
　お客様から信頼される社会人にな
るためには、第一印象が重要だと言

われています。身だしなみは相手に対して、おしゃれは
自分に対して気をつけることです。コロナウイルス感染
拡大防止の対策から、テレワークも増えていますが、自
宅といえども仕事中です。オンとオフの切り替えをしっ

かりと行うことが大切です。
　また、学生時代とは違い、接客時や電話応対の際に、
TPOに合わせた正しい言葉遣いが求められます。敬語は、

「尊敬語」「謙譲語」「丁寧語」に分かれているため、会社
内と取引先では、使い分ける必要があります。
　参加者からは、電話応対など実際に行うことで、聞き
取りの際に
必要な情報
は何かを確
認しながら
学ぶことが
で き た と、
とても好評
でした。

アクセスしてください　　　　　　　　　　三原商工会議所　URL　https://www.mhr-cci.or.jp　　E-mail　info@mhr-cci.or.jp

【2面】三原市独自の経済対策
【5面】潮流を読む
【8面】第７回働き方改革実践企業認定制度

【3面】三原市独自の経済対策
【6面】三原地域連携推進協議会だより

【4面】情報化委員会開催
【7面】地域共通クーポン取扱店舗登録のご案内

今 月 の 内 容

三原商工会議所報
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まちの現状を認識し商工会議所が目指すべき方向性を見出す
第１回 商業・まちづくり委員会　意見交換会を開催

　商業・まちづくり委員会は、８月21日（金）に開催した第１回委員会に併せて、三原を
良くするために、まちづくりを正面から考え、実際の行動に繋げていくことを目的とし
た意見交換会を実施しました。当日は11名が参加し、日頃感じている三原のまちに対す
る意見の抽出と現状認識を行いました。

　開会にあたり大東弘典委員長は、意見交換会の主旨を説
明。今回の意見交換会をスタートに、異業種・世代を超え
た委員同士の交流からヒントを得て、商工会議所が目指す
べき方向性を見出していきたい。と挨拶を述べました。
　冒頭、新型コロナウイルス感染症の影響による事業計
画の見直しについて説明した後、意見交換会に移りまし
た。
　当初の事業計画では、キオラスクエア完成後の経済波
及効果の調査を予定していましたが、コロナ禍では、効
果測定が困難であると判断し、本所が重点事業として位
置付けている地域経済活性化やまちづくりの推進を図る

にあたっての将来ビジョンの策定に向けた協議を深める
こととしました。
　今回のテーマは、①三原のまちの現状認識 ②三原商工
会議所が取り組むべき事柄 ③自社（自身）にできることの
３つに設定しました。参加者は２グループに分かれて個
人の意見抽出を行った後、模造紙にポストイットを貼付
け自身の意見を発表しながらグループ内で意見共有を図
り、最後に、両グループの意見共有を行いました。
　②のテーマでは、行政と連携した三原の情報発信サイ
トの立ち上げや、東京を中心とした都市圏への三原の
PR・企業の誘致活動の実施など、三原の知名度向上につ
なげる活動や、商店街活性化支援・空き家活用支援など
三原のまちの活力と賑わいをもたらすための取り組みな
どの多くの意見が挙げられました。
　今後も継続的に協議を重ね、ビジョン策定に係る土台
作りと具体的事業の創出に向けて取り組んでいきます。

新入社員研修開催

信頼される社会人への意識改革とビジネスマナーを身につける

講師
山田 千穂子 氏

　本所では、9月14日（月）に新入
社員研修を開催し、12名の方が参
加しました。講師に、㈱おもてな
し道　代表取締役　山田千穂子氏
を招き、来客時の応対や電話応対
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。

信頼される社会人への意識改革とビジネスマナーを身につける
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　市内全世帯に対し市民生活の支援に加え、売上減少など
の影響が生じている市内事業者の応援と地域経済の活性化
を目的に、20％のプレミアム付商品券を発行します。

■発行総額　13億２千万円
■発行冊数　22万冊
■商品券の内容
　１冊5,000円で販売し6,000円分の使用ができます。
　１枚1,000円×６枚綴り
　（１冊に１枚＜1,000円＞のプレミアム付）

