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【２面】内畠トンネル工事 貫通見学会
【５面】時代を読み解くツボ
【８面】第29回さつき祭りの募集

【３面】第２回未来の会を開催
【６面】三原地域連携推進協議会だより

【４面】補助金活用事例
【７面】広島県働き方改革実践企業認定

今 月 の 内 容
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　すべての部会共通の事項として、三原市からの事業要請による①浮城塾への参加支援、②聖火リレーの運営支援
を掲げ、所報やHPを通じて、周知協力を行います。

［２月14日（金）開催］
Ⅰ部会員の経営に役立つ情報の提供

①小売・サービス業スキルアップ
　支援セミナー
Ⅱ部会員の振興に関する事業

①三原のいいお店大賞  ★
②中心市街地等調査事業
③オリジナル小冊子作成による会員事業所PR事業

［２月13日（木）開催］
Ⅰ部会員の経営に役立つ情報の提供

①視察見学会　
Ⅱ部会員の振興に関する事項

①市内製造業の工場見学受入に
　関する情報発信
②ものづくり見学ツアー
③三原のいいお店大賞
④中心市街地等調査事業
⑤オリジナル小冊子作成による会員事業所PR事業

［２月13日（木）開催］
Ⅰ部会員の経営に役立つ情報の提供

①視察見学会
②建設業についての講習会
Ⅱ部会員の振興に関する事項

①建設行政に関する意見交換会
②空き店舗、空き家対策事業
③三原のいいお店大賞

［２月10日（月）開催］
Ⅰ部会員の経営に役立つ情報の提供

①講習会の開催
Ⅱ部会員の振興に関する事項

①はしご酒の支援
②空き店舗、空き家対策事業
③三原のいいお店大賞
④中心市街地等調査事業
⑤オリジナル小冊子作成による会員事業所PR事業  ★

［２月12日（水）開催］
Ⅰ部会員の経営に役立つ情報の提供  

①視察見学会
②物流・交通についての
　講習会開催  ★
Ⅱ部会員の振興に関する事項

①各種交通網早期開通に向けた活動

サービス部会の様子

販売商業部会 （沖藤詳造部会長　構成員：326）

生産工業部会 （大目木康行部会長　構成員：201）

建 設 部 会 （赤利俊彦部会長　構成員：249）

サービス部会 （弓場秀俊部会長　構成員：600）

運輸車輛部会 （田中綜一部会長　構成員：113）

　三原商工会議所（以下「本所」）では、販売商業・生産工業・建設・サービス・運輸車輛の５つの部会を設置し、
会員はそれぞれの業種によりいずれかの部会に所属しています。部会活動は商工会議所活動の基盤になるもので、
各業種の振興を目的とした事業や意見交換を行い、相互の交流を図っています。
　２月10日（月）から14日（金）にかけて、各部会の役員会・幹事会合同会議を開催し、令和２年度の事業計画を次
の通り策定しました。 ※アンダーラインは連携事業　★は主担当

「五部会」令和２年度事業計画決定！「五部会」令和２年度事業計画決定！
各部会役員会・幹事会合同会議開催
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木原道路内畠トンネル工事 貫通見学会
～2020年度内にバイパス全通へ～

　２月２日（日）本所と三
原市の共催による、木原
道路内畠トンネル工事貫
通見学会を開催し、本所
から深山副会頭、渡辺副
会頭、田中運輸車輛部会
長、平野専務が参加しま
した。（参加者約100名）
　本所では、地域の発展、

