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三原商工会議所創立80周年・共済制度発足50周年記念

三原市へ非接触式体温検知器５台を寄贈
森光会頭は「コロナ禍で、会員事業所も大変苦しい状
況が続いているところですが、昨年度から「三原市事業
継続支援実行委員会」により、行政・経済界が協力して、
様々な経済支援対策事業に取り組ませていただき、三原
市のご支援に心から感謝申し上げます。こうした中、三
原市でも感染症対策として期待の高いワクチン接種が始
まると聞き、予防接種会場にご来場の皆様の安全確保、
また、感染防止対策のためにご利用いただきたい。
」と挨
拶を述べ、岡田市長に目録を贈呈しました。
贈呈後には、岡
田市長から森光会
頭に対し感謝状が
贈られ、ワクチン
接種会場等で活用
させて頂きますと
コメントをいただ
きました。

三原商工会議所森光会頭、赤利創立80周年記念事業特
別委員長
（副会頭）は、令和３年４月７日
（水）三原市長を
訪ね、創立80周年・共済制度発足50周年を記念し、非接
触式体温検知器５台を寄贈しました。
例年の周年期には、記念式典・講演などの記念事業を
行っていますが、この度は、昨年からの新型コロナウイ
ルス感染症の影響も鑑み、寄贈品を贈呈することを検討
していました。

5月6日（木）〜7月31日（土）予定
本キャンペーンは、予告なく終了する場合もありますので、ご了承ください。
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新入社員教育セミナー開催

第４回浮城交流会（若手社員交流会）開催

本所では、４月23日
（金）
に新入社員
教育セミナーを開催し、16名の方が参
加しました。講師に、Officeアイム
代表 森川あやこ氏を招き、新入社員
としての心構えや仕事をスムーズにす
るためのコミュニケーションの方法な
どわかりやすくお話いただきました。
講師
社会人になると、学生時代とは異な
森川 あやこ氏
り自分自身に対してはもちろんのこ
と、自分以外の様々なつながりに対しての責任が生じま
す。様々なひとが関わる中で、お互いが快適に働くため
には、挨拶・身だしなみ・ふるまいと基本的なビジネス
スキルを習得し実践することが重要です。
また、人と人が信頼関係を築いていくには、コミュニ
ケーション力が求められます。コロナ禍で取引先や顧客
と直接会うことが難しい中、リモートで商談する機会が
増え、画面を通じての対話では、さらに高いコミュニケー
ション力が必要となります。森川氏は、自分の伝えたい
思いや表現したいものを相手に明確にイメージを届ける
こと、相手の考えていることを「察する力」
「知ろうとす
る力」
「理解しようとする力」を身に付け柔軟に変化し対
応していくことがポイントであるとお話されました。
参加者からは、
「基礎知識をはじめ、電話応対や名刺交
換のマナーにつ
いても実践しな
がら学ぶことが
できた。
」ととて
も好評でした。

本所総務委員会
（内海
勝議委員長）では、４月
23日
（金）
、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４回浮城交
流 会 を 開 催 し ま し た。
（参加者16名）
今回は、新人教育セミナーの講座の内容に組み込み、
講師を交えたグループワーク実施。
「三原って魅力的なま
ちだよね…どんなまち？」をテーマに４グループに分か
れ、実現したい『〇〇なまち』についてアイデアを出し
合い、最後に各グループの発表を行いました。
発表では、
「
『人の集まるまち』をつくるためには、三
原の自然を活か
し、キャンプが
できる施設、海
や川で遊べる施
設をつくるな
ど、子供から高
齢者まで楽しめるまちにする。また、三原の自然の豊か
さをもっと発信していけば良い。
」などの意見が提案され、
森川氏から、若者のことばかりではなく、三原全体のこ
とを考えたり、高齢者への配慮が見受けられ「あたたか
いまち」を感じたとの言葉をいただきました。
参加者からは、
「三原のことを考える機会になった。
」
「同
年代と交流ができ楽しい時間を過ごせた。
」などの声があ
り有意義な交流会となりました。

即戦力として企業に貢献できる社会人になるために

他社同世代との交流を深めよう！

令和3年度会費・特定商工業者負担金 ５月期口座振替のお知らせ
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17日
（月）
（振替指定日５月15日が土曜日のため）
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。

