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　本所青年部会（角張吉昭会長）は、４月16日（火）、三原
シティホテルにおいて、平成31年度通常会員総会を開催
しました。当日は来賓として伊達副会頭と平野専務理事
を招き、会員・OBら27名が参加しました。（委任状15名）
　総会では、平成30年度事業報告・収支決算、役員改選、
平成31年度事業計画・収支予算に関する件について審議
が行われ、いずれも原案通り承認されました。
　新役員は次の通りです。

＜平成31年度役員＞
会　　長　角張　吉昭（三陽環境管理㈱）
直前会長　竹野　芳幸（竹野八百屋）
副 会 長　松村　健悟（Consulting	Switch）
　　　　　吉永　周平（㈲よしなが）
　　　　　泉田　義博（㈱イズタコンサルタント）
幹　　事　鹿林　和浩（ハンコ卸売センター三原店）
　　　　　木下　貴弘（㈲自動車共和国）
監　　事　住田慶二郎（みはら広告）
　　　　　水戸　英裕（hair	GARAGE）

　総会では、角張
吉昭新会長より平
成31年度のスロー
ガン「勇往邁進」
が発表されまし
た。続いて、事業
方針として、「Ｙ
ＥＧ会員には、恐れることなく自分の目標、目的に向かっ
て前進して欲しい。自社に関して、自社のなりたい姿を
もう一度明確にしていただきたい。次にYEG活動にあたっ
て、何のために活動しているのか目標をしっかり考えて
欲しい。最後に自分自身について、自分は何の為に生き
ているのかを見つめ直し、目標に向かってください。」と
述べました。
　また、方針を実現するために設置されたまちゼミ委員会

（中野一将委員長）、実践アウトプット委員会（中野辰悟委
員長）の各委員長より具体的な事業計画が示されました。
　総会終了後は懇親会を行い会員相互の交流を深めまし
た。

「勇往邁進」をスローガンに掲げ活動
平成31年度通常会員総会開催

青 部年 会

挨拶を述べる
角張会長

新入・若手社員ビジネス基礎セミナー新入・若手社員ビジネス基礎セミナー
～学生から社会人への意識改革とエチケット・マナーのスキルを学ぶ～

　本所では、４月22日(月)に新入・若手社員ビジネス基
礎セミナーを開催し、新入社員をはじめ42名の方が参加
しました。講師に人材育成コンサルタントSelanStyle代表
　原田正美氏を招き、美しいお辞儀のポイントや名刺を
受け取り方・渡し方などについて、実践を交えながらわ
かりやすくお話いただきました。
　企業が求める人材として、コミュニケーション力が上
げられます。コミュニケーション力とは「話し手」と「聞
き手」が双方で行うものであり、伝えたい事柄（意思・情

報・感情など）を言葉や表情、態度で表
現することで、「伝えたい」が「伝わる」
に変化します。
　身だしなみを整えることも、相手にス
ムーズに伝えるためのポイントです。
　さらに名刺交換では、自分の名刺が相
手の正面になるよう、名刺入れに入れて
おくとスマートな動作となります。
　また、上司、先輩への報告の仕方は、結論→理由→経
過→所見の順番に話します。何を話したいかを伝えるこ
とで相手は今聞く必要があるか、後でもよいかを判断す
ることができるようになり、相手の立場になることが良
好な関係を作ることにつながります。
　今回のセミナーは、参加者が顔を合わせる形で実施し
たことで、グループ協議や相互に実践しながら学べるも
のとなり参加者にとても好評でした。お辞儀の練習をする様子

講師
原田	正美	氏
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　本所会費・特定商工業者負担金につきまして、５月期の口座振替を指定されている事業所の皆様
へ、４月中旬に「口座振替のお知らせ」をご送付しております。今年度は、５月15日（水）にご指
定の口座より振替させていただきますので、ご手配くださいますようよろしくお願い申し上げます。
　なお、口座に変更がある方、また、会費の納入方法を「納付書による振込」から「口座振替」へ
の変更を希望される方は、本所	総務管理課までお早めにご連絡ください。