振興を目指して行政や関係機関に対する提言及び要望活動を積極的に
行っています。その活動のひとつが、三原バイパスと尾道バイパスを
結ぶ一般国道2号木原道路の早期完成に向けた要望活動です。
　木原道路は、三原・尾道バイパスを結ぶ延長3.8㎞の道路で、災害
に対する代替性を確保し、交通・物流の円滑化を支援することを目的
に建設が進められています。平成12年に着工し、昨年末、国土交通省
中国地方整備局より令和２年度全線開通することが公表されました。
　当日は、地元町内会や工事関係者の皆様にご出席いただき、大西副
市長、深山副会頭、仁ノ岡三原市議会議長の挨拶の後、貫通の瞬間を
見届けました。残りわずかになった壁の断面を重機で掘削し、小さく
空いた穴から光が差すとトンネル内は拍手が沸き起こり、全員で貫
通を祝いました。その後、「受難突破」のお守りになる貫通石を拾い、
記念にお持ち帰りいただきました。
　木原道路の主要区間である内畠トンネル986ｍが貫通し、令和２年
度の開通まで残りわずかとなりました。本所運輸車輛部会が平成28年
度に市民の皆さんにお願いして募集した「木原道路早期完成に向けた
標語」の中に「木原道 三原市民の 夢道路」とあります。標語の通り、
三原市民にとって夢にまで見た道路が予定通り完成し、末永く、地域
の産業振興と発展につながり、災
害時に役立つことを期待します。

　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、ぜひ一度ご参加してみてくだ
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/

　 本 所 青 年 部 会
（角張吉昭会長）で
は、１月28日（火）
に、天満三原市長、
赤利副会頭、平野
専務理事を来賓に

招き、当部会ＯＢも参加のもと、新年例会を
開催しました。（参加者24名）
　開会にあたり、角張会長は、「今年は会長
に就任して２年目を迎えます。勇往邁進のス
ローガンのもとに、当会の活動をこれまで以
上に充実させ、活発に取り組んでいきたいと
思います。」と挨拶を述べました。
　今年の新年例会では、天満市長から新年の
ご挨拶と今後の三原市の展望、抱負などを語っ
ていただき、そのことについて青年部会員が
質問をするという形式で意見交換会を行いま
した。天満市長と部会員が共に、三原市の強
みや良いところ、今後の都市構想など将来に
向け夢を語り合う会合となりました。
　中締めでは、泉田副会長が「来年３月に三
原商工会議所青年部会は、創立20年を迎えま
す。節目を迎えるあたり、角張会長の下、部
会員一同一致団結して事業に取り組んでいま
す。今後も三原のまちをさらに発展するとい
う意識を持って活動してまいります。」と述
べ、閉会となりました。

新年例会開催
～天満市長と今年の三原の展望を語る～

一般国道2号木原道路 
令和２（2020）年度全線開通

◆道路計画概要

区　　間 起点：尾道市福地町
終点：三原市糸崎町

延　　長 3.8㎞
道路規格 第１種第３級
設計速度 80㎞/h
車 線 数 ４車線

［令和元年12月25日
  国土交通省中国地方整備局公表］

三原市予算編成に対する要望書　市より回答を受ける
　昨年10月に本所が提出した「令和２年度三原市予算
編成に対する要望書」について、三原市から回答があ
りました。
　内容は、本所ホームページに掲載していますのでご
覧ください。紙媒体をご希望の方は、全文を郵送させ
ていただきますので、本所 総務管理課までご連絡くだ

さい。
　なお、来年度も要望書を提出する予定です。三原市
のよりよいまちづくりのため、商工業の活性化や一般
福祉増進などについてのご意見をお寄せください。
■ 総務管理課　0848-62-6155
■ URL　https://www.mhr-cci.or.jp
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　働き方改革関連法の法改正に伴い、
時間外労働の上限が罰則付きで法律に
規定され、臨時的な特別な事情がある
場合にも上回ることのできない上限が
設けられました。令和２年４月からは、
中小企業にも時間外労働の上限規制が
導入されることになります。
　「働き方改革」は、労働者
の多様で柔軟な働き方を促進
するための改革であり、職場
環境の改善などの「魅力ある
職場づくり」が我が国が直面
している重大な課題の一つで
ある「人手不足」の解消につ
ながることから、生産性の向
上に加え、「働き方改革」に
よる魅力ある職場づくりに取
り組みましょう。