◆特定商工業者とは
「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。

◆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
◆議員選挙権
負担金
（1,000円）
で１票
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Satsuki Letter
令和3年度通常会員総会
「不易流行」
をスローガンに掲げ活動
本所青年部会
（角張吉昭会長）は、４月13日
（火）
、三原
商工会議所において、令和３年度通常会員総会を開催し
ました。当日は来賓として赤利副会頭と平野専務理事を
招き、会員36名が参加しました。
（うち委任状15名）
総会では、令和２年度事業報告・収支
決算、役員改選、令和３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。
総会では、泉田義博新会長より令和
３年度のスローガン「不易流行」を発表。
事業方針として、
「経営とは、
「環境適応 挨拶を述べる
泉田会長
業」であり、変えてはいけないものと
変えていくべきものを突きつめて考え、自社を創造して
いきましょう。
」と述べました。
また、方針を実現す
るために設置されたス
キルプロシード委員
会
（能登由香委員長）
、
アップデート経営委員
会
（平岡三奈委員長）
、
産学連携委員会
（鹿林
和浩委員長）
、創立20周年事業実行委員会
（中野辰悟委員
長）
、空家利活用研究同好会
（石本栄次代表）
の委員長・代
表が令和３年度のスローガン「不易流行」の達成に向け
た事業計画を発表しました。
新役員は次の通りです。
＜令和３年度役員＞
会
長 泉田 義博
（㈱イズタコンサルタント）
直前会長 角張 吉昭
（三陽環境管理㈱）
副 会 長 吉永 周平
（㈲よしなが）
住田慶二郎
（みはら広告）
幹
事 中野 一将
（㈲中野輪業）
末本 尚吾
（ミカタワークス）
監
事 片島 尚子
（片島尚子税理士事務所）
倉本 政秀
（倉本瓦技工）
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/

～女性部会から皆様へ～

令和３年度が始まりました
令和３年度が始動し１カ月。皆様いかがお過ごしです
か。三原市では４月17日
（土）から県内初のワクチン集団
接種が始まり、会員の皆さんの中でも接種の予約をされ
たお話をお聞きします。感染対策の「切り札」とされて
いるワクチン接種がスムーズに進み皆様の事業の助けに
なることを願っています。
広島県商工会議所女性会連合会 令和3年度役員会に参加

４月13日
（火）
に広島商工会議所で行われた広島県商工
会議所女性会連合会 令和３年度役員会に参加しました。
令和２年度はコロナ禍で会議の中止も続き、久しぶりに
他の商工会議所の皆様とお会いすることができ、総会議
案や各商工会議所女性会の抱えている課題について意見
交換し、有意義な一時となりました。
広島ではZoomを使用しオンラインを積極的に取り入
れ、女性部会ＨＰに会員専用ページを設けるなど個人情
報流出を防ぐ対処をしながらコロナ禍だから気づけた取
り組みをされていました。福山では、講師をお呼びして
の講演会が中止となり、親会幹部の正副会頭や青年部の
皆様と座談会を開催し、連携を密にすることができたと
ご報告がありました。
当部会でも、令和２年度４月に森光会頭、渡辺担当副
会頭と正副会長で懇談会を実施。令和２年度の議員総会
で女性部会の活動チラシを配布くださるなど会員増強の
手助けをしていただきました。
令和３年度、変異ウイルスも心配ですが、その中でも
何ができるか部会員の皆様とアイディアを出し合い活動
して参ります。
会長 塚本 妙子
入会案内
女性部会では、会員を募集しております。
ご興味のある方は、ぜひ一度ご参加ください。
【申込・問合せ】事務局 實廣
（0848-62-6155）

三原商工会議所プレゼンツ
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相 談 所
コ ー ナ ー

一般型・低感染リスク型ビジネス枠
小規模事業者持続化補助金のご案内

申請のご準備は
お早めに！

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が行う販路開拓や生産性向上の取組に要する経費の一部を支援する制度
です。この制度は経営計画書、補助事業計画書を作成し、審査を経て採択が決定された後、所定の補助を受けます。
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。申請をご希望の方は、本所経営指導課までお気軽にご
相談ください。

一

般

新特別枠

型

小規模事業者が経営計画を作成し、そ
の計画に沿って行う販路開拓の取組等を
支援。
■補助上限 50万円
■補 助 率 2/3
■活 用 例 店舗改装や改修・自社HPの製作
新たな販促用チラシの作成 等
■公募スケジュール
第５回 ６月４日
（金）
締切
第６回 10月１日
（金）
締切
第７回 2022年２月４日
（金）
締切

低感染リスク型ビジネス枠

小規模事業者等が経営計画を作成して
取り組むポストコロナを踏まえた新たな
ビジネスやサービス、⽣産プロセスの導
入等の取組、及びその取組に資する感染
防止対策への投資を⽀援。
■補助上限 100万円
■補 助 率 3/4
■活 用 例 オンライン化のためのシステム導入
自社ECサイトやHPの製作 等
■公募スケジュール
（※申請はJグランツのみの受付）
第１回 ５月12日
（水）
締切、第２回 ７月７日
（水）
締切
第３回 ９月８日
（水）
締切、第４回 11月10日
（水）
締切

