
　新春を迎え、謹んで年頭のご挨拶を申し上げます。
　平素より、三原商工会議所の事業活動にご支援・ご協力
を賜り、厚くお礼申し上げます。
　さて、昨年は新型コロナウイルス感染拡大が続く中で、
市民の皆様の生活はもとより、わが国の経済も未曾有の
打撃と制限を受け、感染防止と経済活動を両立させるこ
との難しさに苦しんだ一年でありました。
　今回のコロナ禍では、デジタル化の遅れや大都市圏へ
の過度な一極集中、危機管理の脆弱性といったわが国が
抱える課題が顕在化しました。われわれ企業人に対して
は、予想もしなかった想定外の出来事が次々に起こり得
ること、また今まで当たり前だった方法や常識が通用し
なくなる時代に常に戦略的に備えなければいけないとい
う教訓を突き付けられたのではないかと感じております。
　本所では、国内感染が確認され始めた直後の２月初旬
から特別相談窓口を常設し、経営相談や各種緊急支援制
度の活用の相談に懸命に取り組んでおります。その間、

市内事業所支援に関する三原市との連携、情報共有をさ
らに強化して、県内の他市に先んじて三原市内の事業所
への「事業継続支援給付金」も実現しました。現在は、
影響を受けた市内の店舗を応援する目的で、追加経済対
策である「プレミアム付商品券発行事業」等にも取り組
んでいます。
　企業の皆様は、いつまで自粛が続くのか、この先はど
うなるのか、様々な不安を感じておられることと思いま
す。残念ながら、今なおその不安に対する確たる答えは
出ていません。このような先が見えない今だからこそ、
ビジネスモデルの見直しや、これまで漠然と感じていた
自社の経営状況を見直して、新しい日常（ニューノーマル）
に対応できる経営戦略の再構築に取り組む必要があります。
　商工会議所では、コロナ対応のみならず、経営相談、
雇用相談など専門家による相談会を毎週定期的に実施し
ておりますので、この機会に商工会議所をご活用いただ
きたいと思います。今年度創立80周年を迎えた本所では、
今後より一層開かれた商工会議所、頼りにされる商工会
議所を目ざしていく所存です。
　商工会議所会員の皆様、三原市民の皆様におかれまし
ては、従来に増して本所事業活動へのご支援、ご協力を
賜りますようお願い申し上げます。
　結びに、皆様方の益々のご健勝とご多幸を祈念いたし
まして、新年のご挨拶とさせていただきます。

今月の内容
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　明けましておめでとうございます。
　2021年の新春を迎え、謹んでお慶び申しあげます。
　さて、昨年１月にわが国で初めての新型コロナウイル
ス感染者が報告されてから、早くも１年が経とうとして
います。コロナ禍にあっても、今なお必死に経営努力を
続けておられる皆さまに深く敬意を表するとともに、わ
れわれ全国515の商工会議所は、今年も一丸となって事業
者の皆さまと地域経済の発展のために力を尽くしてまい
ります。
　さて、わが国経済全体は、緊急事態宣言が発令された
昨年４－６月期のＧＤＰがリーマンショック時を超える
戦後最大の落ち込みを記録した後、７－９月期には持ち
直しの動きへと転じました。しかし、秋以降に再び感染
が拡大する中、その後の回復に向けた足取りは依然とし
て重いままです。
　一方、コロナ禍を通じて、政府・民間を含めた国全体
としてのデジタル化の遅れ、過度な大都市集中のリスク
と適切な地方分散化の必要性、危機下における医療提供
体制のあり方、中央と地方の権限分担のあり方など、日
本の多くの課題が浮き彫りとなりました。また何よりも

