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【2面】女性部会平成31年度通常総会
【5面】時代を読み解くツボ
【8面】プレミアム商品券

【3面】やっさ花火フェスタ
【6面】三原地域連携推進協議会だより

【4面】相談所コーナー
【7面】第28回さつき祭り

今 月 の 内 容
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令和元年7月1日発行

　本所では、６月26日（水）に三
原国際ホテルにて、第６回通常
議員総会を開催しました。（出
席者数70名、うち委任状14名）
　開会にあたり、三好会頭は

「令和の新時代においても、よ
り一層の使命感をもって、地域
経済の発展と中小・小規模企業

の振興支援に尽力してまいりたいと思います。平成30年
度は、西日本豪雨災害の被災支援、㈱まちづくり三原の

機能強化に取り組みました。災害グループ補助金「オー
ル三原 復興プロジェクト」は、現時点で51件が認定され
13億6900万の交付が決定しております。この内、三原商
工会議所管内分は16件で8億9200万円となっていますが、
申請準備中の事業所が52件ありますので、８月23日の締
切りに向け、引き続き鋭意取り組んでまいります。また、
10月の消費増税対策として、本所においても、経営指導
員による個別相談等を強化すると共に、景気の下支え対
策としてキャシュレス事業やプレミアム商品券事業等に
注力してまいります。」と挨拶を述べました。

■ 平成30年度事業報告・収支決算が
可決承認されました。

　議事では、平成30年度事業報告・収支決算について慎
重な審議が行われ、原案通り可決承認されました。
　続いて、赤石幹事長より、議員懇話会の平成30年度事業
報告・収支決算について報告、協議が行われた後、女性部会・
青年部会の会長から平成30年度会務状況報告、また、会員
の入退会状況などについて報告が行われました。
　総会終了後は、議員懇親会を開催し、議員相互の交流
を深めました。

挨拶を述べる三好会頭

平成30年度収支決算

西日本豪雨災害特別相談や
㈱まちづくり三原の機能強化に取り組んだ

第６回議員総会　平成30年度事業報告並びに収支決算について審議

西日本豪雨災害特別相談や
㈱まちづくり三原の機能強化に取り組んだ
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　 本 所 女
性部会（岩
本 由 美 会
長 ）で は、
５ 月 28 日

（火）三原商工会議所において、平成31年度通常総会を開
催しました。（出席者13名、うち委任状７名）
　総会には来賓として、渡辺副会頭、平野専務理事も出
席し、平成30年度事業報告並びに収支決算について、規
約変更について、役員改選について、平成31年度事業計
画（案）並びに収支予算（案）についての４つの議題を審議
し、いずれも提案どおり可決承認しました。
　役員改選では、６年の任期を務めた岩本会長が退任し、

新たに、出田順子会長が就任しました。出田新会長は、
就任にあたり「今まで20年築いてきた女性部会の歴史と
会員お一人お一人を大切にしていきたい。塚本妙子副会
長、宮脇香代副会長とともに、新体制で平成31年度の事
業に取り組んでいきます。」と抱負を述べました。
　総会終了後は、懇親会を開催し、会員相互の交流を深
めました。

　 本 所 販 売 商
業部会（沖藤詳
造部会長）では、
５ 月29日（ 水 ）
講 師 に 店 舗 活
性 化 ア ド バ イ
ザ リ ー の 川 野
久 美 子 氏 を 招
き、小売・サー
ビス業スキルアップ支援セミナー「集客効果の高いチラ
シの作り方セミナー」を開催しました。（参加者17名）
　このセミナーでは「父の日」をテーマにしたチラシの
作成方法について学びました。
　チラシのレイアウトには、目線の流れを意識した「Ｚ
の法則」を使って、キャッチコピー・タイトル・商品（サー
ビス）・イラストや写真を配置することが重要です。
　商品やサービスのニーズを掘り起こしながら、サンプ
ルのレイアウトを参考にして、各参加者の方に独自のチ
ラシ作りを体験いただくセミナーとなりました。