三原市の景気観測調査

令和 3 年 3 月期

全業種において景況は持ち直しの兆しがみられるものの
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、受注や客足の減少が続いています。
三原商工会議所管内の事業所112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３月の景況をみると、
（全業種）DI
（｢良い｣ － ｢悪い｣）は▲36.3となり、前期12月調
査結果の▲45.5から9.2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▲25.6とな
り、前期12月期調査結果の▲50.0から24.6ポイント
上向きました。
■非製造業：非製造業全体の３月期のDI値は▲44.2
となり、前期12月期調査結果の▲42.1から1.9ポイ
ント下向きました。
※詳しくは、ホームページに掲載しています。
URL https://www.mhr-cci.or.jp/cci/research/#keikan
三原商工会議所
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過去１年の景況ＤＩの推移（三原）
総合

非製造業

-20
-40
-60

R２.３月

６月

景況ＤＩ R2.3月
総
合 ▲30.5
製 造 業 ▲29.8
非製造業 ▲31.0

6月
▲51.0
▲52.3
▲50.0

９月
9月
▲44.6
▲41.5
▲47.1

12月
12月
▲45.5
▲50.0
▲42.1

R３.３月
R3.3月
▲36.3
▲25.6
▲44.2

『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）

LINEアカウント
＼はじめました
はじめました／
／

最新情報をすぐにチェック！
役立つ情報やお知らせをLINEでお届けします

LINE ID @914wzsaa

製造業

三原市本町3丁目15−7
TEL64−8383
ヤッサヤッサ
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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。

日本メンタルアップ支援機構 代表理事

大野 萌子
法政大学卒。一般社団法人日本メ
ンタルアップ支援機構（メンタル
アップマネージャ資格認定機関）
代表理事、産業カウンセラー、２
級キャリアコンサルティング技能
士。企業内健康管理室カウンセ
ラーとしての長年の現場経験を生
かした、人間関係改善に必須のコ
ミュニケーション、ストレスマネ
ジメントなどの分野を得意とす
る。現在は防衛省、文部科学省な
どの官公庁をはじめ、大手企業、
大学、医療機関などで年間 120 件
以上の講演・研修を行い、机上の
空論ではない「生きたメンタルヘ
ルス対策」を提供している。著書
に『よけいなひと言を好かれるセ
リフに変える言いかえ図鑑』（サ
ンマーク出版）ほか多数。
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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）
お問合せ ☎62−6155 担当／實廣

URL:https://www.mhr-cci.org/renkei/

コーディネータ
が行く！ vol.17

令和２年度事業のまとめと令和３年度事業に向けて
産学官連携コーディネーター

大都市圏では変異ウイルス「N501Y」が猛威を振るう
なか、広島県では感染状況がステージⅡに引き上がりま
した。しかし、高齢者向けのワクチン接種が始まるなど
期待が持てるニュースもあります。
個人も企業の皆様も、様々なコロナ対策を実施される
中で、当部会でもコロナ対策を行いながら今できる事業
を、コロナ禍だから気づいたことを、令和３年度の事業
を展開していきます。
■ 令和２年度事業のまとめ
令和２年度の産学技術交流相談室では、観光に関する
ご相談を多数いただきました。佐木島で行っている海浜
セラピーでの経験をもとに、ヘルシーツーリズムの企画
提案を行うなど、三原が持っている里山や里海の財産と
大学、そして企業が繋がっていただく事ができないかを
考え相談業務にあたりました。
また、広島国際大学総合リハビリテーション学部義肢
装具士
（助教）
森永浩介先生と、三原にあるインソールを

大塚 彰

扱う事業所をコーディネートさせても
らい、今後も連携を深め事業化につな
がるようアシストしていきます。
■ 令和３年度事業に向けて
令和３年度も産学技術相談室を開設し、県立広島大学
等との産学連携のご相談をお受けしています。
まずは、県立広島大学が日頃どのような研究をされて
いるかを知っていただくために、
「令和３年度 産学官セ
ミナー」を下記の日程で開催します。
ご興味のある方は、下記URLからお申し込みください。

令和３年度産学官セミナー
日時：５月13日
（木）17：00〜 場所：三原国際ホテル
講師：県立広島大学
保健福祉学部 理学療法学科 教授 飯田忠行氏
URL：https://www.mhr-cci.org/renkei/