「強く豊かな国でなければ国民を守れない」ということに
皆が気付いたのではないでしょうか。激甚化する自然災
害、新たなパンデミック、地政学上の混乱等は今後も起
こり得るものであり、わが国がそのような不確実性の中
を生き抜いていくためには、不確実性を吸収できるバッ
ファとしての「戦略的ゆとり」が不可欠であります。
　昨年の菅政権発足以降、私は政府に対してこの「戦略
的ゆとり」を持つ必要性、またそのためにも経済成長が
欠かせないものであることを訴えてきました。経済成長
は労働投入×資本投入×全要素生産性で定義されます。
これまでの深刻な人手不足の中で、女性や高齢者など労
働参加が大いに進みました。しかしさらなる労働参加率
の向上には限界があり、将来不安により消費が伸び悩む
中では国内での新たな設備投資による資本蓄積も多くは
望めません。従って、わが国の経済成長のためには、残
る「生産性の向上」が必須なのです。
　一国の生産性は「一人当たりＧＤＰ」で表されますが、
日本は2018年時点で世界第31位に甘んじています。「一
人当たりＧＤＰ」は国民一人当たりの豊かさだけでなく、
効率的に働き得られた余暇を人との繋がりに充てること
で、幸福度を向上させる指標にもなることから、私はこ

れを日本の新たな国家目標に据え、その引き上げのため
に皆で知恵を絞り、汗をかくべきだと考えます。
　日本全体の生産性向上のために、商工会議所は、以下
の３点に取り組んでまいります。第一は、コロナ禍への
対応支援です。環境変化に対して、柔軟に素早く対応で
きることが中小企業経営者の強みであり、コロナを契機
として新製品やサービス開発、業態転換、ＥＣ等も活用
した国内外への販路開拓などに積極果敢に挑戦する経営
者を、しっかりと後押ししてまいりたいと思います。
　第二は、デジタル化を通じた生産性向上です。コロナ
禍で初めてテレワークを体験し、デジタル技術の有用性
に気付いた経営者も多いと思います。また、国や地方公
共団体が今後デジタル化を進める中で、民間企業側もそ
れに対応していく必要があります。まずは身の丈に合っ
た、低コストで利用可能なＩＴ導入から始め、徐々にス
テップアップするなど、ＩＴ導入補助金等の支援策もフ
ル活用し、中小企業のデジタル化を推進してまいります。
　第三は、取引適正化です。大企業と中小企業が強固に
結び付いた日本経済の強さは、大中小の石が組み合わさっ
て風雪に耐える「石垣」に例えられてきました。しかし、
その石垣も修復、再構築する時期に来ています。サプラ
イチェーン全体のデジタル化により効率性を高め、コス
トアップや付加価値をフェアに分け合い取引価格の適正
化を図る「大企業と中小企業の新たな共存共栄関係」の
構築が必要です。商工会議所は、この趣旨に賛同した企
業による「パートナーシップ構築宣言」の宣言企業が1,000
社を超えるよう、積極的に後押ししてまいります。
　加えて、本年いよいよ開催が見込まれる東京オリンピッ
ク・パラリンピックを、復興五輪であると同時に、感染
拡大防止と社会経済活動を両立させる具体的なプロジェ
クトとして位置付け、国民運動を盛り上げていきたいと
考えております。
　最後に、近代日本資本主義の父であり、東京商工会議
所初代会頭の渋沢栄一翁は、関東大震災の混乱の渦中に
あっても「逆境のときこそ、力を尽くす」自らの信念によっ
て、晩年にあってなお、わが国を立て直すべく精力的に
奔走されました。渋沢翁の意志を受け継ぎ、今年も日本
商工会議所は全国のネットワークを最大限活用し、中小
企業と地域の発展、日本経済の再生に向けて、先頭に立っ
て頑張ってまいります。皆さまの多大なるご支援、ご協
力をお願いし、私の年頭あいさつとさせていただきます。

年頭所感年頭所感
日本商工会議所
会 頭
三  村  明  夫

～逆境のときこそ、
力を尽くす～
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今年は丑年！年男に聞く
　令和３年は丑年ということで、丑年生まれの本所議員６名の方に、新年の抱
負を漢字一文字で表していただき、その一文字を選ばれた理由を伺いました。

新年の抱負新年の抱負

【副会頭】㈱アカリ工業　代表取締役
赤利  俊彦（昭和36年生）

　今年はいよいよ還暦を迎えるということで、年齢のこと
を考えると、やはり体のことを一番に考えないといけない
なという気持ちです。“体が資本”と言われますが、健康で
あってこそ何事も続けることができると思います。　
　大きな怪我や病気もせず、いつまでも健康でいたいもの
です。