　工業・環境エネルギー委員会（川口和弘委員長）では、
６月13日(木)に委員会を開催し、平成31年度事業の実施
について協議しました。（出席者10名）
　当委員会では、近隣商工会議所との交流や、市内の主
要企業である本所相談役議員との情報交換をはじめ、環
境問題についての見識を高めるための視察研修等を予定
しており、次の通り事業を実施することになりました。
１．相談役議員との連携による情報交換会の開催

　企業の取り組みや今後の展開について懇談会を行い、
今後の取引につながるきっかけづくりを目的としています。

　視察先：調整中　時期：９月～10月
２．環境エネルギーに関する視察研修会の実施

　日常生活に深く関係する「エネルギー」に積極的に取
り組みを行っている先進的な施設の視察研修を行います。
視察先：大崎クールジェン㈱　時期：８月下旬

工業・環境エネルギー委員会
近隣商工会議所との交流等、平成31年度実施事業について協議

販売商業部会「集客効果の高いチラシの作り方セミナー」
お客様の目にとまるチラシ作りを学ぶ

　本所運輸車輛部会（田中綜一部会長）は、５月25日（土）
木原道路早期完成の機運を高めるため、さつき祭りパレー
ドに参加しました。（参加者６名）
　木原道路は、尾道・三原両バイパスを結ぶ3.8㎞の道路
で、国道２号の渋滞緩和、地域間連携強化、防災や災害
時の減災に寄与する事を目的に平成15年から建設が進め
られており、一昨年11月には、赤石トンネル（ 1.2㎞）が貫
通し、現在は、内畠トンネルの掘削が行われています。
　今回のパレードでは、多くの市民の皆様に木原道路に
関心を持っていただき早期完成を促進するため、平成28

年度の木原道路標語募集事業で制作した幟旗を持って行
進しました。沿道の方からは、｢木原道路の完成を楽しみ
にしています。」な
どのお声もいただ
きました。
　本所では、今後
も引き続き木原道
路の早期完成に向
け た 要 望 活 動 を
行っていきます。

運輸車輛部会　さつき祭りパレード参加
木原道路の早期完成の機運を高める！

女性部会　平成31年度『通常総会』
20年の歴史を大切に、新体制で楽しく女性部会を盛り上げていきます！

平成31年度役員
（左）宮脇副会長
（中）出田会長
（右）塚本副会長
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　三原やっさ祭りのフィナーレを飾る「やっさ
花火フェスタ」。今年も有料観覧席を用意して
おります。有料席をご購入いただくと、当日の
観覧場所の心配なく、花火を楽しむことができ
ますので、ぜひご活用ください。

■と　き　８月11日（日）20時～20時45分
■ところ　糸崎岸壁（糸崎南二丁目）
■座席数　50区画（申込み先着順）※１区画は180㎝×180㎝。
■利用料　5,000円
■申込み　７月19日（金）（必着）までに往復はがきで①住所②名前③年
齢④電話番号を記入いただき、三原やっさ祭り実行委員会（商工会議所
内〒723-8555皆実四丁目８番１号☎0848-62-6155）へ
■ＵＲＬ　https://www.yassa.net/hanabi.html

やっさ花火フェスタ有料観覧席募集
尺玉20発の競演を間近でご覧ください！！

三原やっさ祭り振興協議会より
　三原やっさ祭りの運営につき
まして、格別のご支援・ご協力
を賜わり心より厚くお礼申し上
げます。
　さて、今年で44回目を迎え
る三原やっさ祭りは、８月９日
(金)・10日（土）・11日(日)の３
日間、盛大に開催いたします。今年も、学生の方々をはじめ多くの市
民の皆様にやっさ踊りに参加をしていただき、祭りを盛大に開催した
いと実行委員会のメンバーが一丸となって企画し取組んでおります。
　つきましては、三原やっさ祭り振興協議会から皆様に、広告協賛の
ご協力をお願いさせていただきたくご案内を申し上げます。

　昨年度ご協賛いただいた事業所様宛に、６月下旬に申込書をお送り
しております。必要事項をご記入の上、お申込みください。また、新
規にご協賛いただける事業所様は下記問合わせ先までご連絡ください。
　昨年度に引き続き、B4サイズの事前告知チラシとA2サイズの
ガイドチラシ、公式ホームページにて、ご協賛いただいた事業所
様をご紹介させていただく予定です。
　本年度も協賛広告のご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。