ＦＭみはら開局３周年！！

インフォメーション

こんにちは、ＦＭみはら局長の増原です。フォーライフレディオＦＭみはらは、５月１日で３周年を迎えます。
こうして３周年を迎えることができたのも三原市民の皆様、株主、スポンサー企業様、そしてリスナーの皆様のお
かげです。本当にありがとうございます。技術面においても運営面においても、まだまだ課題があります。それで
も、３年間続けることができたことは私たちにとって大きな自信になります。これからも、成長しながら継続して
いけるよう努めてまいります。
ＦＭみはらでは、
４月に番組改編を行い、
二つの新番組がスタート。今回は新番組について紹介させていただきます。
新番組

①

「みはらのおと－Mihara Note－」
放送日時：毎週金曜日深夜０時

これは睡眠導入を目的にした番組です。前半30分はた
だひたすら三原のまちの音が流れます。この音は、三原
の海の音や川の流れる音、滝の音や電車の走る音などで
す。
その音だけが流れ続けます。週末の夜、眠る前に聴い
てもらえればということで始めました。なかなか寝付け
ない夜がありましたら試してみてください。

新番組

②

「ラジオ体操－広島弁バージョンー」
放送日時：月曜日～金曜日 １回目：10時/２回目：12時54分

いわゆるラジオ体操です。掛け声が方言なので親しみ
やすい雰囲気でラジオ体操ができます。コロナ禍の中、
体を動かすことが少なくなったという話を聞きます。
毎日の生活の中でこの番組が体を動かすきっかけにな
ればと思います。きっと、心と体のリフ
レッシュにつながると思います。

５月は「開局3周年記念キャンペーン」を行います。キャンペーンは「これを聴けば元気が出る！あ
なたの応援歌！大リクエスト大会」です。このキャンペーンを通じ、三原市民の放送局として定着して
いくことができればと思います。これからも、
フォーライフレディオＦＭみはらをよろしくお願いします。

商工みはら

令和3年5月1日発行

※掲載
 を希望される方は、本所
情報化委員会までご連絡くだ
さい。
（掲載無料）
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② ①

イオン

⑤

郵便局

vol.3 ～城町・館町～
外出や外食を控える中、テイクアウトが可能な
会員事業所をご紹介していきます。

あぶらやTONTONのランチをどうぞ
串揚げテイクアウトできます！

185

三原港

いろんな「おむすび」
「お惣菜」あります
三原駅改札口より徒歩２分！朝6：30から営業して
おります。手造りの「おむすび」
「お弁当」をお召し
上がりください！電話予約も
承っております。

①あぶらやTONTON

④キッチンかば

所 城町2-2-10 ☎ 070-5302-7667
営 昼11：30～14：00 夜18：00～23：00

所 城町1-21-11 ☎ 090-2800-3803
営 6：30～14：30 休 日曜・祝日

休 火曜

安らぐ空間、ホッとする料理
創業昭和60年。三原の特産品
のたこを使った料理をはじめと
し た、 バ ラ エ
ティ豊かな料理
を良心的なお値
段で取り揃えて
おります。

②下町の居酒屋 六文銭

◀地たこコロッケ
（２こ）
410円

所 城町2-2-21 浮城ビル1F ☎ 0848-63-2591
営 17：00～24：00 休 日曜（月曜祝日の場合営業）

https://rokumonsen-mihara.jimdofree.com/

できたてホカホカ三原唯一の大判焼き店
甘さ控えめのつぶあんと、
もちもち皮の組み合わせが
今までの大判焼きとひと味
違う。期間限定大判焼きも
おすすめです。
◀期間限定
あんバター
180円

7

昭和28年創業の寿司割烹店
地魚を中心にした
地物おまかせにぎ
り
（2,300円）
、タコ
料理
（タ コ め し 弁 当
1,200円）
、うなぎ料
理
（う な 重2,500円）
もあります。

◀︎上にぎり
2,000円

◀︎タコ会席
3,000円

※テイクアウトは電話予約

⑤かわ蝶
所 城町1-6-3 ☎ 0848-62-3723
営 昼11：00～14：00 夜17：00～22：00

休 水曜

三原名物たこ入り「びんご焼」をご賞味ください！
三原駅北口を出たらすぐ
目の前。たこ入りのお好み
焼きでは元祖のお店です。

つぶあん
130円
白あん
130円
クリーム
130円
期間限定大判焼き160円～

新鮮なタコを頭から足まで
使うことでプリプリの食感や
味わいです。

③やまとのおおばんやき

⑥お好み焼＆お食事処 つぼみ

所 城町1-21-16 ☎ 0848-36-5198
営 10：00～18：00 休 水曜

所 館町1-2-10 ☎ 0848-63-3635
営 11：00～15：00 / 16：00～20：00

休 第2火曜