【常議員】㈱ウツミ　代表取締役 　
内海  勝議（昭和36年生）

　還暦の年男をむかえ、時が過ぎ去ることの速さにあらた
めて驚くばかりです。いつの間にやら十干十二支が一巡し
ました。なんだかため息が出るようです。
　しかしこれも通過点にしか過ぎません。他人を敬う気持
ちを忘れずに人の心を見つめ続けて、はつらつと歩んでい
きたいと思います。

【議員】サンスイ設備工業㈱　代表取締役
河井  一朗（昭和48年生）

　先の豪雨災害、世界人類の脅威となった有事も自然の摂
理と捉えます。この試練ともいうべき経験を通じ、家族や
社員、周りの方々への尊ぶ気持ちも一層強まりました。
　未だ見えない収束まで、ウイルスとの共存を図らなけれ
ばなりませんが、改めて自然を畏れ敬い、他人にやさしく
ありたいと考えます。

【議員】檜山泰三税理士事務所　所長
檜山  泰三（昭和48年生）

　昨年は新型コロナの影響により、人と会う機会や会合が
減少し、日常生活が一変しました。そして新しい様式が取
り入れられ、人との接触が少なくなりました。
　しかし、実際に会うことで、物事が進み、人間関係がよ
り深まるという利点もあるので、今年こそコロナ禍が収束
し『会う機会』が増えればいいなと思います。

【議員】㈱灰谷鉄工所　取締役 　
灰谷  隆広（昭和36年生）

　コロナ禍による社会変化・ネット誹謗中傷などメディア
に取り上げられる中、改めて「和」の重要性を考えます。「和」
とは、ほかの全員に対して互いに役立ちあう関係にあるこ
とであり、この状態が続くことにより争いのない穏やかな
様子が出てくると思います。
　和の心を意識して新たな年を過ごしていきたいです。

【議員】㈱DNPファインオプトロニクス　執行役員・総務部長
新井  行夫（昭和36年生）

　今年は「丑年」、特徴は「粘り強さと誠実」だそうです。
昨年私たちは、新型コロナに悩まされました。今年はそれ
を払拭すべく「イノベーション」を起こす意味から新しい
切り口、新しい捉え方、新しい活用法を創造し、丑の特徴
とコラボさせ新しい価値が生み出せるようアイデアを出し
ていきたいと思います。
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女性部会・青年部会より新年のご挨拶

関係会社運営責任者より新年のご挨拶

女性部会・青年部会より新年のご挨拶

関係会社運営責任者より新年のご挨拶

　新春のお慶びを申し上げます。
　三原商工会議所女性部会は、皆様の
お支えをいただき、今年で24年目を迎
えます。現在まで、地域振興、経済、
観光、教育など様々な課題を解決すべ
く活動をしております。
　昨年は、新たな課題を受け入れる年
となり、予定していた事業は思うよう
に進みませんでしたが、10月にオンラ
インで336女性会、約4,300名が集った

「第52回全国商工会議所女性会連合会倉敷総会」に参加し、
実行委員の皆様の柔軟かつ自由な発想と実行力にふれ、新
しい生活様式への可能性を感じる会となりました。
　また、本紙の中で「Satsuki Letter～女性部会から皆様へ～」
と題し隔月ではございますが連載を開始。素敵な出会いに
繋がればありがたく存じます。
　三原では、コロナ禍にあっても、キオラスクエアや空の駅
オーチャードのオープン、「SEA SPICA」の就航、「etSETOra」
の運行開始など明るいニュースがございました。
　新たな一年を迎え、地域の発展を願いつつ活動していけ
ればと思っております。皆様にとって心豊かな一年になり
ますように。

　明けましておめでとうございます。
　昨年はコロナの影響により、日本中
でほとんどの行事が中止又は延期とい
う、これまでに経験したことのない事
態が起きました。青年部会も例に漏れ
ずほとんどの行事が行えないという事
態となりました。しかし、この未曽有
の事態にもかかわらず、若い経営者の
集まりである青年部会の情報取集能力
と臨機応変に対応する力に助けられ、