３団体長による深みのある協議をめざす

働 き 方 改 革 の ポ イ ン ト ！

三原のPRチラシを同梱いただける事業者を募集！
「第２回三原未来の会」を開催

中小企業の皆様、時間外労働の上限規制の内容は把握していますか！？

情報化委員会『通販で三原をPR隊』
　本所情報化委員会（勝
村祥治委員長）では、通
信販売（インターネット
販売など）をされている
事業所（以下「通販業
者」）と連携し、商品の
注文を受けて発送され
る際に、三原市の歴史
や文化、観光スポット
やグルメ情報などが書
かれたチラシを同梱い
ただき、三原市をPRす
る事業「通販で三原をPR隊」を実施しています。
　チラシには抽選キーワードを記載し、注文
者が専用サイトからキーワードと必要事項を
入力して申し込むと、景品（三原の特産品）が当
たる特典を付け、市内の通販業者７社に協力
を得て、チラシを同梱いただき、全国に三原
のPRを行っています。
　なお、令和２年度も引き続きチラシを発行
いたしますので、チラシを同梱いただける通
販業者の方、また景品を提供いただける事業
所の方は、本所までご連絡ください。

■情報化委員会
　TEL：0848-62-6155
　URL：https://www.mhr-cci.or.jp/mihara-pr/

▲同梱のイメージ

　三原市・広島経済同友会三原支部・本所の３団体は、２月７日（金）、
三原市役所において定期意見交換会「三原未来の会」を開催しまし
た。（参加者７名）
　この会は、まちが抱える諸課題の解決に向け、行政と経済界がよ
り一層連携を深め、三団体が持ち合わせる有益な情報や知恵などを
有効活用し、継続的な協議の実施により、施策を推進していくこと
を目的に開催されるものです。
　昨年12月にキックオフのミーティングを行い、第２回目となる今
回は各団体から提出された議題に対して、意見交換や提案・協力要
請などが行われました。
　今後、２～３ヶ月に１度のペースで協議の場を設定することが決
まりました。
　森光会頭は「課題解
決に向けて着実に改善
策の決定・実行を進め
るべく、引き続き３団
体が密に連携していく
ことが重要である。」と、
この取組みの継続に期
待を寄せられました。

【協議された主な議題】
（１） 中心市街地の活性化(具体的な取

組み)について 【三原市提案】
（２） みはら鯉の城下町構想（三原城跡

本濠の水質改善）について
 【同友会・本所提案】

（３） 三原やっさ祭り・踊りについて
 【本所提案】

詳しくは三原労働基準監督署までお気軽にご相談ください。
〒723-0016 三原市宮沖２丁目13-20　TEL: 0848-63-3939

【改正後】【改正前】

特別な事情があって労使が合意する場合でも、以下を超えることはできません。
R年720時間以内
R複数月平均80時間以内（休日労働含む）
（「２か月平均」「３か月平均」「４か月平均」「５か月平均」「６か月平均」
全て１月平均80時間以内）

R月100時間未満（休日労働含む）
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３月の相談日は
　働き方改革・労務…３月10日（火）
　事業承継・M&A…３月18日（水）
　知的財産（特許・商標・意匠・商標）…３月26日（木）

ご相談・ご予約は
　本所　経営指導課　0848-62-6155まで

三原市本町3丁目15−7
TEL64−8383

ヤッサヤッサ

新入会員をご紹介ください
　ご紹介いただきました事業所の方が会員に加入され
た場合、１件につき、1,000円の商品券をご紹介者に進
呈します。
●入会資格

　三原商工会議所地区内（旧本郷町・久井町・大和町
を除く三原市内）に、営業所・事務所・工場または事
業所を有する商工業者の方が会員としてご入会でき
ます。
　なお、入会資格を有しない方であっても、「特別会
員」としてご加入いただけます。