　「特定商工業者」は、「会員」とは異なる国が定めた制度です。
毎年４月１日現在において、それまで６ヶ月以上引き続き、本所
の地区内（旧三原市）に事業所を所有している一定規模以上の商工
業者のことで、該当する事業所は登録が義務付けられています。
　この「特定商工業者」は、毎年度「法定台帳」により事業状況
を報告する義務があります。「法定台帳」とは、特定商工業者の
方が自己の事業の内容を商工会議所に登録する台帳のことで、い
わば商工業者の戸籍台帳にあたるものです。
　商工会議所は、この「法定台帳」によって商工業者の実態を正
確に把握し、商工業者の発展に役立てるよう活用しています。
　なお、「法定台帳」は、７月に送付させていただきますので、
その際は、ご提出をお願いいたします。

◆特定商工業者とは

５月期口座振替のお知らせ平成31年度会費・特定商工業者負担金

◆法律による登録義務
・①②のいずれかに該当する事業所

①資本金または出資金が300万円以上
②常時使用する従業員数が20人以上
（商業またはサービス業は５人以上）

・「法定台帳」の提出

◆特定商工業者負担金
・1,000円
（法定台帳の管理・作成にかかる費用

としてご負担いただきます。）

◆議員選挙権
負担金（1,000円）で１票

10月末で議員の任期満了第３回浮城交流会（若手社員交流会）開催
議員選挙選任対策特別委員会を設置他社同世代との交流で対人能力アップ！

　今年度は本所議員の改選期にあたるため、議員選挙選
任対策特別委員会を設置し、４月22日（月）に第１回委員
会を開催しました。

　この特別委員会は、正副会頭・専務理事、五部会の部
会長、五委員会の委員長の15名で構成し、委員長には深
山総務委員会担当副会頭、副委員長には藤井総務委員長
が就任しました。10月末の議員の任期満了に伴う議員改
選の協議を行います。
　議員は選任方法によって３つに区分されており、会員
の中から投票によって選ばれる１号議員（38名）、業種別
の部会ごとに選ばれる２号議員（26名）、会頭の推薦に
よって選ばれる３号議員（11名）で合計75名です。11月１
日より新議員体制で始動することになります。

　本所総務委員会
（藤井啓文委員長）で
は、４月23日（火）、
会員事業所の若手社
員同士が知り合う
きっかけづくりを目
的に、第３回浮城交流会を開催しました。（参加者14名）
　今回は、新入社員セミナーに引続き開催し、はじめに
名刺交換を行い、続いて２チームに分かれ、相手チーム
全員とプロフィールカードを使って情報交換をしました。
　その後、軽食を取りながら歓談、また、
くじで選んだ相手と２人１組になり、プ
ロフィールカードを基に参加者の前でお
互いを紹介し合いながら交流を図りました。
　参加者からは、「他社の同年代の人と話す機会が持て、
とても楽しい時間を過ごすことができました」、「普段関
ることのない他業種の方と交流ができ、貴重な経験にな
りました」等の声があり、和気あいあいとした雰囲気の
中大変盛り上がった交流会となりました。

他己紹介の様子
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　ＪＲ三原駅前市民広場
で３月28日（木）、複合施
設の工事着工の安全祈願
祭が行われ、関係者約70
人が出席。本所から三好
会頭が出席しました。

　三原駅前東館跡地には、三原市が図書館と広場を、鹿
島建設㈱中国支店が中心となり民間事業者がホテルや商
業施設・駐車場を整備し、官民一体となって中心市街地
の活性化をめざし整備が進められます。
　東館は、昭和56年に完成した百貨店を核とする「ペア
シティ東館」でしたが、平成18年に閉店、同20年に解体
除去されてから、
周辺エリアは空
き店舗が増加し、
歩行者通行量が
減少するなど中
心市街地の賑わ
いが失われつつ
ありました。