リモートの活用等数々の新しい試みによって、これまでに
ない形での会議、行事の在り方が発見できました。
　未来が全く予想できない１年ではありましたが、逆境を
いかに逆手に取って乗り越えて行くかを考えさせられた１
年でもありました。
　今年も全く収束する気配を見せないコロナではあります
が、昨年同様に様々な手法を駆使しながら委員会を進めて
行く予定です。また新たに地域の学生とも関わっていける
ような委員会も立ち上がっています。青年部会はコロナに
負けることなく関わる人全てが元気になって行けるよう邁
進してまいりますので、今年も皆様のご理解、ご協力、ご
声援をよろしくお願いいたします。

女性部会  会長
塚 本 妙 子

青年部会  会長
角 張 吉 昭

　三原商工会議所では、三原市のまちづくりや会員事業所の活動につながるよう、㈱まちづくり三原、㈱道の駅みはら、
㈱ＦＭみはらの出資・運営に参画し、その活動支援を行っております。
　この度は、各社の運営責任者に、新年を迎えるにあたり抱負を伺いました。

　明けましてお
めでとうござい
ます。
　㈱まちづくり
三原では、人々
が集い賑わいの
ある中心市街地
を目指して地域
の方、各種団体、
商 店 街 関 係 者、

行政と連携して様々な事に取り組んで
います。まち、物件の特徴を活かし魅
力ある空き家、店舗のリノベーション
起業によりまちが面白くなる事を目指
す、リノベーション実践塾の開催。創
業者の相談から支援をワンストップで
行う、三原創業応援隊の活動。本町の
まちなみづくりを考える西国街道・本
町地区まちづくり協議会への参画。キ
オラスクエア・広場を利用した賑わい
の創出などに取り組んでおります。
　さらに本年は、三原の財産である三
原港の考察への参画など、まちの魅力
を具現化する取り組みを行って参りま
す。魅力があり、歩いて楽しくなるま
ちづくりを目指してまいりますので皆
様方のご支援、ご協力をよろしくお願
いいたします。

　明けましてお
めでとうござい
ます。本年もよ
り一層、皆様と
前向きで良い一
年を創って行き
たく思います。
　昨年は新型コ
ロナウイルスと
の闘いに大方の

時間をあてた一年間でしたが、今年も
予断を許さない状況です。そんな中で
道の駅みはら神明の里では、メリハリ
のある新型コロナウイルス感染症対策
を実施しながら、施設を利用されるお
客様に安心感をもって来駅いただける
ようスタッフ一同取り組んで参りま
す。また、2020年３月より三原商工
会議所副会頭・後藤社長の新体制にな
りました。次の展開では三原市の観光
事業であるDMC・DMOのもと昨年秋
オープンの「空の駅オーチャード」と
協力しながら、イメージ通りの「海・
山・空夢ひらくまち」が実感できるよ
う、地元・市外・観光客の皆様にアピー
ルしていく所存です。
　どうぞ本年も、道の駅みはら神明の
里をご贔屓に。

　明けましてお
めでとうござい
ます。
　ＦＭみはらは、
皆様方のご協力
により、開局か
ら２年半となり
ました。これま
で多くのご協力
いただきました

こと本当に感謝いたします。
　昨年は、新型コロナウイルス感染拡
大によりイベントが次々と中止になり、
本当にさみしい一年になりました。そ
のような中、キオラスクエア内に、三
原テレビ放送がサテラスという多目的
スタジオを開設しました。ＦＭみはら
でも、ここから公開放送や音楽ライブ
番組をお届けしました。このような番
組により市民の皆さんとの距離を縮め
ることができたと感じております。
　今年も、私たちが予測できないよう
な色々な障害があるかもしれません。
そのような中においても、皆さんの協
力を得ながらラジオだからできること
を行っていきたいと思います。
　本年も、ＦＭみはらをよろしくお願
いいたします。