●会費口数　年会費　個　　　人　4,000円（１口）以上
　　　　　　　　　　法人・団体　8,000円（２口）以上
　※ 会費は税務上、必要経費として損益処理が認めら

れています。

大好きな三原を盛り上げたい！！
高根パラディーゾ 大泰司　聡美

　もともと、私たち夫婦は、高根
島のゲストハウスを運営していま
したが、生まれ故郷である三原に
は愛着があり、また、実家は喫茶「旅
路」を長年営んでいたこともあっ
たので、いずれは慣れ親しんだ三

原で事業を行いたいと漠然と思っていました。
　起業して３年、ゲストハウスも軌道に乗ってきたため、
出身地の三原に半どん夜市のチャレンジ出店や、瀬戸内
みはら美味しいマーケー等のイベントに参加し、地元と
のネットワークも広がってきたので、そろそろ三原にも
拠点を構え、地元を盛り上げていくことができないかと
考えていました。そんな中、「小規模事業者持続化補助金」
の募集があると、知人に教えてもらったことで、折角の
機会と捉え、三原の新店舗として「旅路」をリニューア
ルする運びとなりました。
　「持続化補助金」は、メニューに沿って事業計画を立て

る事ができます。まず、経営分析を行うことにより、改
めて私たちの強みと弱さを知ることができ、新たな事業
展開がより明確なビジョンとなりました。また、申請書
を作成する上で、商工会議所に協力してもらったことは、
事務処理の軽減となり助かりました。
　もともと自己資金でも、三原には出店しようと考えて
いましたが、補助金をもらうことで、より早期のチャレ
ンジを行うことができました。また、申請書を作成する
なかで、自社分析ができる「小規模事業者持続化補助金」
を活用できたことは、私たちの事業展開において大変有
意義な事でした。
　今年度はＪＲ西日本さんのデスティネーションキャン

ペーンの年にあたり、
観光において本町エリ
アの重要性はますます
高まるので、これから
大いに事業を発展させ
ることで、地域活性化
の一助となればと考え
ています。

三原商工会議所　定期経営相談会のご案内
　三原商工会議所では、各種経営相談に経営指導員が毎日応じています。また下記の日程では、それぞれ専門家
による相談も行っております。秘密厳守、相談無料となっておりますので、お気軽にご利用ください。

相談内容 日　　時 相談対応者 備　　考
金融・税務・創業・経営に

関する相談
毎日（土・日・祝除く）

8：30～17：00 本 所 経 営 指 導 員

働き方改革・労務 毎月第２火曜日
13：00～16：00 働き方改革推進支援センター ※厚生労働省広島労働局

　委託事業

事業承継・M&A 毎月第３水曜日
13：00～16：00 広島県事業引継ぎ支援センター ※中国経済産業局委託事業

知 的 財 産
（特許・商標・意匠・商標）

毎月第４木曜日
13：00～16：00 （ 一 社 ）広 島 県 発 明 協 会 ※広島県知財総合支援窓口

～補助金を活用して店舗をリニューアル～補助金活用事例
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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

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。
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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:https://www.mhr-cci.org/renkei/ お問合せ ☎62−6155  担当／實廣

コーディネータ
が行く！  vol.14  

令和元年度 《産学官セミナー》
～健康になる歩き方を知り、足趾から健康に～

　皆さんは、外反母趾やタコ・ウオ
ノメ、偏平足、浮指などで悩んでお
られませんか。三原地域連携推進協
議会 産学官連携部会では、足のカ
ウンセリングとオーダーメイドイン
ソール（靴の中敷き）を制作されてい
るソノフェリーチェ 代表 安田照美
氏と私とで、皆様の足のお悩みに役
立つ産学官セミナーを３月３日（火）
11時から「ピッツェリアよがんす」にて開催します。
　安田代表は、母指弓理論をベースにしたクイスクイス
フットスペシャリストの資格を持ち、お客様一人一人に
合ったインソールを制作。足のお悩みにこたえています。
2019年に尾道市の店舗から三原市糸崎の工房に移転され
たことをきっかけに、今後講演活動や、定期的なレッス
ンの開催を考えているそうです。
　また、皆様もよくご存じの体に優しい旬の食材を使っ

