
　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、昨年は一昨年に引き続いて新型コロナウイルス
が猛威を振るい、当三原市におきましても感染拡大が進
み、日常生活や経済活動が大きな打撃を受ける結果になっ
てしまいました。市民の皆様も商工業者の皆様もたいへ
んご苦労されたことと拝察いたします。このような中、
本所では特別相談窓口による各種中小企業緊急支援制度
の利用促進や、市内の消費刺激策であるキャッシュレス
応援事業の実施、ワクチンの職域接種の実施など事業者
支援に懸命に取り組んでまいりました。
　私たちを長期間に亘って苦しめ続けた国難とも言える
出来事ですが、ワクチン接種効果と国民の感染予防努力
により、ようやく収束に向かっており、日常生活回復へ
の動きが見え始めています。海外においては、新たな変
異ウイルスが再蔓延している状況であり、決して油断は
できませんが、このまま収束してくれることを願うばか

りです。
　さらに経済の不安材料として、原油をはじめとした資
源価格の上昇や慢性的な人手不足、人件費の増加などの
コスト負担増が幅広い業種で発生しており、多くの中小
企業で収益圧迫への懸念が高まっています。
　全国各地の商工会議所では、日本商工会議所を通じて
政府に対し飲食・宿泊・交通・観光関連産業など困窮す
る事業者への重点的かつ迅速な支援を要望すると同時に、
ワクチン・検査パッケージなどを活用した思い切った需
要喚起による地方経済の再生や、金融支援の充実などを
強く要望しております。
　本所では、中小企業のデジタル化による生産性の向上
や、事業再構築、創業、事業承継など、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
定期的に実施しておりますので、この機会にぜひ商工会
議所をご活用いただきたいと思います。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、中小企業の
挑戦を全力で支援してまいる所存です。
　また、二年連続で中止になりました三原やっさ祭りも、
関係団体と連携を取りながら安全に盛大に開催できるよ
う準備を進めてまいります。
　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。

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
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　明けましておめでとうございます。
　2022年の新春を迎え、謹んでお慶び申しあげます。
　昨秋以降、国内では新型コロナ新規感染者数が著しく
減少し、本格的な日常生活回復に向けた動きが加速化す
る中で新年を迎えられたことを皆さまと共に喜びたいと
思います。
　海外での感染再拡大などもあり、先行きの見通しは予
断を許さないものの、商工会議所は、本年を感染防止と
社会経済活動をより高い次元で両立させる年と位置付け、
地域経済ならびにそれを支える事業者の皆さまの発展の
ため、引き続き全力を尽くしてまいります。
　さて、コロナ禍で急激に落ち込んだ経済もようやく回
復基調に転じましたが、依然力強さを欠き、業種や規模
により回復度合いが異なる「Ｋ字型回復」の状況が続い
ています。国民全体を覆う閉塞感を真に打開するために
も、昨年政府が決定した「新たな経済対策」の着実な実
行はもとより、国民が日本の将来について明るい希望を
抱けるような、新たな成長と発展への道筋を明確に示す
必要があります。
　第２次岸田内閣の発足以降、政府は「新しい資本主義」
を掲げ、「成長と分配の好循環」「コロナ後の新しい社会
の開拓」に向けて議論を重ねてきました。私はコロナ禍
を通じて、「強く豊かな国でなければ有事の際に国民を守
ることができない」と改めて認識しましたが、日本を危
機に対するレジリエンスを備えた強い豊かな国にするた
めには、コロナ禍で明らかになった社会課題の解決と経
済成長を車の両輪として同時に実現することが必要です。
　少子高齢化に向かう人口動態等、様々な構造的課題を
抱えるわが国が、社会課題を解決すると同時に経済成長
を図るためには、一国の豊かさを示す総合的な指標であ
る「１人当たりＧＤＰ」の引き上げを国全体の目標とし
て掲げ、あらゆる分野での生産性向上と潜在成長率の底
上げを図る必要があります。特に、雇用の約７割を占め
る中小企業の生産性を引き上げることは、ひいてはわが
国全体の生産性の向上につながる重要な課題です。他に
も、経済・医療安全保障、成長を支える基盤である人材
育成や科学技術研究への投資、デジタル化の推進、「Ｓ＋
３Ｅ」の原則を踏まえたバランスの取れたエネルギー政
策と技術革新等が不可欠です。通商面では、TPPやRCEP
の成果を踏まえ、同じ考えを持つ国々との連携を深めつ
つ、引き続き日本が自由貿易体制推進において主導的な
役割を果たすべきです。
　こうした課題認識を踏まえ、われわれ商工会議所は本
年、特に以下３点について重点的な取り組みを実行して