㈱まちづくり三原より ㈱道の駅みはらより ㈱ＦＭみはらより

統括マネージャー
滝 口 隆 久

駅 長
中 田 耕 治

局 長
増 原 　 進
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　三原商工会議所は、地域を代表する総合経済団体として、「地域を見つめ、企業を伸ばす商工会議所」
をスローガンに、会員企業の経営改善、従業員の福祉向上に役立つよう幅広い会員サービスの提供
に力を入れています。
　また、ご入会いただくと、いろいろな会員サービスを受ける事ができますので、この機会に是非
ご加入ください。

◦ご加入資格
　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、必要経費として損金処理が認

められています。

連絡先：三原商工会議所　☎0848-62-6155

各種共済

経　　営

労　　務

金　　融

検定試験

開業･転業

税　　務

経　　理

法　　律

情報提供

あなたの企業をガードする各種共済制度に
加入できます。

経営の問題点、経営計画の立て方、経営の
合理化などの相談。

従業員教育、賃金、就業規則、福利厚生の
制度活用などの相談。

設備資金、運転資金の相談。マル経融資の
相談。

販売士・簿記などの日商検定試験を実施し
ています。

新規開業（資金・手続きなど）、事業転換に
関する相談。

確定申告・税法について、節税・消費税に
ついての相談。

帳簿のつけ方、決算の仕方、帳簿の機械化
についての相談。

債権回収のトラブルやその他商品取引に関
連した相談。

広報紙、ホームページ。講演会・セミナー
等の各種情報提供。

ホームページの充実やチラシの作成により販路を開拓したい

商工会議所には役立つサービスがいっぱい！

小規模事業者持続化補助金のご案内

三原商工会議所　会員入会のご案内

　経営計画に基づき、商工会議所の支援を受けな
がら実施する販路開拓などのための事業、あるい
は、販路開拓などとあわせて行う業務効率化（生産
性向上）のための事業に対して、取組の経費の一部
を補助します。採択されると、原則50万円を上限
に補助（補助率2/3）を受けることができます。

　申請書類の受付締切は、２月５日（金）です。なお、本所では、本補助金申請にかかるアドバイスを行っていますので、
申請を希望される方は、本所  経営指導課までお早めにご相談ください。

《対象となる取組みの例》
◦新たな販促用チラシの作成、送付
◦新商品を陳列するための棚の購入
◦POSレジソフトウェアを購入し、売上管理業務を効率化 など

新型コロナウイルス感染症対策支援事業
事業継続にお困りの中小・小規模事業者の

みなさまを支援します！！
　本所では、専門家相談員による経営上の相談窓口を設置しています。資金繰りにお困
りの方、従業員の給料の支払いなどの労働関係でお悩みの方、今後の経営に不安な方、
生産性の向上を計画される方など、まずは本所までご連絡ください。

◦社会保険労務士による雇用労働関係相談
　毎週水曜日（13時から16時）
◦中小企業診断士による経営相談
　毎週木曜日（10時から16時）
詳細：https://www.mhr-cci.or.jp/seminar/covid-19_sodan.html

2月16日（火）
から

3月15日（月）
までです。

ご相談のご予約は
お早めに!!

【お申込み】
本所　経営指導課

令和2年分所得税の
確定申告期間は事前予約制

相談無料
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三原商工会議所では、会員企業の福利厚生制度を
共済制度や各種保障プランでサポートしています。

　共済制度のことについてご相談がございましたら、
ご遠慮なく下記の連絡先までお問い合わせください。
　本年も、担当社員が明るく元気に訪問させていただ
きます。

アクサ生命保険株式会社
三原営業所
〒723-0052 三原市皆実4-8-1
☎ 0848-62-6993

小規模事業者
の資金調達を
支援します！！

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）

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

●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　TEL：6 2 - 6 1 5 5

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12月18日現在
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さつき祭り【毎年５月の最終土曜・日曜日】