　そうした中、平成27年「三原市中心市街地活性化基本
計画」が策定されて以降、本町の山脇邸や港湾エリアの
リノベーション事業等が進められ、今年で４年目をむか
えました。
　この東館跡地整備事業は、約6000㎡の敷地を「人が集
まり、賑わいに繋げる場所」に生まれ変えるべく、中心
市街地活性化の目玉の事業として期待されるものです。
　図書館は、幅広い世代が利用できるような外装に、絵本・
児童書の設置やコーヒーを飲みながら読書を楽しむコー
ナーなども設けられています。
　ホテルは、地上10階建て・客室数約200室を誇り、商業
施設には、スーパーや保育所などが併設され、それらを
結ぶ通路や広場では、イベント開催等が行えるよう整備
されることになっています。

【建物の運営主体と工期】
建　　物 運営主体 工　期

図書館、広場 三原市 ４月
～

来年６月
ホテル ルートインジャパン株式会社

商業施設・駐車場 株式会社クラフトコーポレーション

三原地域連携推進協議会だより（構成団体：市・本所・県立広島大学等）
URL:http://www.mhr-cci.org/renkei/ お問合せ	☎62−6155		担当／實廣

令和元年度　産学官セミナー及び交流会　開催

◆毎週水曜日「産学技術交流相談室」開設　産学官連携コーディネーター　大塚　　彰
◆月1回程度（不定期）開設　（株）まちづくり三原　統括マネージャー　滝口　隆久

　三原地域連携推進協議会 産学官連携部会（部会長：平
野敬二 本所専務理事）は、三原地域における大学と地域
の交流及び産学官連携を推進し、三原都市圏の発展に寄
与することを目的に、セミナー及び交流会を開催いたし
ます。
　今回は、本年度より県立広島大学三原地域連携センター
長にご就任されました金井秀作先生に講師をお願いしま
す。金井先生は、海浜セラピーの実証実験など、様々な分
野で健康増進事業、産学連携に取り組まれておられます。
　健康寿命延伸の取り組みなどで理学療法が注目を集め
る中、企業と大学、地域がどう連携を進めるべきかヒン
トとなるご講演ですので、皆様のご参加をお待ちしてお
ります。

【講師プロフィール】
　総合病院で理学療法士として急性期お
よび難病のリハビリに従事し、2000年の
広島県立保健福祉大学開学に合わせて助
手として勤務。その後、同大学附属診療所（兼務）にて維
持期のリハビリに関わりながら組織改組を経て、2010年
より県立広島大学で教授として勤務。研究では、主に筋
電図や三次元動作解析を用いた歩行分析や足趾の動態解
析分野に従事し、専門は運動学。

■日　　時：５月29日（水）
　　　　　　　セミナー　17：00～17：40
　　　　　　　交 流 会　17：50～19：30
■場　　所：三原国際ホテル（城町一丁目）
■受 講 料：無料　
■交流会費：4,000円（当日申受けます）
■講　　師：県立広島大学　三原地域連携センター長
　　　　　　理学療法学科　教授　金井 秀作 氏
■演　　題：「理学療法の臨床から考える産学連携」
■申込方法：FAX（62-5900）・HPからお申し込みください。
　　　　　　URL（http://www.mhr-cci.org/renkei/）
■申込締切：令和元年５月22日（水）
■お問合せ：本所（担当：實廣）

中活計画の目玉として「三原駅前複合施設」いよいよ工事がはじまる
来年７月のオープンをめざし安全祈願祭を３月28日開催

完成イメージ図

玉串拝礼する三好会頭
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過去１年の景況ＤＩの推移（三原）

広島県事業引継ぎ支援センター
三原定期相談会のお知らせ
事業の引継ぎに不安のある方に朗報です!

専門家がアドバイスをします!

