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　“せっぺとべ”とは、鹿児島の方言で“精一杯飛べ”という意味である。
　全国にある御田植祭りのうち、いわゆる泥んこ祭りの一種であり、本来、神事に係る
奉納踊りの数々との一連の祭事である。発祥は定かではないが、1595年日置島津家が
八幡神社を日置総鎮守社と定めた頃より、歴史上の記録に存在する。
　現在、祭りは日置八幡神社と鬼丸神社で行われる。八幡神社本殿では、棒踊り、虚無僧
踊りなど地区に伝承される踊りが奉納され、境内にある神田で御田植踊りも奉納され
る。この後、仮面神“大王殿”（でおどん）を先頭に神輿が神社から御神田まで行列をなし
て御神幸する。
　到着した御神田でも神事があり、7つの地区から7本のシベ竿に幟旗を掲げ、御神田
の中を運ぶ行事が行われる。シベ竿・幟旗が田を渡り無事に立つと、御神田の中で待ち
きれない踊り手たちが、囃子歌を歌いながら輪になって泥田で飛び跳ね“せっぺとべ”
を始める。歌は庶民の生活の苦楽を方言で面白おかしく表したもので、祭りはこの最終
イベントで最高潮に達し、豊作祈願が成就するのである。
　当会報の「せっぺ翔べ」もこの祭りの名に由来する。足耕で田を耕し、豊かな暮しを祈
願する農民の生活に根差した祭事に懸けて、当センターの全会員が未来に向かって力
強く「せっぺ翔ばんこと」を願うものである。

せっぺとべ

題字 宮里 一葉

せっぺ翔べ

日置市日吉町

せっぺとべ

棒踊り 神輿 大王殿
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鹿児島ＳＲ経営労務センター
設立10周年記念式典

　鹿児島ＳＲ経営労務センターは平成 18 年 12 月 15 日の創設
以来、昨年の 12 月で満 10 年を迎えました。
平成 28 年 12 月 15 日に 10 周年の記念行事を執り行いました。
　当日は九州各県のＳＲ経営労務センターを始め多くの関係
者を交えての、楽しくも充実した記念行事になり、関係者各
位に感謝申し上げます。
　会場では会報の「せっぺ翔べ」の創刊号を配布して皆さん
にご披露致しました。式典では創設以来の会員の皆さんへの
感謝状と山野専務理事への特別感謝状の贈呈を行いました。
　鹿児島県立図書館長の原口泉先生による「明治維新 150 年　
今、西郷どんの時代」という記念講演は来年のＮＨＫ大河ドラマの先駆けとなる素晴らしいお
話でした。
　また、祝賀会も和やかで、楽しいひと時の中、赤﨑紳一さん（保崎事務所勤務）の薩摩びわ
の音色は参加者を魅了しました。ＳＲ会員も 100 名近くに増えて、更なる充実を目指して全会
員一丸となって進んで参ります。

鹿児島SR経営労務センター
顧問（前会長） 石走 啓一
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日　　時　平成 28 年 12 月 15 日（木）
場　　所　城山観光ホテル　　開聞の間
記念式典　16：00 ～ 16：30
記念講演　16：40 ～ 17：40
　　　　　『明治維新 150 年　今、西郷どんの時代』
　　　　　　講師　　鹿児島県立図書館長　　原口　泉　氏
祝 賀 会　18：00 ～
　　　　　城山観光ホテル　　桜島の間

鹿児島県立図書館長　原口 泉 先生

薩摩びわを弾奏する　赤﨑 紳一 氏
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有限会社　ビーライン 〒892-0846
鹿児島市加治屋町12番11号 MAX BLDG.6F

TEL 099-219-1558 / FAX 099-219-1559
ホームページ http://kg-beeline.jp

会社概要     
　弊社は、平成 11 年３月設立以来、コンピュー
タのソフトウェア開発を主に行って参りまし
た。社員数は 11 名（男性９名、女性２名）で
す。 私自身、ソフトウェア開発に携わって 40
年になりますが技術の発展にとても驚いており
ます。業務用のコンピュータも、汎用大型機　
→　オフコン　→　サーバー機　→　クラウド
方式に変わって来ました。　