三原やっさ祭り振興協議会事務局(担当：森山)
三原商工会議所内　TEL 62-6155 / FAX 62-5900
メールアドレス　mihara-yassa@yassa.net

協
賛
方
法

問
合
わ
せ

多くの方に信頼していただけるよう
仕事に取り組みます。

　青年部会の会議は、どなたでも自由に
参加できます。青年部会の活動に興味が
ある方は、ぜひ一度ご参加ください。詳
しくは、本所青年部会HPをご覧ください。
■URL　https://www.mhr-cci.or.jp/yeg/

　私は、三原市城町で不
動産屋を両親とともに経
営しております。３年程
前に福山の会社を退社し、

三原に戻って参りました。高校・大学と地
元である三原にいる時間が短かったことも
あり、知り合いも少なく、家と職場の往復
をしておりました。そんな日々を送ってい
ましたところ、直前会長の竹野さんより、
青年部会入会をご提案いただき、多くの方
とお会いでき、輪を広げるチャンスだと思
い、入会させていただくことにしました。
　入会当初から最年少ということもあり、
右も左もわからない状況に加え、多人数の
前で話しをするのが苦手なこともあり、緊
張していましたが、諸先輩方に気さくに話
しかけていただき、やさしく教授していた
だけました。以前にサコダ車輛の迫田社長
をお迎えして、お話をしていただいた際に
も、約100名の方にご出席いただいており、
その中でも堂々と話をされている先輩方の
姿を見て、私も人前で堂々と話せるように
なりたいと思うようになりました。
　毎月の青年部会の活動でも人前で話しを
する機会を与えていただいており、緊張せ
ず話ができるようになることが今後の私自
身の仕事にも繋がると考えています。その
ために青年部会を通じ、自己研鑽だけでな
く、多くの方に信頼していただけるような
仕事ができればと考えています。

㈲山下不動産
　山下 友貴 さん

三原やっさ祭り『広告協賛』のお願い三原やっさ祭り『広告協賛』のお願い
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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!

　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。
https://www.mhr-cci.or.jp 
/sangyokanko/
担当：生産工業部会
　　　太田まで

公益財団法人ひろしま産業振興機構
広島県よろず支援拠点　出張相談会のご案内

相 コ談 ー所 ナ ー

　「広島県よろず支援拠点」では、中小企業・小規模事業
者の皆様の売上拡大、経営改善など、経営上のあらゆる
お悩みの相談に対応しています。
　この度、三原商工会議所にて、出張相談会を開催いた
だくこととなりましたので、是非ともご利用ください。専
門スタッフによる適切な解決方法をご提案いただけます。
　ご相談は、１社１時間程度の個別相談会です。

■日時　令和元年７月23日（火）10：00～17：00
■場所　三原商工会議所
■お問合せ・お申込み先

公益財団法人 ひろしま産業振興機構
広島県よろず支援拠点
TEL 082-240-7706　FAX 082-249-3232
https://www.hiwave.or.jp/event/18386/

※ 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：７月25日（木）13：00〜17：00
場　　所：三原商工会議所  1F会議室 三原市本町3丁目15−7

TEL64−8383
ヤッサヤッサ

■応募資格　次の①～⑥のいずれにも該当される方
①平成５年４月２日以降に生まれた方で、専門学校、

短期大学、４年制大学を卒業された方 
②三原商工会議所の事業内容に関心を持ち、地域経済

の発展のために働くことができる方
③明るく元気で、職員等との円滑なコミュニケーショ

ンがとれる自信のある方
④粘り強い対応ができる方
⑤資格として「普通自動車免許」を取得されている方
　（採用時に免許を取得していること）
⑥Word、Excel等の基本的なPCソフトの操作ができる方

■採用職種（事務職）
事業者の経営支援に関係する一般事務業務及び総務・
経理・企画など様々な業務がありますが、入所当初は
総務管理課の配属になります。

■採 用 予 定 日　令和２年４月１日 
■採用予定人数　１名

詳しくは、本所ホームページをご覧ください。
https://www.mhr-cci.or.jp/cci/saiyou_2020.html

■お申込み（お問い合せ）先
〒723-8555　広島県三原市皆実四丁目８番１号
三原商工会議所　総務管理課
TEL：0848-62-6155　FAX：0848-62-5900