　事業を譲りたい・譲り受けたい・事業の後継者がい
ない等、引継ぎに不安がある将来の事業や事業承継 

（M＆Ａ・第三者承継など）についてご相談ください。事
業引継ぎに関する専門家が相談に応じます。

期　　日：５月15日（水）　
　　　　　※毎月第３水曜日に定期開催
開催時間：13：30～16：30（予約制）
場　　所：三原商工会議所

相談をご希望の方はお電話等でご予約をお願いします。

◦広島県事業引継ぎ支援センター		TEL082-555-9993
◦三原商工会議所	経営指導課　　	TEL0848-62-6155
※広島県事業引継ぎセンターは、広島商工会議所が中国経

済産業局から委託を受けて実施している事業です。

　製造業の盛んな三原市。機械や食品といった幅
広い「ものづくり」が市内では日々行われており、
日本中や世界各地に供給されています。
　三原商工会議所では、工場見学を受け入れてい
ただける事業所を募集しています。
　受け入れ可能な事業所はご連絡ください。
　詳細はHPをご覧ください。
http://www.mhr-cci.or.jp 
/sangyokanko/
担当：生産工業部会
　　　太田まで

三原商工会議所では、
工場見学受け入れ可能な
事業所を募集しています!

相談無料  秘密厳守

　三原商工会議所管内の事業所130社を対象に、調査実
施した結果の概要を紹介します。
　当調査は四半期に一度、実施しています。

【景況の総括】
■総合：全業種の３月の景況をみると、（全業種） DI 
（｢良い｣ － ｢悪い｣）は△3.7となり、前期12月調
査結果の△5.5から1.8ポイント上向きました。

■製造業：製造業全体の３月期のDI値は△6.4となり、
前期12月期調査結果の△6.4から横ばいのままでし
た。

■非製造業：非製造業全体の３月期のDI値は△1.6
となり、前期12月期調査結果の△4.8から3.2ポイ
ント上向きました。

『DI（ディフュージョン･インデックス）方式』
　DIは、各調査項目について判断の状況を示す。
　ゼロを基準として、プラスの数値は景気の上向き
傾向（「良い」）をあらわし、マイナスの数値は景気の
下向き傾向（「悪い」）をあらわす。
　DI＝（「良い」の回答割合）－（「悪い」の回答割合）

三原市の景気観測調査 平成31年3月期

景況ＤＩ Ｈ30.３月 ６月 ９月 12月 Ｈ31.３月
総 　 合 ▲15.0 ▲15.4 ▲17.3 ▲5.5 ▲3.7
製 造 業 ▲		2.0 ▲13.7 ▲22.2 ▲6.4 ▲6.4
非製造業 ▲23.9 ▲16.7 ▲13.8 ▲4.8 ▲1.6

一部業種に足踏みがみられるものの
緩やかに改善しています

※詳しくは、ホームページに掲載しています。
　URL　http://www.mhr-cci.or.jp/cyou_sa/keikan/1903/

三原市本町3丁目15−7
TEL64−8383

ヤッサヤッサ
※ 事前予約制ですので、電話等で本所経営指導課ま

でお問合せください。

　産業財産権制度（特許・実用新案・意匠・商標）に
詳しい相談担当者が、個別でご相談に応じます！！

毎月第4木曜日に開催

秘密厳守

日　　時：５月23日（木）13：00～17：00
場　　所：三原商工会議所		1F会議室
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本文の閲覧を希望される会
員の方はお申し出ください。
紙媒体を送付させていただ
きます。

1966年生まれ。1989年東京大学
法学部卒業。1993年東京大学大
学院法学政治学研究科修士課程
修了。2016年ハーバード大学経
営大学院AMP（上級マネジメン
トプログラム）修了。日本興業
銀行調査部などを経て、2007年
大和総研入社。2014年同社・常
務執行役員チーフエコノミスト。
2015年より現職。財務省、総務
省、内閣官房、内閣府、参議院
などの公職を歴任。2011年より
株式会社財界研究所「財界賞・
経営者賞」選考委員会　選考委
員。テレビ東京「ワールドビジ
ネスサテライト」レギュラーコ
メンテーターとしても活躍中。