データは紙カードで運んでいました
 　今ではデータは USB で簡単に持ち運びできますが、40 年前は紙媒体（紙カード）に記憶

させて運んでいました。紙カードに空けた穴の位置に意味を持たせていました。（数字とア
ルファベットのみを表現）紙カードを落としてバラバラになるとそれは大変でした。順番通
りに並べ変えなくてはいけなく、冷や汗を流したものでした。

ハードディスクは軽自動車のタイヤの大きさ
　　昔のハードディスクは軽自動車のタイヤくらいの大きさで重たく大変でした。   

当時は容量も少なくシステムを動かすときはディスクを入れ替えながら１日がかりでシステ
ムを動かしていました。ハードディスクを間違えたら大変、データを塗りつぶしてしまうの
で最初からまたシステムを動かさないといけない。何時間もムダになってしまう。ここでも
冷や汗！

事業案内　その１           
　さて、弊社の業務内容としては、大きく４つの業務になります。    
１つめは、大手メーカー様からの受注業務になります。      
大手メーカー様の業務は主に製薬メーカー向けの開発で 10 年以上に亘り開発させて頂いて
います。エンドユーザは殆どが東京・大阪ですが、鹿児島にいながら東京・大阪のシステム
を開発することが出来ます。私が現役の頃は長期出張で東京へ行ったものですが技術の発展
は目覚しいものがあります。東京・大阪の業務でも出張することなく鹿児島で開発する環境
が整っております。  

事業案内　その２           
　地元企業様向けに、お客様のご要望に沿ったオーダーメード開発です。    
最近開発したシステムは、介護福祉用具のレンタル会社向けのシステムです。   
福祉用具の貸出す前の計画書の作成、貸出し後のモニタリングの計画及び実施のシステム。 
また、福祉用具の在庫管理（出荷準備、出荷、貸出中、返却、入庫）のシステム。  
レンタル商品の在庫状態、貸出履歴がいつでも把握できるのでお客様に大変喜んでいただい
ています。            
また、牧場経営されている企業の牛肉販売の受注管理システムを構築させていただきました。

代表取締役　吉崎 昌幸

わが社わが社事 業 拝 見所 せっぺ翔べ
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事業案内　その３     
　ホームページ製作、ショッピングサイト構築の
コンサルティングを行っています。親しくさせて
いただいている企業、個人の方よりご依頼があっ
たときに製作させていただいております。企業向
けの案内用ホームページもリーズナブルな価格で
製作しております。  

事業案内　その４     
　採用選考時にインターネット上で行う適性検査

（インサイト）の販売代理店です。適性検査（イ
ンサイト）は全国で 50 万人以上の方に利用いた
だいています。企業、個人も会社に入社してからミスマッチが起きたらお互いに無駄な労力
を使うことになってしまいます。インサイトは、アメリカの EQ 理論に（感情に対する知能
指数）基づき、コミュニケーション能力に優れた人材を見極めることが出来ます。また、ス
トレス耐性に強いタフな人材を見極めることも出来る画期的な適性検査です。既存の社員の
方々にも適性検査を実施してストレス耐性・状況を測ることも出来ます。ご興味のある方は
１企業３名まで無料で体験できますので遠慮なくお申しつけください。

AI（人口知能）で自動運転トラクターが田畑を駆け巡る 　　
　　最近は AI（人工知能）の発達がマスコミを賑わしています。将来、AI が人間に変わって

仕事をするので労働の半分がなくなるのではないかと言われています。AI と農業の関係に
ついては、上空から作物の写真を撮影し、画像結果を AI で分析することで、発育の状況に
より肥料の自動散布や雑草を見極めて農薬量を調整しながら自動散布、病気になっている作
物を発見することなどが可能になるとのことです。数年後、AI を使った自動運転トラクター
が田畑を駆け巡っている姿が目に浮かびます。また、医療、製造業、自動車産業、金融でも
AI を取り入れ大きく変わろうとしています。