た本格ピッツァが味わえる「ピッツェリ
アよがんす」は、ご要望に応じて２階の
スペースを貸し出されており、今後本格
的な活用を考えていらっしゃるということで、今回の開
催が実現します。
　当日は、安田代表から「健康になる歩き方を知ろう！」
と題してレッスンをいただき、生きる専門家の立場から

「足趾から健康に」と題し、足趾から健康になる方法を皆
様にお伝えします。その後、皆様それぞれにお持ちの足
のお悩みをお聞きし、アドバイスをさせていただきます。
　今回は、おかげ様で定員に
達しましたので、次回６月頃
のセミナーでお会いできれば
と思います。今後ともどうぞ
よろしくお願いします。

　商工みはら633号（令和２年２月１日発行）でご案内しました「第17回脳をみるシンポジウムin三原（３月７日（土）三原リージョ
ンプラザにて開催予定）」は、新型コロナウイルスの感染拡大の状況を鑑み、中止することといたしました。
　参加を希望されていた方には、急な変更となりご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

産学官連携コーディネーター　大塚 彰

ソノフェリーチェ
代表 安田 照美 氏

オーダーメイドインソール

　５月19日（火）に三原市において、東京2020オリンピック聖火リレー（以下「聖火リレー」）が実施されます。
　聖火リレーの安全かつ着実な実施、円滑な進行等を確保するため、沿道整理等を行う要員としてボランティアを
募集します。聖火ランナーだけでなく、観客のみなさんやボランティアの方々をはじめとするスタッフ全員が一体
となって三原市の聖火リレーを盛り上げていきましょう。

■活動日時および従事場所
　日時：５月19日（火）　12時00分～16時00分（予定）
　　　　※活動時間は変更となる可能性があります。
　場所：三原市聖火リレールート沿道およびその周辺
■募集人数
　200人程度（申込者多数の場合は抽選）
　※募集人数は変更になることがあります。
■募集期間
　２月19日（水）～３月16日（月）

■申込方法
　詳細は、三原市ホームページから、募集要項を一読
のうえ、申込用紙に必要事項を記入し、三原市スポー
ツ振興課まで郵送またはメール（タイトルを「ボラン
ティア申込（聖火リレー）」でお申込みください。

■問合わせ
　三原市スポーツ振興課
　〒723-8601 三原市港町三丁目５番１号
　電　話：0848-64-7219
　メール：sports@city.mihara.hiroshima.jp

詳細はHPを
ご覧ください。

東京２０２０オリンピック聖火リレー
ボランティアスタッフを募集します

Forbes JAPAN主催「SMALL GIANTS AWARD2019-2020」

㈱レニアスがダブル受賞
　令和２年１月20日に、Forbes JAPAN
が主催する日本が誇る「小さな大企業」
の中でも、ひときわ可能性が光る企業を
表彰する「スモール・ジャイアンツ ア
ワード」が開催されました。㈱レニアス
が、地方大会ファイナリストの６社の中
から、「GLOBAL NICHE」、スポンサー
賞の「アメリカン・エキスプレス特別賞 

POWERFUL BACKING AWARD」をダブル受賞されました。この度
の受賞、誠におめでとうございます。

表彰式の様子
赤尾取締役社長（右から３人目）

　本所広報誌「商工みはら」では、表彰・受
賞された会員事業所の皆様を紹介させていた
だきます。
　表彰・受賞された場合には、事業所の取り
組み内容を広報するきっかけに、ぜひご活用
ください。
　情報は随時受付していますので、掲載可能
な事業所は下記までご連絡ください。
■情報化委員会
　TEL：0848-62-6155　FAX：0848-62-5900