熊谷　亮丸／くまがい・みつまる

株式会社	大和総研
常務執行役員	調査本部副本部長	チーフエコノミスト
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◆実際に導入して良かった点を
　教えてください
　今までカード決済をやっていな
かったので、スマホ決済という
サービスによりお客様に新しい型
で代金支払いをいただけるように
なりました。現在使っているサー
ビスの決済では、１万円以上の支
払いは翌日に入金されるので、ほ

ぼ、現金を頂くのと変わりないです。また、決済サービ
スの導入部分でいうと、端数の値引きをしなくて済むと
いう点も利点と考えています。
◆使用して難しいと感じた点を教えてください
　今後の課題は、事業者と利用者のスマホ決済サービスに
ついての知識を高めるという事です。具体的には、どんど
ん新しくなるポイント制度やキャッシュバック制度をいつ
どのように使うと効果的なのかなど、双方が理解し又はご
提案するのが、今後のサービスの一環と考えています。

◆実際に導入して良かった点を
　教えてください
　お客様にとっては現金を持って
いなくても買い物が出来るし、お
釣りが必要ないので決済が早いで
す。サービスがきめ細やかで安心
です。また、入金までの期間が短
く、金利手数料も低い（中には無
料のところもあります）ので事業

者にとって非常に助かります。
◆使用して難しいと感じた点を教えてください
　スマートフォン等の操作に慣れている年齢の若いス
タッフでも、最初導入直後は取り扱い
が難しいです。さらに年齢の高いスタッ
フには、取り扱い方法を説明すること
がとても難しいので、まだまだ普及に
は時間がかかるのではないかと感じて
います。

㈲自動車共和国
木下　貴弘 様

㈲よしなが
吉永　周平 様

キャッシュレス決済について
集客・売上に結びつくスマホ決済サービスとは！？

相 談 所
コ ー ナ ー

役所に提出する書類についての
ご相談や代行は

東宏樹行政書士事務所 検索

"閲覧できます" 商工みはら
バックナンバー
　本所では、ホームページにおいて、

『商工みはら』バックナンバーを公開
しています。過去の情報をご覧にな
りたい方は、ご利用ください。
■ http://www.mhr-cci.or.jp/
syoukou-mihara アクセスしてください　　　　　　　　　　三原商工会議所　URL　http://www.mhr-cci.or.jp　　E-mail　info@mhr-cci.or.jp

【2面】備後地域商工会議所会頭会議	 【3面】議員改選のお知らせ	 【4面】相談所コーナー
【5面】時代を読み解くツボ	 【6面】三原地域連携推進協議会だより	 【7面】2019三原ミスやっさ募集
【8面】軽減税率対策補助金

今 月 の 内 容

三原商工会議所報
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負担金  0.3％

交付金・その他
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　　　13.3％

共済事業
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共済事業
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事業費
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事業費
10.0％

支出収入

事業収入
3.0％
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10.4％

共済事業
11.9％特定退職金共済

45.7％
特定退職金共済
45.7％

特定退職金共済
45.7％

特定退職金共済
45.7％

小規模事業・
経営支援事業
　　　13.3％

事務局
管理費
11.5％

小規模事業・
経営支援事業
　　13.3％

　日本商工会議所が平成31年
１月末に発表した商工会議所
LOBO（早期景気観測）調査結果
によると、本年１月のわが国
の全産業合計の業況DIはマイ
ナス16.0で、前年の同月と同数
値という結果になっています。
　景況は総じて緩やかな回復
基調と言われながらも、この
一年間実質的には足踏み状態