■商品券の内訳
　※ 「地域応援券」は、市内に本店を

有する加盟店で使用可能（ 1,000円
×１枚）

　※ 「全店共通券」は、加盟店すべてで使用可能
　　（1,000円×５枚）
■購入対象者
　１世帯につき５冊まで購入可能
■使用期間
　令和２年12月上旬～令和３年２月末日まで（予定）

プレミアム付商品券発行事業
加盟店募集
は後日郵送で
ご案内

　三原市への来訪者や、観光ツアーやラビットライン等の
利用者が商品券を利用することにより、誘客促進及び観光
関連事業の売上促進を図ることを目的に、観光用の電子商
品券を発行します。

■商品券の内容
　１セット2,500円で販売し5,000円分の使用ができます。
　5,000セット販売し、１人２セットまで購入できます。

■購入対象者
　中国・四国エリア在住の方
　（三原市在住以外の方に限る）
■販売方法　オンライン販売のみ
■販売開始　令和２年11月下旬～(予定）
■利用期間　令和２年11月下旬～
　　　　　　令和３年２月（予定）
■使用可能店舗
　飲食店、宿泊施設、　土産販売店等

観光プレミアム付商品券（電子クーポン）発行事業
加盟店募集
は後日郵送で
ご案内

　市内事業者が新しい生活様式に対応する
ために購入する備品や内装工事等に要する
経費及び販売促進に係る経費の一部を補助
します。

■補助対象者
　市内に住所と事業所を有する個人または
市内に本店を有する法人で、県の新型コロ
ナウイルス感染症対策取組宣言店の認定を
受けた中小企業・小規模事業者または個人
事業者など
■補助対象経費
　備品購入費・内装工事費・販売促進に必
要な広告宣伝費など「新しい生活様式」に
対応するための費用
■補 助 率　3/4
■補助上限額　30万円（下限額５万円）
■申請期限
　令和２年12月下旬まで（予定）

　市内の中小企業者を対象に、Webを活用した面接や
説明会を実施する経費の一部を補助します。

■補助対象者
市内に本店または主たる事業所を有する中小企業者
■補助対象経費

① Web面接・説明会を行うためのWebサービス利用
料、ソフトウェア利用料

② Web説明動画制作等にかかる委託料やソフトウェ
ア利用料

③ Web面接や説明会の実施方法等に対するサポート
にかかる費用

④ Web合同説明会への出展費用
⑤ Web面接導入に係るハードウェア費用（Webカメラ等

ただしPC、タブレットは除く）
■補　助　率　10/10
■補助上限額　10万円
■申請期限　令和３年３月まで（予定）

お問合せ　三原市　商工振興課　☎0848-67-6072 お問合せ　三原市　商工振興課　☎0848-67-6013

販
路
開
拓
・
設
備
投
資

店舗経営改善支援補助金 中小企業者採用活動支援事業

地方創生臨時交付金を活用した三原市　独自の経済対策地方創生臨時交付金を活用した三原市　独自の経済対策



商工みはら 3令和2年10月1日発行

　市内店舗でのキャッシュレス決済（QRコード決済）に対し
て、決済額の一部をポイント等で還元することで、市内の
消費喚起及びキャッシュレス決済の普及促進を図ります。

■事業内容
　QRコード決済事業者（※）が行うキャッシュバックキャ
ンペーンと連携し、市内加盟店の決済金額に応じてポイ
ントを還元します。

（※） 現在、委託先となるQRコード決済事業者を公募中の
ため、決定しましたら別途郵送する加盟店募集案内
でお知らせします。

■還元ポイント付与上限額
　１人１回の決済につき1,000円
 　（１カ月10,000円）まで
■付与率　25％
■還元例　
　１回の決済金額が4,000円の場合、1,000円相当の還元
付与。決済金額が10,000円の場合でも、１回あたりの付
与上限が1,000円のため、還元付与は1,000円相当。
■キャンペーン期間　
　令和２年11月または12月の１カ月間（予定）

キャッシュレス消費者還元事業
加盟店募集
は後日郵送で
ご案内

Ｑ：�キャッシュレス還元事業を提案されたお考えと、
実現したことについていかがお感じですか。

Ａ： 時代の流れとしてキャッシュレス決済がトレンド
になっています。事業所の中にはご年配の方やデ
ジタルに縁遠い方もいらっしゃる中で、今回の施
策が大きな変革の時期だという風にも捉えてお
り、こういう取り組みをきっかけに事業の継続の
後押しができればと考えています。今回、三原市
のキャッシュレス化促進に結び付くような試みと
して提案し、受け入れていただけたことは非常に
良かったと思っています。