まいります。
　第一は「デジタル活用による中小企業の生産性向上」
です。これまでも幾多の困難を乗り越えてきた日本の中
小企業は、様々な変化に柔軟かつ迅速に対応できる潜在
的な変革力を有しています。中小企業経営へのデジタル
活用は、生き残りをかけた自己変革の有力な手段であり、
コロナ禍で加速したデジタル化の流れを、業務効率化に
留まらず、越境ＥＣ等を通じた販路拡大、さらには業態
転換などのビジネス変革にまで広げる経営力向上の柱と
して強力に支援してまいります。
　第二は「事業再構築、取引適正化等を通じた付加価値
の向上」です。商工会議所による伴走型の経営相談体制
の強化により、事業承継や事業の再生・再構築を後押し
し、経営の効率化や付加価値創出力の向上を強力に支援
してまいります。また、大企業と中小企業で構成される
サプライチェーン全体で、創出した付加価値やコストを
フェアに分かち合う取引適正化も不可欠です。登録企業
が４千社を超えた「パートナーシップ構築宣言」は、官
民連携でこれを実現するための有力なプラットフォーム
であり、今後は宣言の実効性をより高め、中小企業の付
加価値向上、ひいては日本全体の成長力の底上げに寄与
してまいります。
　第三は「地域ぐるみの地方創生の推進」です。東京一
極集中と言われますが、実際には一次産業の成長産業化、
インフラ整備を通じた製造業の集積、インバウンド需要
の取り込みなどを進めてきた地方圏の方が、東京圏より
も高い経済成長率を実現しております。コロナ禍を契機
としたさらなる地方分散化の動きもみられる中、政府の

「デジタル田園都市国家構想」も踏まえ、こうしたモメン
タムを地方創生の加速化につなげていくことは、レジリ
エントな日本の国土形成のためにも不可欠です。商工会
議所は、地域総合経済団体として地域の多様な主体との
連携を深め、地域ぐるみの地方創生をさらに後押しして
まいります。
　最後に、日本商工会議所は今年で創立100周年を迎えま
す。「地域とともに、未来を創る」をスローガンに、次の
100年に向けて、中小企業の活力強化と地域活性化による
日本経済の持続的な成長の実現を目指し、515商工会議所
と連合会、青年部、女性会、海外の商工会議所とのネッ
トワーク力を最大限活用し、新しい時代を皆さまと切り
拓いてまいりたいと思います。引き続きのご支援、ご協
力をお願いして、私の年頭のあいさつとさせていただき
ます。

年頭所感年頭所感年頭所感年頭所感
日本商工会議所
会 頭
三  村  明  夫
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【顧問・常議員】三好印刷㈱　代表取締役
三 好 康 莊（昭和25年生）

　渋沢栄一は、自然発生的な逆境に立った場合、“これ
が天命である”と覚悟して受け止め、来たるべき運命を
待つことが肝要であると説いています。
　今年は、36年に一度訪れる強い運勢“五黄の寅”に当た
るそうですので、たゆまず屈せず日々平常心を心がけ、
福を招き入れる年にしたいものです。