が続き、横這いにて推移しています。
　特に中小企業においては、人手不足の影響の深刻化や、
原材料費の上昇・高止まりが足かせになっていることに
加えて、コスト増加分の価格への転嫁遅れ、世界経済の
動向不安、消費増税の影響など先行きの不透明感を懸念
する声が多く聞かれます。
　慢性的な人手不足の経営環境の中、働き方改革関連法
である「時間外労働の上限規制」「年次有給休暇の取得義
務化」などに対応済み、あるいは対応のめどが付いてい
る企業の割合は半数にも満たない厳しい現況となってい
ます。
　本所としては、管内事業所の対応の促進に向けた講習
会や、生産性の向上に向けた補助金や融資制度利用促進
のための相談を通年で継続的に実施するとともに、行政
や関係機関と緊密な連携を図りながら支援策の周知徹底、
活用促進に向けて積極的な情報提供・相談指導・各種事

業の実施に努めて参ります。
　さらに、平成30年７月豪雨災害において被災した事業
者に対する特別相談及び支援の継続と併せ、本年10月に
実施されるわが国初めての消費税軽減税率の導入に対応
するため、本年度前半は、複数税率に対応する事業者へ
の説明会、相談会など、混乱を未然に防ぐための細かい
支援を丁寧に実施して参ります。
　また、三原市中心市街地活性化基本計画は、認定され
た５年の事業実施期間の４年目に入ります。認定された
60の事業は概ね順調に進捗しているため、三原市中心市
街地活性化協議会、㈱まちづくり三原のより一層の機能
強化を図り、さらなる事業推進を図って参ります。
　平成31年度におきましては、事業計画に基づいて、会
員企業・地域経済の振興と発展、豊かな地域社会づくり
に向けて先導的役割を果たしていく所存です。

平成31年度 事 業 計 画 基 本 方 針

　三原商工会議所（以下「本所」）は、３月25日（月）、三原国際ホテルに
おいて第５回通常議員総会を開催しました。（出席者72名、うち委任状
15名）
　議事では、平成31年度事業計画並びに収支予算について慎重な審議が
行われ、原案通り承認可決されました。また、報告事項では、３月８日
の常議員会で承認された、本所議員改選に伴う議員選挙選任対策特別委
員会の設置並びに委員の委嘱や、三原市中心市街地活性化協議会の事業
計画・収支予算等について報告が行われました。なお、平成31年度の本
所の事業計画の核となる基本方針と収支予算は次の通りです。

平成31年度 収支予算（306,252,000円）

第５回議員総会  平成31年度事業計画並びに収支予算承認

管内事業所の生産性向上に向けた補助金等の支援推進
『消費税軽減税率』導入に対する継続的支援に取り組む

挨拶を述べる三好会頭

＜キャッシュレスの現状＞
　近年のスマートフォンの普及や
交通系ICカードなど、キャッシュ
レス化が加速する中、スマホ決済
等のサービスが次々と登場してい
ます。
　スマホ決済とは、専用アプリか
らＱＲコードやバーコードなどを端末で読み取り、支払
いが完了するものです。キャッシュレス決済利用者には、
ポイント還元や割引サービス等のメリットがあるため、
利用者がこうした決済を利用する機会が増えています。
　また、10月の消費税増税に対する景気対策としてキャッ
シュレス決済の利用者には還元サービスが実施されるこ
とも予定されています。そのため、キャッシュレスに対
応していないお店は、チャンスロスしてしまうことが懸
念されます。
　本年度は、スマホ決済サービスを導入する場合の補助
制度も設けられており、消費者のニーズにも対応する為
にも、取り組むチャンスの年となっています。導入する

とメリットもあり、事務効率化を通した事務コストのカッ
ト、時間の節約、少子高齢化による人手不足の改善の実
現などが期待できますので、是非、店舗にあった決済方
法を探して、キャッシュレス化への第一歩を踏み出して
ください。
　三原市内の金融機関でも、スマホ決済アプリの導入を
進められていますので、キャッシュレス決済に関しては、
お近くの金融機関等でご相談することも可能です。

＜キャッシュレス・消費者還元事業＞
　本年10月の消費増税への対策として、中小小売店側に対
して決済手数料や決済端末導入コストの補助制度が実施さ
れます。詳しくは（https://cashless.go.jp/）をご覧ください。