表彰・受賞された事業所をご紹介します！
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有限会社 大 坪 （美容業）
所在地：三原市城町1丁目21-19
電　話：0848-62-2781 HOMEPAGE Facebook

　令和２年２月５日に、広島県商工会議所連合会及び広島県商工会連合会が運営する「広島県働き方改革実践企
業認定制度」の第６回認定授与式が開催され、新たに56社が認定されました。これで、県内で認定を受けた企業
の累計は277社になります。三原市内から、「有限会社誠和開発」と、「有限会社大坪」が認定されました。認定
のご感想と職場での取り組みを伺いました。

■�認定のお喜びの声を
お聞かせください。

　今回の第６回「広島
県働き方改革実践企業
認定制度」に認定して
いただきありがとうご
ざいます。
　弊社は、地域に密着
し、平成30年西日本豪

雨被害の復旧工事に携わり、一日も早い復興に尽力して
おります。
　「広島県仕事と家庭の両立支援」をはじめ、社員一同の
働きやすい職場環境を整え意識改革から業務の効率化を
図り、社員の声に耳を傾けられるような社内雰囲気を目
指した取り組みが評価していただけたと思っております。
■御社では具体的に、どのように取り組まれていますか。
　弊社では、有給休暇を取得しにくい雰囲気が取得率の
低さと考え、有給休暇取得率を上げるため、誕生日や結
婚記念日等をアニバーサリー休暇とし取得を推進し、事
由の記載申告を強要しないことで取得率が上がっていま
す。担当者が意識して取得日数を伝える事も取得のきっ
かけとなっています。
　また、育児・介護休暇制度を今までより更に利用でき
るよう短時間勤務や時間差出勤を取り入れ、看護休暇を
利用することで仕事を両立できるように育児中や介護中
の従業員を応援しています。
　経営者自らが従業員に直接推進の声掛けをすることで、
現場の声が届き、仕事に対する意欲も上がってきていま
す。
■今後の取り組みを教えてください。
　工期の決められた現場での仕事のため、いかに効率よ
く仕事の工程を進めていくかという点が重要ですが、目
標に掲げた年５日の取得義務より２日多い、年７日取得
を目指した意識改革により、仕事の能率・モチベーショ
ンの向上、更には優秀な人材確保が重要なポイントと考
えています。
　働きがいのある職場環境を整え、「ここで働きたい」「こ
こで働いてよかった」と言える企業を目指して経営者と
従業員がワンチームで取り組んでいきたいと思っており
ます。

■�認定のお喜びの声
をお聞かせくださ
い。

　この度は、「広島県
働き方改革実践企業」
に認定いただきあり
がとうございます。

　美容業界としては広島市内の多店舗展開している大手
美容室２社に続き３社目で、広島市内以外の美容室では
初めての認定をいただきました。弊社のような零細事業
所は、労務士契約等も難しく、全て一から調べ勉強し、
申請や手続きを行い、取り組みを始めてからやっとここ
まで辿り着くことができました。
　この認定をきっかけに、従業員満足度を更に追求する
ことによって人材確保が叶い、慢性的な人手不足解消の
一助となってくれればと祈るばかりです。
■御社では具体的に、どのように取り組まれていますか。
　社員にできるだけ長く働いてもらえるように、育児休
業や介護休暇など仕事と家庭の両立支援を行っています。
　その他には、美容室では珍しい第１・３日曜日の２日
を定休日に組み込み、残業実績はこの数年間０分です。
更に業務の効率化とご予約の入れ方を工夫することで、
今年から営業時間の短縮も行いました。
　また有給休暇取得も積極的に推進し、平均取得日数は
６日以上となっています。
■今後の取り組みを教えてください。
　社員数の少ない現状では、なかなか定休日を増やすこ
とは難しいですが、社員一人一人に負担のかかる交替で
の休暇取得ではなく、定休日増の取組みを検討していま
す。
　地方の小さな美容室でもしっかり取り組みさえすれば、
働き方改革の推進でより働きやすい環境を生めるという
実績を作り、それを元にいかにして人材を確保して行け
るかが今後のポイントだと考えています。
　零細事業所ならではの、働き方改革を進めれば進める
ほどオーナーの負担増に繋がるようなことにならない取
り組みも考えなければならないところです。
　今後も働き方改革に取り組むことで従業員満足度を高
め、経営理念の一つでもある「笑顔で生き生きと輝ける
人が集まってくる会社を目指します」。