浮城まつり 神明市�【今年は11月６日（土）・７日（日）】

やっさ祭り【毎年８月の第２日曜日を含む前３日間】

【毎年２月第２日曜日を含む前３日間】
�※今年は開催中止

第30回
三原さつき祭り

実行委員長
竹野�芳幸

第46回
三原やっさ祭り

実行委員長
山根�　務

　明けましておめでとうございます。
　昨年の第29回三原さつき祭りはコロナ渦
の中で苦渋の中止の決断となり、関係者を
含め楽しみにされていた三原市民の皆様に
は、大変残念な一年となりました。
　現在実行委員会では「県が定めた開催条
件を遵守してどのような祭りが出来るか」
と活動を始めています。例年通りの形には
拘らず、安全で安心なさつき祭りを開催す
る方向で準備を進めていますので、皆様方
の変わらぬご支援ご協力をお願い申し上げ
ます。

　明けましておめでとうございます。
　昨年の第45回三原やっさ祭りはコロナウ
イルスによる影響でやむなく中止となりま
した。ワクチン開発が進んでいるとはいえ
ども今もコロナウイルスの感染は拡大の一
途であり、予断を許さない状況が続いてお
ります。
　しかし、三原市民の夏にはやっさ祭りが
不可欠です。慎重な判断が必要ですが、開
催が可能と判断できた場合には、感染対策
に万全を期して臨みたいと考えております。
市民の皆様におかれましては、本年も変わ
らぬご支援をお願い申し上げます。

　時代は即戦力が求められています。そんな中、日商検
定は「受験に、就職に、仕事に」と、社会的に高い信頼
と評価を得ています。社員教育や研修で活用している企
業も増えてきています。

https://www.mhr-cci.or.jp/qualification/

検定についてのお問い合わせは、商工振興課　原まで

第157回日商簿記検定試験
級 試験日 試験会場 受験料

１級
２月28日（日） 本所

7,850円
２級 4,720円
３級 2,850円

第87回リテールマーケティング（販売士）検定試験
級 試験日 試験会場 受験料

１級
２月17日(水) 本所

7,850円
２級 5,770円
３級 4,200円

レシピコンテスト開催
タコ飯にあう日替わりランチの主菜

　今回のレシピコンテストで
は、タコ飯にあう日替わりラン
チの主菜レシピを広く募集しま
す。多数のご応募お待ちしてい
ます！

■応募条件： プロ、アマ、グループ、団体問わずどなた
でも参加可（学生可）

　※ 他のコンテスト等に提出したことがないオリジナル
レシピであること。

■詳細および応募用紙の取得は、HPをご確認ください。
　URL：https://www.mhr-cci.or.jp/rinku/recipe/
■応募締切：令和３年１月12日（火）必着
■応 募 先：臨空広域経済交流協議会　
　　　　　　レシピコンテスト係 

三原商工会議所では三原のまちを元気にするお祭り・イベントを応援しています!!
　三原商工会議所では、さつき祭り・やっさ祭り・浮城まつり・神明市など、三原のまちを盛り上げるお祭りやイ
ベントを応援しています。今回は、各お祭りの紹介とともに、さつき祭りとやっさ祭りの実行委員長より、お祭り
開催に向けての抱負を伺いました。

　地域の活性化と三原市の
環境整備の一環として市花
である“さつき”の花をテー
マに開催。家族で楽しめる
お祭りとして、パレードや
歌、ダンスなどイベント盛りだくさんの２日間です。

　浮城と呼ばれた「三原城」
をテーマに、旧城下のにぎわ
いを再現するお祭り。小早川
甲冑部隊の旧城下練り歩きの
ほか、神楽や和太鼓演奏など

歴史を感じるイベントを楽しむことができます。

　観ても踊っても楽しめる三
原の夏の風物詩。やっさ踊り
を中心に市民が主役となり、
笑顔と熱気に包まれる一大イ
ベントです。フィナーレでは、
夜空いっぱいに広がる花火が多くの観客を魅了します。

　JR三原駅北側の東町、館
町、本町一帯で行なわれる
神明市。「だるま市」とも呼
ばれ、露店に大小さまざま
なだるまが並びます。備後

路に春を告るお祭りとして親しまれています。

企業活動や会計実務など即戦力となる資格です
日商検定のお知らせ レシピコンテスト開催
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森　光　孝　雅 株式会社八天堂