＜セミナーのご案内＞
「キャッシュレス決済セミナー」
令和元年５月20日（月）午後～　本所会議室
※案内につきましては、後日本所HPに掲載いたします。
　問合わせ：本所商工振興課（TEL:62-6155）

＜利用事業者の声を聞いてみよう！＞
　キャッシュレス決済は、導入する事業者側も、利用する消費者側も、「まずは使ってみる」までのハードルが高くなっ
ています。今回は実際にスマホ決済サービスを導入されている事業者の方にお話を伺ってみました。
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あなたのお店もぜひ一緒にイベントに参加してみませんか？
　本所商業・まちづくり委員会（中平信康委員長）では、本年10月から実施される予定の消費税増税・軽減税率
制度において、消費の落ち込み緩和を目的とする消費喚起イベントを実施します。参加店となっていただける
事業所については連携して市内での消費を誘発し、売り上げ・新規顧客獲得をめざしながら、参加者には抽選
で豪華景品が当たる双方にお得なこのイベント！！多数のお申込みをお待ちしております！

消費税増税対応イベント　Let's市内消費！お得なキャッシュバックキャンペーン

　支払い額に応じてスタン
プを集め、スタンプを貯め
て景品に応募する「スタン
プカード方式」によるイベ
ントです。
■イベント期間　
　10月１日（火）～31日（木）

　参加店には、事前にスタンプカード台紙と押印用のス
タンプをお渡しします。イベント期間中、通常提供して
いるメニュー（サービス）または本イベント特別メニュー

（サービス）を来店者にご提供いただき、来店者が支払い
をされる際、支払い額に応じ
て500円（税込）ごとに１つス
タンプを台紙に押印いただき
来店者にお渡しします。

（例：支払い額が税込1,000円
の場合、２つスタンプを押し
ていただきます。）

　本イベントの主旨にご賛同いただき、ご協賛（10,000円
/口）をいただける方は、同封の登録シートからお申込み
をお待ちしております。チラシやスタンプカードへ広告
掲載を予定しています。

協賛事業所も同時募集！

■参加資格　
　本所会員事業所で、市内に所在する中小企業に限り
ます。（中小企業の定義は同封の登録シートをご確認く
ださい）

■参加料：１店舗あたり4,000円
　チラシ・スタンプカード・スタンプを作成し、チラ
シには、各事業所の紹介やウリなどを掲載する予定で
す！！チラシの設置は、イオン三原店、フジグラン三原店、
広島銀行三原支店や参加店舗などを予定しています。

■申込み方法　
　同封の登録用紙に必要事項ご記入の上、ご提出下さい。
本所HPから様式をダウンロードすることもできます。
https://www.mhr-cci.or.jp/cci/katsudou/syouhizei-event/

■申 込 み 期 限：６月21日（金）
■参加店説明会：７月上旬（日程は別途ご案内します）

参加店申込方法

消費税増税対応イベントとは？

本所 商工振興課
☎0848-62-6155　FAX	0848-62-5900
https://www.mhr-cci.or.jp/cci/katsudou/syouhizei-event/

お問い合わせ

スタンプカード方式とは？

平成31年 「春の全国交通安全運動」 なくそう交通死亡事故・アンダー75作戦
～2020年へ向けて～

　本運動は、広く県民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい
交通マナーの実践を推進し、交通事故防止の徹底を図ることを目的に実施されています。
　この機会に交通マナーを見直し、日頃から安全運転を心がけましょう。

●実 施 期 間：５月11日（土）～20日（月）	10日間
●交通事故死ゼロを目指す日：５月20日（月）
●スローガン：『危険だよ　スマホに夢中の	そこの君』

　来店者はイベント参加店で食事や物品購入・サービス
を受けるごとにスタンプが貯まり、10スタンプ（5,000円
以上）を集めるごとに1口景品に応募することができま
す。（口数が増えるごとに当選確率が上がります。）
　スタンプが集まったら、イオン三原店、フジグラン三原
店、参加店舗（一部）に設置する投函BOXに住所・氏名・連
絡先・回った店舗で印象に残った店舗名を記入して投函し
てください。
　抽選で豪華景品（旅行券）が当たります！
　この機会に、初めてのお店にも
是非、足を運んでいただき、新た
な三原のお店を開拓してみてくだ
さい。