■再就職の依頼・情報提供等の規制
　現役の国家公務員が、営利企業等に対し、他の国家
公務員・ＯＢの再就職を依頼することや、再就職させ
る目的で国家公務員・ＯＢの情報提供等を行うことは
禁止されています。

■利害関係企業等への求職活動の規制
　現役の国家公務員が、職務として携わる契約や処分
などの相手方となっている利害関係企業等に対し、求
職活動を行うことは禁止されています。

■元の職場への働きかけ規制
　再就職した国家公務員ＯＢが、再就職先の契約や処
分に関し、便宜を図るよう元の職場に働きかけを行う
ことは禁止されています。（原則として退職後２年間）

★皆様へのお願い
　皆様におかれましても、規制違反を未然に防ぐ観点
から、国家公務員・ＯＢにこうした行為を求めないよ
うご協力をお願いします。また、規制違反が疑われる
行為を見聞きした場合には、下記連絡先まで情報提供
をお願いします。秘密を厳守します。

◇連絡先　　　　　再就職等監視委員会事務局
　　　　　電　話：03－6268－7660～7668、7681
　　　　　ＵＲＬ：https://www5.cao.go.jp/kanshi/

国家公務員の再就職等規制にご協力を

令和
2年

４月採用の三原商工会議所職員
を募集します
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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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平成31年度『三原地域連携推進協議会産学官セミナー』開催報告

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

　三原地域連携推進協議会では、産学官セミナーを５月29日（水）に行いました。今回は、講師・金井氏より
お話を伺いました。（出席者39名）

ひろしま夢ぷらざ　三原特産品フェア
イベント出展のご案内

　三原市の物産をより多くの方々にPRするため、広島市
中区本通にある「ひろしま夢ぷらざ」において、昨年に
引き続き「三原フェア」を開催します。
　９月５日(木)から17日(火)まで三原市内の特産品やお土
産品を中心に、店舗の店頭を中心に展示販売を行います。
　つきましては、広く出店事業所の募集を行います。貴
社の商品のPR・販売促進に、ぜひお役立てください。

■開 催 日：
　９月５日(木)～９月17日(火)
　※９時～18時まで　定休日は水曜日
■場　　所：ひろしま夢ぷらざ
■申込方法：本所所定の申込用紙に必

要事項を記入のうえ７月12日（金）ま
でに本所へお申し込みください。追っ
て詳細をお知らせ致します。

令和元年「夏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～

講演名：「理学療法の臨床から考える産学連携」
講　師：県立広島大学　三原地域連携センター
　　　　センター長　教授　金井　秀作 氏

講演概要
　広島県立保健福祉大学から県立広島大学として生まれ
変わり、約15年が経ちました。これまで「地域貢献」を
大学の命題の一つとして努力してまいりました。三原キャ
ンパスは、医療・保健・福祉という社会ニーズの高い領
域に貢献出来る学科を有しており、その教員の専門も幅
広い（医学・看護学・工学・保健学・福祉学等）ことが特
徴です。これは産官学連携の視点で見ると、健康増進等
の施策や商品開発・評価など多岐にわたる分野で地域に
貢献出来る人材が揃っていると言い換えることができま
す。今後もお気軽に三原地域連携センターを活用してい
ただければと思います。
　さて、私の専門である理学療法の目的は歩くなどの基
本動作の回復であり、その手段は物理的刺激と運動・体
操とされています。
　幸い、その理学療法領域における“運動を分析する”こ
とを得意としておりますので、これまで数多くの産学連
携を経験させていただきました。その中で最近テーマに

し て い る
の が 温 故
知新です。
論 語 の 一
節 で す が
文 字 通 り

「過去の事
実を研究し、そこから新しい知識や見解をひらくこと」
を意味しています。
　例えば、これまでの科学的な発展において、ヒトの移
動は「歩き」から「自転車」そして「自動車」へと、楽
にそして効率良く、便利さを追求してきました。一方で
その結果、運動不足やメタボという新たな課題を生み出
しています。結果的に先進国では、あえてウォーキング
や自転車移動が推進されています。これは健康増進の視
点では時代に逆行することが先進的であることの一例で
はないでしょうか。この発想で我々も履物＝靴＝足の保
護という発想を逆転させ、足を鍛えるための“健康下駄”
の開発に至った経験があります。
　今後も温故知新を忘れず、大学だからこそ得ることが
できる新しい“知見”や“発想”を地域財産と組み合わせるこ
とで、産学官連携を推進していきたいと考えております。