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

向　田　尊　俊 テクノス三原株式会社
林　　　茂　生 広愛産業株式会社
西　岡　　　宏 富士技術開発株式会社
藤　井　秀　哉 藤井建設株式会社
越後谷　孝　司 広島中央アスコン株式会社
勝　村　祥　治 三原テレビ放送株式会社
地　浦　信　一 株式会社アポロ
岡　田　文　男 株式会社三信ライフサービス
神　原　加奈子 株式会社浜吉
村　上　睦　宏 有限会社村上鉄工所
河　井　一　朗 サンスイ設備工業株式会社
原　　　隆　之 株式会社嵩心
玉　浦　　　巖 玉浦薬品株式会社
小　池　雄　大 福山工業株式会社
檜　山　泰　三 檜山泰三税理士事務所
山　田　三弥子 株式会社タケウチ建設
灰　谷　隆　広 有限会社灰谷鉄工所
高　松　　　勉 株式会社三原シティホテル
田　中　亮　介 ファインメタル工業株式会社
原　　　邦　高 株式会社原アルミ建材
池　内　義　隆 株式会社共立機械製作所
藤　井　寛　也 株式会社藤井
松　山　充　利 広島ガス三原販売株式会社
中　平　信　康 有限会社ライフパートナー
菊　川　美　仁 株式会社ガルバ興業三原工場
須　﨑　裕　之 三和株式会社
隅　本　秀　明 株式会社中国トラベル三原支店
伊　達　　　護 株式会社サービスセンター
西　内　俊　二 呉信用金庫三原支店
辰　巳　　　聡 イオンリテール株式会社イオン三原店   
田　邉　正　司 広島県信用組合三原支店
田　坂　耕太郎 株式会社もみじ銀行三原支店
川　﨑　朋　明 池田興業株式会社三原支店
角　野　基　昭 広島ガス株式会社備後工場  
井　出　昌　幸 株式会社フジフジグラン三原
磨　平　泰　治 中国電力ネットワーク株式会社尾道ネットワークセンター  
前　田　　　導 株式会社レニアス
新　井　行　夫 株式会社DNPファインオプトロニクス
槇　田　聖　二 株式会社古川製作所
大久保　光　一 三菱重工業株式会社三原製作所
高　木　　　誠 帝人株式会社樹脂事業本部三原生産部

議　　員会　　頭

川　口　和　弘 株式会社森剛
藤　田　恭　士 株式会社鈴鹿組
本　田　信　司 株式会社エヌワイティグループ

監　　事

平　野　敬　二 三原商工会議所

専務理事

深　山　隆　一 山陽建設株式会社
渡　辺　康　博 渡辺土地建物有限会社
後　藤　和　之 株式会社住創
赤　利　俊　彦 株式会社アカリ工業

副 会 頭

鶴　田　幸　彦 株式会社鶴田電設コンサルタント
神　田　光　生 日本海洋コンクリート株式会社
沖　藤　詳　造 株式会社ダルマシード
渡　部　勝　也 株式会社渡部瓦三原販売所
内　海　勝　議 株式会社ウツミ
水　兼　勇　人 水兼勇人税理士事務所
弓　場　秀　俊 株式会社三原国際ホテル
松　浦　宏　樹 丸果三原合同青果株式会社
大　東　弘　典 大東印刷株式会社
上　田　隆　政 有限会社上田製版印刷所
赤　石　靖　久 株式会社赤石建商   
藤　原　聖　士 株式会社三原美装社
小　林　巧　治 株式会社鳥徳
大目木　康　行 富士金属工業株式会社
保　道　茂　樹 保道建設株式会社
三　好　康　莊 三好印刷株式会社
勝　村　善　博 株式会社勝村商店
田　中　綜　一 田中運輸株式会社  
福　島　偉　人 株式会社有斐園
山　根　秀　朋 株式会社醉心山根本店
上　野　一　正 イワタニ山陽株式会社三原支店  
安　原　　　稔 しまなみ信用金庫
東　　　佳　史 株式会社広島銀行三原支店
田　中　　　智 株式会社中国銀行三原支店
檜　垣　睦　也 今治造船株式会社広島工場

常 議 員

新春のお慶びを申し上げます