Ｑ：�キャッシュレス還元事業をどのように活用して
もらいたいですか。

Ａ： キャッシュレス決済を利用されたことがない方
は、もしかしたら抵抗感があるのかもしれませ
ん。キャッシュレス決済は、感染症対策として
接触の低減だけでなく、利便性向上や業務の効
率化など経済活動の一環にもつながっています。

実際にやってみたらこんなに便利なのかという
ことを感じてもらいたいですね。

Ｑ：�最後に事業所の皆様に一言お願いします。
Ａ： コロナ禍で時代はデジタルトランスフォーメー

ションと言われる中、社会の波にしっかりと乗
りながら企業活動を続けていくことが必要だと
考えます。コロナという大逆
境をプラスに変えて、ご自身
の商売をさらに活性化させる
チャンスにするためにも、是
非とも一歩踏み出して導入・
活用していただきたいな
と思います。

　　 キャッシュレス決済
でご不明な点がご
ざいましたら、本
所までお気軽にご
相談ください。

　本所では、7月17日（金）に地方創生臨時交付金を活用した事業者支援施策を三原市に提案しました。こ
の度、三原市独自の施策として本所からの提案事業が実現し、目玉となるキャッシュレス消費者還元事業
について、本所会頭の森光孝雅氏に事業提案に至る思いや事業所の皆様に期待されることなどについて、
お話を伺いました。

森光会頭へインタビュー！

ＱＲコード決済方法とは、支払いの際に現金を使用せず決済を行う方式のことです。

お客様がスマートフォン等で
ＱＲコードを読み取って

決済金額を入力

支払いの際、導入している
ＱＲコード決済端末を準備 決済完了！

※9月30日閉会の三原市議会定例会での議決が前提地方創生臨時交付金を活用した三原市　独自の経済対策地方創生臨時交付金を活用した三原市　独自の経済対策



商工みはら4 令和2年10月1日発行

Consulting Switch

松村 健悟 さん

　こんにちは。三原
商工会議所青年部会

（YEG）で副会長を務め
ております松村健悟と
申します。今回は、改
めてYEGの活動と僕が

感じる魅力をお話したいと思います。
　まずYEGは、簡単に言うと三原商工会議所会員で、50
歳までの方ならどなたでも加入することができます。ま
ちゼミ委員会、実践アウトプット委員会、産学連携委員
会の３つの委員会に分かれて活動。擬似体験等を行い、
そこでの学びを自社に持ち帰り活用していただきます。
　魅力としては、三原市の各企業との同業種、異業種と
の交流と横のつながりができることです。私も独立から
６年弱ですが、ほとんどのことは三原市内の方々のご協
力で問題解決できました。中には難しいこともありまし
たが、少なくとも方向性や取り組み方などを１人で考え
るより、間違いなく時間も内容も格段にバージョンアッ
プしますよ。この文章を読まれて興味の湧いた方は、是
非一緒に三原市を盛り上げ、さらに自社を盛り上げてみ
ませんか。
　ご入会のお申込みは、三原商工会議所　青年部会事務
局までご連絡ください。皆様からのお問い合わせを心よ
りお待ち申し上げます。

　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/

YEGの活動と
魅力について

情報化委員会で新たな試み

夢ぷらざ みはら特産品フェア

「Zoom」を活用したオンライン会議を開催

三原から海と大地の恵みをPR！

　本所情報化
委員会（勝村
祥治委員長）
では、８月21
日（金）に新型
コロナウイル
ス感染拡大防
止のため、本
所では初めてとなる「Zoom」を活用したオンライン会議
を開催しました。（参加者８名）
　会議では、事務局より令和2年度事業実施状況について
報告後、検討していたセミナーはオンラインに切り替え
て開催することが決定しました。
　今回、コロナ禍において、大人数での集会の自粛が求
められる中、現状に柔軟に対応しながらオンライン会議
を実施できたことは、今後の会議のあり方を考えるきっか
けづくりになったと思います。情報化委員会では、引き続
き、会員の皆様に情報化・IT化に関する情報発信をする
とともに、新たな試みも積極的に取り入れていきます。