　浮城・歩ラリ～実行委員会
では、６月24日（月）からチ
ケットの販売を開始しまし
た。
　１枚3,000円で、２人また
は４人でお買い求めくださ
い。
　今年は三原駅噴水広場をス
タートに、３軒はしごした後
はお楽しみ抽選会を開催します。
　多くの皆様のご参加お待ちしております！！

■販売場所　三原商工会議所、うきしろロビー、三原国際
ホテル、飲食組合三原支部、一部参加店舗

■問合わせ　飲食組合三原支部　0848-63-3678まで
　　　　　　（営業時間：月・水・金　12：00～16：00）

　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：７月11日（木）～20日（土）10日間
○スローガン：『危険だよ  スマホに夢中の  そこの君』

昨年の夢ぷらざの様子

ひろしま夢ぷらざ　三原特産品フェア
イベント出展のご案内

7月24日（水）開催 第10回浮城・歩ラリ～はしご酒

チケット好評販売中！
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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。 ※利率は令和元年７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
　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】
　暑い夏がやってきますね！「夏」
から連想するものは何ですか？お祭
り、海水浴、甲子園と色々ありますね。
　私は、昨年の夏からかき氷にハマっ
ています。最近のかき氷は、種類が
たくさんありすぎて、美味しいだけ
でなく、選ぶのも楽しいですよ。
　皆さんもお気に入りのかき氷を見
つけて、暑い夏を乗り切りましょう！
 砂谷

第28回三原さつき祭り
天候にも恵まれ、多くの方にご来場いただきました！

　 ５ 月25日（ 土 ）・26日
（日）、宮浦公園周辺にて、
第28回三原さつき祭りが
開催されました。
　祭りの期間は２日と

も、晴天に恵まれ、25日（土）には、約40,000人、26日（日）
には約45,000人、合計約85,000人が来場しました。
　市内保育園児による歌の披露や、ダンスや演奏、ビンゴ
大会などのステージイベントのほか、さつきパレードや各
ブースによるさまざまな催し物で、会場は大いに賑わいま
した。昨年に引き続き、三原市公式マスコットキャラクター

「やっさだるマン」をはじめ、広島空港から「ソラミィ」、
呉市から「呉氏」など、各地のゆるキャラたちが集合し、
来場者と握手や写真撮影をして盛り上がりました。
　また、警察署、防衛省・
消防署のブースでは、お子
様連れの来場者が多く足を
運んでいました。特にJRミ
ニ新幹線は、毎年人気のイ
ベントで受付前から順番待
ちの列が出来るほどでした。
　暮らし応援広場では、「企業展」が催され、三原商工会
議所会員事業所など15社が、自社の製品・商品を工夫した
PRを行いました。この他、17団体のブースが並んだ「喰
道楽エリア」や、老人大学・大学院主催による絵手紙の展示、
さつきの展示会など二日間多彩な催しが開催されました。

　この度は、第28回三原さつき祭りを
無事終える事ができましたこと、この

場をお借りして御礼申し上げます。これもひとえに関係
者並びに市民各位のご指導・ご協力の賜物と、心より感
謝を申し上げます。また、企業様におかれましてはご協
賛を賜りましたこと、重ねて、厚く御礼を申し上げます。
　今年の三原さつき祭りは、例年以上に天候に恵まれ、
祭りにお越しくださった皆様が体調不良にならないか、
心配しておりました。おかげさまで、そうした方も無く、
無事祭りを終えることができ、ほっとしております。
　今年は、消防署施設内に来場者用の無料駐車場を設置
する等、新たな取り組みもあったことから、いろいろ心
配はありましたが、警備スタッフや学生ボランティアス
タッフのおかげで大きな渋滞もなく、ご来場の皆様方に
は満足していただけたのではないかと思っております。
　特に、ベビーカーを押す幼いお子様連れのご家族で、
駐車場があるからさつき祭りに行こうとなった方がい
らっしゃれば、ご用意した甲斐がありました。
　さらに祭り内では、３世代でお越しいただいているご
家族をたくさん見かける機会があり、改めて三原さつき
祭りは市民の皆様に気軽に遊びに来ていただける祭りな
のだと実感しました。
　これからも、市民のふれ合
いの場となる三原さつき祭り
として、益々盛大に開催され
ますことを祈念いたします。
　また来年も、三原さつき祭
りに是非遊びに来てください。