【常議員】㈱鶴田電設コンサルタント　代表取締役
鶴 田 幸 彦（昭和37年生）

　還暦とは言いましても、人生80年超の昨今、さして珍
しいものではありません。しかし、人生の節目として、
赤いちゃんちゃんこならず、やっとエネルギッシュな赤
が似合う年齢になったかと解釈しようと思います。
　これからも『義を重んじ人情に泣く』人生を一歩ずつ
コツコツと歩んでゆこうと考えています。

【議員】福山工業㈱　代表取締役
小 池 雄 大（昭和61年生）

　新しい常識が生まれつつある中で、私たちの行動や思考
も新たなステージに移行しなくてはなりません。新年を迎え
るにあたり、これから何が起きるか分からない世界の中で
活動をすることは容易ではありません。しかし、何かに怯え
諦めるのではなく常に新たな考えの基挑戦を続けることで、
成長や発展があると考えます。2022年が『躍動』し活発な
世界になることを祈願して『躍』とさせていただきます。

【議員】㈱サービスセンター　代表取締役
伊 達 　 護（昭和37年生）

　無事に還暦を迎えることができた慶びと感謝の気持ち
を持ちながら、生まれ変わったつもりで様々なことに
チャレンジしてまいります。
　また、一日も早くコロナ禍以前の生活に還れることを
願って「還」を選びました。

【議員】呉信用金庫三原支店　支店長
今 丸 哲 宏（昭和49年生）

　当地にご縁をいただき３カ月が経過しましたが、不慣
れなことも多く、未だ苦闘する日々が続いております。
　本年は、コロナ禍の収束を願うとともに、個人的には
地域の方々とのご縁を大切にし、微力ながらお取引先や
当地の発展に貢献してまいりたいと思います。

今年は寅年今年は寅年
年男に聞く年男に聞く

新年の抱負新年の抱負新年の抱負新年の抱負
　令和４年は寅年ということで、寅
年生まれの本所議員５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。
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女性部会・青年部会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関係会社運営責任者より新年のご挨拶

　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25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。
　昨年も、新型コロナウイルスと向
き合う一年となりましたが、10月に

356女性会、3,777名が集った「第53回全国商工会議所女
性会連合会オンライン総会」に参加し、地元にいながら
全国の皆様と双方向で繋がることができ、活用の広がり
を感じました。
　また、所報「商工みはらSatsuki Letter～女性部会から
皆様へ～」では、皆様にお元気になっていただきたいと
いう気持ちを添えて連載中です。
　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、心よりご祈念申し上げます。

　昨年は、コロナの影響で活動の大半
がリモートで行われ、近くにいてもな
かなか会うということができない状態
が続いておりました。その中でも活動
の歩みを止めず進めていけたのは、会
員の皆様の問題解決力の賜物でした。
　特に、８月９月の例会は、リモート
を活用し「地元飲食店でテイクアウト 
オンライン納涼例会」、遠方の講師か

ら「コロナに打ち勝つ営業販売戦略」など現状を打破する
例会が行われ、11月は「宣伝告知に役立つインスタ活用術」
と、トレンドのSNSを学んでいきました。
　そして、空家利活用研究同好会では、他県から三原への
移住も成立しました。私たちの活動の根底には、我が町三
原が少しでも元気になってほしいという大きな目的があり
ます。
　本年は創立20周年事業を計画しており、益々切磋琢磨し
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
泉 田 義 博

　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。
　新年を迎えるにあたり、各社の運営責任者に抱負を伺いました。

　㈱まちづくり三
原では、中心市街
地の賑わいと活性
化をめざして、行
政や各種団体、商
店街、地域の人々
と共に様々な取組
を行っています。
　昨年は、新型コ
ロナウイルス感染