■デジタルを活用した経営革新や販路開拓を目ざす皆様へ
「ＩＴを活用した生産性向上支援セミナー」
令和２年11月４日（水）　14：00～16：10
※Zoomを活用したオンラインセミナーになります。
※同封のチラシまたはHPからお申込みください。

セミナーのご案内

2019年４月16日 平成31年度通常会員総会の様子

2019年11月1日 11月例会風景

　本所観光・交通
委員会（上田隆政委
員長）では、三原臨
空商工会と協力し、
９月10日（木）～９
月22日（火）の期間
中、広島市中区本
通にある広島県ア

ンテナショップ「ひろしま夢ぷらざ」において、三原市
内の特産品を集めた「三原特産品フェア」を開催しました。
　本所からは会員事業所12社（商品60種類）が出展し、三
原の名物である各種たこ製品、饅頭、煎餅などの定番商
品や、工芸品など多くの品々を展示委託販売し、三原の
特産品を広くPRしました。
　本フェアは、毎年９月期に開催しています。「夢ぷらざ」
が本通りに立地していることもあり、いろいろな層のお客
様が来店するため、例えば、期間中に実施できる店頭販売
を活用して、商品のテスト販売を行うことも可能です。
　来年も同時期に開催する予定ですので、是非、貴社商
品PRや販売促進、販路拡大にご活用ください。
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1990年慶応義塾大学法学部卒業。
大和総研入社。企業調査部（金融
サービス担当）、経営コンサル
ティング部（金融機関担当）大蔵
省財政金融研究所（1998～2000
年）出向などを経て現職。専門
は金融・資本市場、金融機関経
営、地域経済、グローバルガバ
ナンスなど。主な著書・論文に

『FinTechと 金 融 の 未 来 ～10年
後に価値のある金融ビジネスと
は何か？～』2018年４月、共著

（主著）、『ＪＡＬ再生　高収益企
業への転換』日本経済新聞出版、
2013年１月、共著。ＩＡＡＳＢ
　ＣＡＧ（国際監査・保証基準審
議会　諮問・助言グループ）委員

（2005～2014年）。日本証券経済
研究所「証券業界とフィンテッ
クに関する研究会」（2017年）

内野 逸勢 / うちの・はやなり
株式会社大和総研　金融調査部　主席研究員

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。



商工みはら6 令和2年10月1日発行

　先天性一側上肢欠損児の場合は、両手を必要とする動作
も片手を使って代償動作で遂行しています。しかし、その
子が成長するにつれ、複雑な両手動作が要求されるように
なります。「その４」では、小学校学習指導要領・体育編
の第１学年及び第２学年の目標及び内容に、縄跳びを用い
た連続両足跳びが挙げられていることと、女児の希望によ

る縄跳びに必要な
自助具の作製・成果
について紹介しま
す。
　幼稚園時での縄
跳びは、欠損肢に縄
を固定して練習を
行っていましたが、
目的を達成できま
せんでした。
　タコ工房では、（図

１）に示す縄跳び用自助具を工夫しまし
た。すなわち、健常児の縄跳び動作の観
察から手関節の回転要素が必要なことを
認め、これを採用して製作したのです。
　具体的には、手関節としてST回転アイプレートを用い
て、回旋の誘導を図りました。前腕部には、硬質塩化ビニー
ル水道管径38㎜を使用し、欠損肢を挿入するソケットを熱
可塑性樹脂で正確に作製しました。長さは、反対側の前腕
と同じ長さとしました。さらに、自助具が抜け落ちないよ
うに上腕部に固定するためのカフベルトを付け、総重量は
124ｇと軽量化を図ることができました。
　（図２）は、縄跳び用自助具を装着した際の縄跳び動作を
示します。腕の運動とそれに伴う縄を振り下ろす動作にお
ける、左右非対称な動きを認めずスムーズな縄跳び動作が
行われることを確認しました。縄の引っ掛かりもなく、円
滑な縄跳び動作により授業に参加することができ、本人も
保護者も満足する自助具となりました。