豪華景品プレゼント！！
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お 問 合 せ

　今年も、さつきパレードやステージでのゲームなど、多彩なイベントが盛りだくさん。
サツキやツツジで色鮮やかに彩られた宮浦公園で、見て、聴いて、体験しながら、楽し
い日をお過ごしください。

●交通規制に協力してください
　　宮浦公園南側市道の一部が車両通行止めになります。
　　期間　24日（金）13：00～26日（日）18：00

●ポポロ駐車場が利用できません。
　　ご協力をお願いします。
　　ポポロ駐車場　24日（金）9：00～26日（日）18：00

●無料シャトルバスをご利用ください

会　場
JR三原駅西口
隆景広場 ⇔

と　き　25日（土）10：00～17：00
　　　　26日（日）10：00～16：00

さつきステージ

キッズダンス、チアリーディング、
ライヴ等元気溢れる楽しい
ステージをお楽しみください。

と　き  5月25日（土）10：00～17：00
　　　  　  26日（日）10：00～16：00
ところ  ポポロ・宮浦公園周辺

と　き　25日（土）10:00～10:20
ところ　さつきステージ

セレモニー

いよいよ開幕！
可愛い保育所の皆さんのお歌の
披露もあります♪

と　き　25日（土）13：30スタート
ところ　宮浦中学校南交差点前～宮浦公園

さつきパレード

「交通安全」「犯罪抑止」「事故防止」の思
いを胸に、パレードし、祭りを更に盛り
上げます。　～皆さん、見に来てね！～

始発＝25日（土）9時・26日（日）9時

三原さつき祭り実行委員会（三原商工会議所内）
URL　http://mihara-satuki.com

と　き　25日（土）10：00～
　　　　26日（日）10：00～
ところ　ポポロ駐車場

企  業  展

地元三原の企業のＰＲ

MAY KISS

三原さつき祭り三原さつき祭り三原さつき祭り第28回第28回

主なイベント

交 通 情 報

小規模事業者
の資金調達を
支援します！！

商品・材料仕入資金、買掛金決済、支払手形決済資金に、また機械設備・
車輌の購入・店舗改装資金など、金額の大小にかかわらずご遠慮なく
ご相談ください。 ※利率は平成31年４月１日現在
資金用途 返済期間 融資限度額 金　　利

運転資金 ７年以内
（据置１年以内） 2,000万円

※ 1,500万円を超える場合は、
一定の要件があります。

1.21％
※ 0.5％の利子補給で実質

年利率0.71％（3年間）設備資金 10年以内
（据置２年以内）

●担保・保証人は必要ありません。また手数料も一切不要です。
●固定金利なので、借入期間中に金利が変動することはありません。
●秘密厳守となっておりますので、他人に知られることはありません。
●現在、この融資をご利用中の方でも重複利用、借り換えができます。

悩むより、まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせ　本所 経営指導課　TEL62－6155

無担保・無保証人・低金利

マル経 融資制度

0.5％の利子補給が
受けられます

ご意見をお寄せください

発行所／三原商工会議所　　編　集／情報化委員会
　　　　〒723−8555　三原市皆実4丁目８−１
　　　　TEL	62−6155㈹　FAX	62−5900
印刷所／三好印刷株式会社　

　事業活動や取組み等につきまし
て、皆様のご意見・ご要望をお寄せ
ください。

【編集後記】
　新元号「令和」が発表され、新時
代がぐっと近づいてきました。
　５月１日からは令和元年、生活そ
のものは変わりませんが、新しいも
のをはじめてみるのもいいかもしれ
ません。
　あと少し、平成最後の○○ラッ
シュも続きそうですね。 砂谷