有限会社 誠和開発 （建設業）
所在地：三原市和田2丁目17-7
電　話：0848-60-2720

広島県商工会議所連合会「広島県働き方改革実践企業認定制度」
「有限会社 誠和開発」と「有限会社 大坪」が認定

池田県連会頭より認定証を
受け取る播摩代表取締役

有限会社大坪の皆様
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　あなたの会社・お店を
もっと広く宣伝するチャン
スです。この機会にご利用
ください。

■出展資格　本所・三原臨空商工会会員事業所の方
■募集店数　15店舗（出店審査あり）
■出 展 料　10,000円/１社
■テント料　18,000円/１張（２×３間）
　　　　　　設営・撤去費用込（※原則として１社１テント）
■申込方法　 郵送・FAXにて、必須事項(会社名、住所、

代表者名、電話番号、FAX番号、担当者名、
携帯番号、出店内容)を明記の上、お申込み
ください。

■申込締切　３月13日（金）【必着】
■説 明 会　 ４月に商工会議所で行いますので、必ずご

出席ください。

　交通安全と犯罪抑
止を呼びかけ、三原
市のさらなる発展に
つなげることを目的
に、今年も「さつき
パレード」を実施し
ますので、ぜひご参
加ください。
■日　　時　5月30日（土）13：30～
■コ ー ス　 宮浦中学校（南）交差点から三原市芸術文化

センター（ポポロ）まで
■参加形態　チームエントリー
　　　　　　※行進しながらの演技となります。
■募集締切　４月24日（金）【必着】
■申込方法　 郵送・FAXにて、必須事項（チーム名、住所、

代表者名、電話番号、FAX番号、担当者名、
携帯番号、参加予定人数）を明記の上、お申
込みください。

商売繁盛まちづくり「企業展」出展者募集 さつきパレード参加団体募集

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】
　３月に突入しました！そうです、プロ
野球のシーズンが始まります。新選手も
入団して、今年のカープはどうなるか楽
しみですね！
　さて、話は変わりますが、広報担当
者になってもうすぐ１年です。今後も皆
様に役立つ情報発信に努めてまいりま
すので、どうぞよろしくお願いします！
　 砂谷

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２年３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

今年は5月30日（土）・31日（日）

三原さつき祭り実行委員会（三原商工会議所管内）
〒723-8555 三原市皆実4-8-1　TEL：0848-62-6155 / FAX：0848-62-5900
URL：https://www.mihara-satuki.com/

第29回 さつき祭りさつき祭り

お申込み・お問合せは
コチラまで

　料理と相性の良いお酒を組み合わせることで、双方の味わいや香りを
楽しむ「ペアリング」。
　第２弾となる今回は、三原の地酒と合う旬の魚介メニューをおすすめ
する６店舗が参加。お酒と料理の相性の良さを愉しむのはもちろん、そ
れを提案するお店の「思い」までめしあがれ！お酒との組み合わせにより、
三原の食の愉しみ方が広がります。

「幸せの三原ぐるめ」ウェブサイト http://mihara-gourmet.jp/

うっかり肴場 八兵衛 / 創作料理 ロケット
下町の居酒屋 六文銭 / Trattoria di Miramare FURUOKA
ビストロ・プティ・ラパン / 和食処 登喜将

参
加
店
舗