選ぶなら
身近な良いもの
ひろしま製品

三原郷心会新規会員募集中！！
郷心会は「自動車産業を中心として郷土産業の
振興を図ること」を目的としています。

三原郷心会
三原郷心会  会長  赤利 俊彦
〒723-8555
三 原 市 皆 実４-８ -１
三原商工会議所ビル２階
TEL 0 8 4 8 - 6 7 - 8 3 0 0
FAX 0 8 4 8 - 6 7 - 8 3 0 2

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.16  

宝の山「みはらタコ工房」 ～その４～
産学官連携コーディネーター　大塚 彰

（図２）一連の縄跳び動作

（図１）回転アイプレートと縄跳び自助具

■ お店の紹介をお願いします。
　創業は1962年。最初は港町で和菓子
屋からスタートし、その10年後にシャ
ンボールという洋菓子専門店に変わり
ました。2019年11月に現在の場所へ移
転し、創業から3代も続く老舗の洋菓
子店となりました。お客様が喜ばれる

姿を想いながら、昔ながらの製法を守り、素材にこだわ
り、日々美味しい洋菓子を作っています。現在は、ネッ
ト販売も行っており、懐かしい味を求めて、県外の方か

らもよくご注文をいただいています。

■工夫していることやこだわりを教えてください。
　昔からの味を知っているお客様が今でも来てくださっ

ているので、昔と材料が
変わってしまう部分もあ
りますが、味だけは変わ
らないようにと工夫して
います。また、お客様に
それぞれの季節をしっか

りと味わっていただけるように季節ごとに旬なものを
使った新作ケーキをご用意しています。

■最後に一言。
　シャンボールで一番の主力商品
であるバタークリームケーキ「ア
デーシャン」。バタークリームケー
キは今ではあまり見かけなくなり
ましたが、シャンボールでは昔と
変わらない味を楽しむことができ
ます。懐かしの味「アデーシャン」をぜひご家族の皆さ
んで味わってみてください。

ケーキハウス シャンボール（㈱アデーシャン）
田尻  香里 さん
住　所：三原市東町2-8-8
　　　　（日赤病院前）
ＴＥＬ：0848-63-8050
営業時間：10：00～17：30
定休日：月曜・火曜・第1日曜
ＵＲＬ：https://www.chamboard.net/
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クーポン配布

サポート

クーポン利用 振込

商品・サービス
クーポン
換金請求

旅行者
Go To
トラベル
事務局

地　方
事務局

地域共通クーポン
取扱店舗

旅行業者・
宿泊施設

広島県警察からのお知らせ
マルウェア「Emotet（エモテット）」の感染が再び拡大中

　コンピューターネットワーク上で行われる「サイバー犯罪」が近年
増加傾向にあります。
　広島県内の企業でも「Emotet」の感染事例が確認されました。「Emotet」
は、情報を盗み取り、その情報を悪用して他人へなりすましメールを
送信したり、新たなウイルスに感染させたりするマルウェアです。

【不審なメールを受信した場合】
　メールを受信しても不審なWordファイルは絶対に開か
ないようにしてください。（受信しただけでは感染しませ
ん。）不審なメールを受信した場合は、速やかに情報セキュ
リティ担当者に報告してください。

【広島県警サイバー110番相談窓口】
082-212-3110（平日８時30分～17時）
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police3/cyber-jyoho-
soudan.html

地域共通クーポン取扱店舗登録のご案内

◆Go�Toトラベル事業とは？
　国内旅行を対象に宿泊・日帰りの代金の総額1/2相当額

（最大20,000円まで）を国が支援する事業です。給付額の
内、70％は旅行代金の割引に、30％は旅行先で使える地
域共通クーポンとして付与されます。
例：20,000万円の旅行商品を申し込んだ場合

支援額は10,000円となり、7,000円の旅行代金の割引、
3,000円が地域共通クーポンとして付与。

〔事業イメージ〕

▶地域共通クーポンとは？
　旅行者が土産物店、飲食店、観光施設、交通機関等で
利用できるもので、事業者は店舗登録が必要です。
・ １枚1,000円単位で発行する商品券で、お釣りは出ません。
・ 事務局で発行し、旅行者が旅行・宿泊商品を購入した