症により、まちに大きな影響が出て賑
わいが減っている中、まちの活性化を
めざした第２期中心市街地活性化基本
計画の策定支援、空き店舗を魅力ある
起業プランで活用するリノベーション
実践塾の開催、リノベーション実践起
業コンテストの公募、三原内港再生基
本計画策定への参加などを行いました。
さらに創業・起業のバックアップをす
るみはら創業応援隊の事業も行い、多
くの皆さんが参加をしていただいたこ
とで、まちに賑わいや活気が出てきた
と感じています。
　本年もまち・通りが魅力的になり、
賑わいのあるまちをめざしてまいりま
すのでご支援・ご協力をよろしくお願
い申し上げます。

　道の駅みはら
神明の里は、今
年の３月24日で
10周 年 を 迎 え
ます。これも偏
に、農家の皆様、
漁業関係者の皆
様、納品業者様、
支えてくれる役

所の皆様、そして何より神明の里を
ご贔屓にしていただいたお客様のお
陰と感謝申し上げます。
　10年の節目に当って、盛りだくさ
んのミッションを考えています。オ
リジナルの移動販売車を走らせ、お
買物のお手伝いで地域貢献をすすめ
たり、「空の駅オーチャード」「道の
駅みはら神明の里」「須波海浜公園」
を結ぶ「空・道・港」のトライアン
グルで連携し三原市の観光に貢献し
たり、三原市内の生徒さんの夢をメ
ニュー化したりと、より一層地域に
愛される三原のランドマークスポッ
トとしてアピールしていく所存です。
　どうぞ今年も、道の駅みはら神明
の里をご贔屓に。

　ＦＭみはらは、
皆様方のご協力
により、開局から
３年半となりま
した。多くのご協
力をいただきま
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の対策が長
期に亘り、いろいろな活動が一昨年
以上に制限されました。また、雨期
も長くなり、降水量も多くなったた
め、臨時放送も一度始まるとなかな
か解除できない状態になりました。
このような状態の中でも多くの方の
サポートをいただき１年を乗り越え
ることができました。
　今年も昨年以上に厳しい状況にな
ることが予測されます。昨年までの
経験を活かしたより強固な情報発信
体制を構築し、地域密着の放送局と
して取材力を高め情報を発信してい
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ご挨拶 ㈱道の駅みはらよりご挨拶 ㈱ＦＭみはらよりご挨拶

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、「あしたを変える　未来を変える」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：総務管理課　☎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。

商工会議所には役立つサービスがいっぱい！
三原商工会議所　会員入会のご案内

制度改正に伴う専門家派遣等事業
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、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。

◦中小企業診断士による経営相談
　１月13・20・27日　毎週木曜日（10時から16時）

2月16日（水）
から

3月15日（火）
までです。

ご相談のご予約は
お早めに!!

【お申込み】経営指導課

令和3年分所得税の
確定申告期間は事前予約制

相談無料

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。

　保険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
☎ 62-6993

令
和
四
年
　
元
旦
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さつき祭りさつき祭り【毎年５月の最終土曜・日曜日】神明市神明市【毎年２月第２日曜日を含む前３日間】
 ※今年は開催中止となりました

第31回
三原さつき祭り

実行委員長
竹野 芳幸

　現在はワクチン接種が増えていますがコ
ロナウイルスの感染は変異株など、予断を
許さない状況が続いています。またイベン
トの開催条件も昨年とは変わり、まだ情報
を収集しきれていない中、さつき祭りを今
年こそは開催するために、暗中模索で実行
委員会は活動しています。
　これから感染防止対策とにらめっこをし
ながら、安全で安心な楽しいさつき祭りを
開催する方向で準備をしています。三度目
の正直。さつき祭りで逢いましょう。

　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。経営管理能力を身に着け
るために、簿記は必須の知識です。

【統 一 試 験】申込受付期間１/11（火）～１/28（金）
　　　　　　試 験 日：２月27日（日）
　　　　　　試験会場：本所　３階会議室

【ネット試験】申込は直接試験会場へご連絡ください。
　　　　　　試 験 日：３月20日（日）
　　　　　　試験会場：ハロー！パソコン教室 イオン三原校
 （☎29-9086）

検定についてのお問い合わせは、商工振興課　原まで
https://www.mhr-cci.or.jp/qualification/

今年度の開催日一覧

レシピコンテスト開催レシピコンテスト開催
プディングプディング

　今回は「プディング」がテーマ
のレシピコンテスト。「デザートプ
リン」と「デリカプリン」の２部
門で広く募集します。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。
　https://www.mhr-cci.or.jp/rinku/recipe/
■応募締切：令和４年１月14日（金）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!!