御礼のことば
第28回三原さつき祭り

実行委員長　木下　貴弘

第28回三原さつき祭り
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プレミアム付商品券
取扱加盟店募集
プレミアム付商品券
取扱加盟店募集

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

■お問い合わせ先
三原市プレミアム付商品券事業実行委員会
三原商工会議所　住所：三原市皆実四丁目8-1
　　　　　　　　電話：0848-62-6155
三原臨空商工会　住所：三原市本郷南六丁目3-26
　　　　　　　　電話：0848-86-2238
ＵＲＬ：https://mihara-premium.com

　市内に事業所を有し、加盟店申込を承認された全ての
事業者 (三原商工会議所または三原臨空商工会の会員・
非会員は問いません)を対象とします。
　ただし、非会員は以下の書類を提出してください。
★法人：登記簿謄本・申告書一面・貸借対照表・損益計

算書（税務署受付印の有る法人税確定申告書、も
しくは法人税確定申告書及びメール詳細）

★個人：確定申告書（青色決算書・収支内訳書・申告書）（税
務署受付印の有る所得税確定申告書、もしくは
所得税確定申告書及びメール詳細）

　なお、次のいずれかに該当する事業者は、取扱加盟店
登録できません。
①暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成

３年法第77号）第２条第２号に規定するもの、暴力団の
構成員であると認められるもの、また暴力団に資金提
供を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し関与す
るもの。

②風俗業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和
23年法律第122号）第２条に規定する営業を行うもの。

③業務の内容が公序良俗に反する営業を行うもの。

取扱加盟店参加条件

①使用済商品券と「商品券換金依頼書」を換金期間中に、
三原商工会議所または三原臨空商工会へご提出ください。

②依頼書は15日及び月末を締日とし、毎月25日、翌月10
日に加盟店の指定する口座に振り込みます。

　ただし、支払日が休みの場合は、その前日に振り込み
ます。

★換金申出先：三原商工会議所、三原臨空商工会（久井支
所、大和支所含む）

※各所とも平日限定。三原臨空商工会久井支所、大和支
所は原則火曜日のみ。

※加盟店登録をされずに商品券の取扱いをされた事業所
においては、換金いたしません。

商品券の換金方法

★販売期間
　令和元年10月１日（火）～令和２年１月31日（金）
★利用期間
　令和元年10月１日（火）～令和２年２月29日（土）
★換金期間
　令和元年10月１日（火）～令和２年３月13日（金）

商品券の販売・利用・換金期間について

令和元年7月1日（月）～7月31日（水）
※会員の皆様には、別途送付する「取扱加盟店登録申込書」

に必要事項をご記入の上、三原商工会議所・三原臨空
商工会にお申み込ください。申込書は、下記HPからも
ダウンロードできます。

※募集期間を過ぎての登録も可能ですが、加盟店一覧への
掲載が出来ない場合があります。予めご了承ください。

取扱加盟店募集期間 取扱加盟店説明会

　令和元年10月から、消費税及び地方消費税の引き上げにともなう、住民税非課税世帯（扶養親族を除く）・子
育て世帯（３歳６カ月未満）の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費の下支えのため、三原市・
三原商工会議所・三原臨空商工会で設置する三原市プレミアム付商品券事業実行委員会により、プレミアム付
商品券を発行します。この商品券が利用できる取扱加盟店を募集しますので、多数お申み込ください。

プレミアム付商品券
取扱加盟店募集 5億5,000万円

発行
5億5,000万円

発行

【第１回】令和元年８月５日（月）10：00～
【第２回】令和元年８月５日（月）14：00～

【第３回】令和元年８月６日（火）10：00～
【第４回】令和元年８月６日（火）18：00～

場所
三原臨空商工会

場所
三原商工会議所