旅行業者や宿泊業者が行います。
・ 紙クーポンと電子クーポンの２種類があります。
・ クーポンの取扱店舗は、旅行中における地域での消費

喚起のため、幅広い業種・業態を対象とします。
　　　 飲食店の事業者は、「Go To Eatキャンペーン事業」

への登録が必須です！

■詳しくはこちら
　https://biz.goto.jata-net.or.jp/coupon/
■お問合せ
　Go Toトラベル事務局
　☎0570-017-345（IP電話：03-6747-3986）

　Go To Eatキャンペーンは、感染予防対策
に取り組みながら頑張っている飲食店を応
援し、食事を供給する農林漁業者を応援す
るものです。
　この度、広島食事券事務局では、食事券
販売に先駆け、食事券が使用できる店舗の
登録を受付中です。

■詳しくはこちら
　https://gotoeat.hiroshima.jp/
■申請期限
　令和２年10月22日16：00まで
■お問合せ
　Go To Eatキャンペーン広島食事券事務局
　☎082-545-7215

クーポン取扱店舗としてGo Toトラベルに参加して観光を盛り上げよう！

広島プレミアム付食事券
加盟店舗を募集中！
広島プレミアム付食事券
加盟店舗を募集中！

飲食店の皆様へ

オンライン
申請受付中
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■認定のお喜びの声を聞かせてください。
　働き方改革実践
企業に認定され、
採用活動が行いや
すくなり、社員の
モチベーションの
向上にもつながっ
ています。社員が
働きやすい環境づ
くりができたことは、大変嬉しく思います。
■取り組んだ背景を教えてください。
　社内を見直すと、有給休暇の取得率が低く、時間外勤
務の多さが目立っていました。この環境で社員が定着す
ることは厳しいと感じ、会社の発展や地域への貢献はも
ちろん、社員の働きやすい環境を整えることも重要だと
考えました。社員の意見をヒアリングしていく中で、仕
事の生産性を上げること、プライベートの充実を図るこ
とを目標に取り組みを始めました。
■具体的にどのように取り組まれていますか。
　週休２日制（祝日のある土曜日は出勤）から完全週休２
日制に変更したことで、年間休日数が115日から122日に
増加。さらに、有給休暇は時間単位や半日単位での取得

が可能となりました。独自の取り組みとしては、時短勤
務に中学校就学の始期に満たないお子さんを持つ社員ま
でを対象と幅を広げ、臨機応変に対応したことです。また、
ケーブルテレビという業種柄、深夜勤務が必要となるた
め、インターバルをしっかりと取れるように配慮しまし
た。その他、コールセンターの導入や雇用を拡大したこ
とにより、社員の時間外勤務が大幅に削減でき、有給休
暇を取得しやすくなったと感じています。
■今後の取り組みや目標を教えてください。
　有給休暇の取得が義務化されて、年５日の取得はクリ
アできていますが、まだまだ全体の取得率自体は低いの
で、引き続き取得率を上げる必要があります。また、採
用面では今回の取り組みの成果がどれだけ出るのかを期
待しています。若年層の離職率を低下させるためには何
が必要であり、社員の働きやすく多様な働き方を可能に
するために、どう対応していけばいいのかを常に意識し
ながら、今後も意欲的に取り組んでいきたいです。

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10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

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　

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】
　今日から下半期のスタートです。後
半も気を引き締めたまま、駆け抜けて
いきたいと思います。
　最近の楽しみは配信ライブを見るこ
とです。２～３時間立ちっぱなしでも
なく、座席も関係なく、好きな音楽を
聴けるのでおススメですよ！ 砂谷

　令和２年９月３日（木）に、広島県商工会議所連合会及び広島県商工会連合会によって創設された「広島県働き
方改革実践企業認定制度」第７回認定授与式が開催され、新たに24社が認定されました。三原市内から、「三原
テレビ放送㈱」が認定され、総務部の鈴木さんと渡邉さんに職場での取り組みを伺いました。

三原テレビ放送㈱
所在地：三原市宮沖５丁目８-15　
電話：0848-63-8600
ＵＲＬ：http://www.mcat.co.jp/

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』 「三原テレビ放送㈱」が認定「三原テレビ放送㈱」が認定

三原商工会議所
プレゼンツ

毎月第１水曜日 19：00〜19：30
FMみはら/87.4MHzでOA

商工会議所が行う様々な事業やイベント、経営に役立つ情報などを幅広くお届け

チェンバーズ
ラジオ3ミ 8ハ 0ラ

バックナンバー
公開中