終わりに
　　この度、鹿児島ＳＲ経営労務センターより原稿依頼があり、諸先輩方が沢山いらっしゃる

中、僭越ながら掲載させて頂きました。とても光栄なことと思っております。今後ますます、
高度化、複雑化、多様化する社会にあって、地元企業の皆様にお役に立ちたいと念願してお
ります。さて、ICT（情報通信技術）は地方再生に持って来いの産業です。過去に、大手電
機メーカーが鹿児島に工場を作り雇用の創出に貢献をされましたが、時代の流れのなか残念
ながら殆ど撤退されてしまいました。今は、それに変わって ICT の大手メーカーが首都圏
の業務を地方の企業に委託し多くの雇用が創出されています。ICT 産業は大きな工場や設備
を作る必要が無く、知恵と発想により地方に大きく貢献できる可能性も秘めております。最
後に、鹿児島 SR 経営労務センターの益々のご発展と取引企業の皆様のご発展を祈念致しま
す。　

当コーナーで、貴社の紹介をしてみませんか？宣伝・自慢大いに結構！
新たな発想、他社とのジョイントのきっかけに利用して頂きたいコーナーです。
興味をお持ちの事業所は、顧問社労士にお問い合わせ下さい。
顧問社労士は、クライアントの発展のために、当コーナーをお薦め下さい。

事業所
募集
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日　時　平成 29 年３月３日（金）15：00 ～ 16：30
場　所　鹿児島サンロイヤルホテル　「マーガレットの間」

「ＳＲ茨城県労働保険事務組合との意見交換会」
　ＳＲ茨城県労働保険事務組合の会員 11 名が来鹿され、鹿児島ＳＲ経営労務センターの会員

と活発な意見交換を行いました。
　後刻、熊襲亭にて懇親会を開催し、大いに盛り上がりました。

ようこそ 鹿児島へ！
ＳＲ茨城県労働保険事務組合 御一行
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日　時　　平成 29 年３月３日（金）　13：30 ～ 14：50
場　所　　鹿児島サンロイヤルホテル
内　容　　「利用届を添付した電子申請」について
　　　　　・電子申請における留意点について
　　　　　　　　講師　　鹿児島労働局　担当官
　　　　　・「利用届を添付した電子申請」についての説明
　　　　　　　　講師　　鹿児島ＳＲ経営労務センター事務局長　山野 髙廣 氏　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上記、電子申請研修会を開催し、会員 13 名が参加致しました。以下はその概略です。

「利用届を添付した電子申請」
　労働保険事務組合では、「労働保険事務組合の長が指定する者個人の電子証明書の利用届」
を添付することにより、事務組合の長の電子証明書ではなく、指定する職員個人の電子証明書
で事務組合の取り扱う電子申請が可能になっております。
　ＳＲ事務組合では、各会員社労士が、事務組合の構成員として、以下の手続きが、「利用届」
を添付して申請可能です。

・雇用保険被保険者資橋取得届・雇用保険被保険者氏名変更届
・雇用保険被保険者資格喪失届・雇用保険被保険者離職証明書
・雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
・所定労働時間短縮開始時賃金証明書

　個別事業所の電子申請の「提出代行証明書」を添付した申請と同様に、各社労士の電子証明
書で電子申請を行います。

【準備するもの】
・「電子証明書」
・社会保険労務士電子証明書、個人番号カード
・電子証明書はあらかじめインポートするか、個人番号カードの場合は IC カードリーダーの　　　　　　　　　
  準備が必要です。
・「労働保険事務組合の長が指定する者 
 個人の電子証明書
　の利用届」
・鹿児島 SR 経営労務センター 会長㊞の 
 押印されたもの

鹿児島ＳＲ 研修会報告
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