の2-3面では地元を活性化しようとご尽力されている方々
にお話をお聞きしました。それぞれのイベントは誰もが楽しめる
ようになっています。どうぞ皆様もご参加ください。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
（り）

念

2.社員は社会に役立つ人間になります。
3.よりよいサービスを創造し提供します。
4.納税者の生活と権利を擁護します。

行

所

（株）岡会計センター
代表取締役

岡

京子

〠640-8214 和歌山市寄合町24番地
電話（073）431-5616 FAX.（073）432-4649
URL:http://www.okakaikei.co.jp

旧年中は大変お世話になりありがとうございました。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
株式会社 岡会計センター 社員一同

年始のご挨拶

瀬戸 良和
「時は金なり」を忘れずに、お客様の、社内
の、自分の時間を大切にできる行動を心掛け
たいと思います。

発

岡会計ニュース

理

1.中小事業者の事業の発展を支援します。

を心掛ける一年にし

網本 浩司
ひとつでも多く、皆様のお役にたてるように
頑張ります。

編集後記
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代表取締役 岡 京子

東 良彦
今年はなにか新しいことにチャレンジし、な
にごとも積極的に行っていこうと思います。

号

地方創生のために

吉村 伊津美
目標をたてて、実りのある1年だったと思え
るようにしたい。

月

﹁地方創生﹂を掲げる安倍内閣の下︑和歌山県でも昨
年﹁まち・ひと・しごと創生総合戦略﹂が策定されまし
た︒
本紙の2・3面でも紹介していますが︑今後︑地域
活性化への動きはますます盛り上がってくると思われ
ます︒
そのような中︑地域の中小企業を支える会計事務所
として何ができるのか？ 私が出した答えの１つが︑
昨年・一昨年と取り組んだ﹁夢を叶える☆わかやま創
業スクール﹂
︵地域創業促進支援事業︶でした︒
自分の夢
を実現できる人︵創業者︶の増加は︑地域の活性化と密
接なつながりがあるからです︒
前出の県の総合戦略で
いう
﹁しごと創生﹂
にあたります︒
これら創業支援を経験するうち︑創業の先にある
﹁第
二創業
︵既存事業の見直し︶
﹂
︑そして︑
﹁M&A﹂︵合併買
収︶の役割も重要だと実感しはじめました︒
事業の創
生︑成長︑そして︑終焉までをトータルに支援する必要
が会計事務所にはあるように思います︒
実は︑私にも夢があります︒
和歌山がシリコンバレー
のような
﹁夢が叶う場所﹂
になり︑日本中︑いいえ︑世界
中から夢を持った﹁ひと︵創業者︶
﹂が集まり︑新しいビ
ジネスが生まれ︑はばたく
﹁まち﹂
になることです︒
夢の
ような話なのですが︑みなさまのお力を借りながら︑一
歩一歩前進を積み重ねていこうと思います︒
本年もど
うぞよろしくお願い申し上げます︒

谷山 勝輔
年々一年が短く感じます。時間を大切に使い
たいと思います。

1

紀州東照宮の権現猿

岡崎 紀世
「余裕」をもつ。心に「余裕」をもち、周り
を見渡せる視野をもつ。
そんな落ち着いた年にしたいです。

2016年1月1日
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