　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。

　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!
日商簿記検定のお知らせ レシピコンテスト開催レシピコンテスト開催

受験料（共通） 試験時間（共通）
２級：4,720円 ２級：90分
３級：2,850円 ３級：60分

今年度より
試験時間が

変わりました

みんなで語ろう、Web井戸端会議
お気軽にご参加いただき、明るい話題で気分を盛り上げましょう！

　本所販売商業部会（沖藤詳造部会長）では、外出をしなくてもWEBでお互いの意見交換ができ
るように、２～３分で回答できる短く簡単な話題をテーマに毎月HPに掲載し、フリートークの
イメージで語り合う「みんなで語ろう、Web井戸端会議」を開催中です。

※第２回井戸端会議の回答〆切は、１月14日（金）17時00分です。
　結果は、後日まとめて三原商工会議所HPにて発表します。
　メールアドレスをご登録いただきましたら、結果を送信させていただきます。 ▲コチラから

ご参加をお願いします

三原商工会議所
販 売 商 業 部 会
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①事前登録 ②活動予約 ③当日活動

災害発生

①ボランティアの情報をWebフォームから事前登録
② 災害発生後に送付されるメール案内から、登録者が活動でき

る活動日時等を予約登録
③ 当日活動時にはQRコード活用等による分散受付、
　分散待機

浮城まつり浮城まつり  【毎年11月上旬の土曜・日曜日】やっさ祭りやっさ祭り【毎年８月の第２日曜日を含む前３日間】

第47回
三原やっさ祭り

実行委員長
野竹 正通

　三原のまちを代表する三原やっさ祭り
は、残念ながら２年続けて新型コロナウイ
ルスの影響によって中止となりました。そ
のうえ、新型コロナウイルスの影響は、未
だ予断を許さない状況が続いております。
　しかし、第47回三原やっさ祭り実行委員
会では、観光客を始め、参加者や関係者の
皆様の安全を最優先に考えて今年の開催に
向けて全力で取り組んで参ります。
　市民の皆様には、変わらぬご支援・ご協
力を何卒よろしくお願いいたします。

　三原では、年間を通してさまざまなお祭りを楽しむことができます。昨年は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観
点から残念ながら中止のお祭りが相次ぎました。今年こそは、お祭りが盛大に開催できることを願い、さつき祭りとやっ
さ祭りの実行委員長に抱負を伺いました。

　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。

災害ボランティアを募集
　三原市社会福祉協議会では、災害発生時に備え、災害
ボランティアの事前登録を受け付けています。災害が発
生し、ボランティアの力が必要となった場合に、メール
で案内が届く仕組みです。
　災害はいつ起こるか分かりません。地域内の共助の力
を高めるため、是非ご登録をお願いいたします。

お問い合わせは
　三原市社会福祉協議会　☎67-9339まで

事前登録制度へのご登録をお願いします事前登録制度へのご登録をお願いします

募集対象

活動までの流れ（イメージ）

広島県内在住者（個人・高校生以上）

活動内容 県内発災時の被災者支援活動

登録期間
事前登録はコチラ

毎年度新規募集（継続の場合も登録要）
※募集時期は毎年度４月頃を予定しています
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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
榎　本　邦　孝 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
今　丸　哲　宏 呉信用金庫三原支店
森　　　雅　弘 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
小　林　正　剛 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
河　内　泰　之 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新春のお慶びを申し上げます


