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各種経営相談に毎日応じています各種経営相談に毎日応じています
お気軽に三原商工会議所へご相談ください！お気軽に三原商工会議所へご相談ください！

　三原商工会議所の「中小企業相談所」では、経営指導員が、商工業
者の経営上の様々な課題に対して、寄り添った支援を行っています。
　帳簿のつけ方、事業資金、補助金の活用、専門家派遣など頑張る経
営者の皆様をサポートさせていただきますのでお気軽にご相談くださ
い。

４名の経営指導員
がお悩み解決のお
手伝いをさせてい
ただきます！

新たな取り組みや経営の改善など
経営相談をご利用ください

「マル経融資」をはじめ、資金目的に合った融資制度をご提案します

所得税等は令和4年3月15日まで、個人事業者の消費税等は令和4年3月31日までです確定申告

創業に向けた
フォローアップを行います

帳簿のつけ方など安心の
記帳指導を行います

　経営指導員が、企業の強
み・課題について共に考え
ながら、解決策をご提案い
たします。
　ご相談内容により、専門
家によるアドバイスや、国・
自治体の支援策などを最大
限に活用しながら、課題解

決に向けて支援させていただきます。秘密厳
守、相談無料となっていますので、お気軽に
ご利用ください。

　マル経融資は、小規模事業者のための経営改善に必要な設備資金や運転資金を、商工会議所が
推薦することにより、無担保・無保証人・低金利で、日本政策金融公庫より融資するものです。

資金用途 返済期間 融資限度額 金　利

運転資金 ７年以内
（措置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％ （2/25時点）
※�0.5％の利子補給で実質年利
0.71％（３年間）設備資金 10年以内

（措置２年以内）
　また、新型コロナウイルスの影響に対応し、当初３年間は利子補給（0.5％）の優遇制度があり、
既往債務の借換も可能な別枠マル経融資（貸付限度額1,000万円）など、資金需要に合致した融資
制度をご提案します。（秘密厳守、手数料等はありません）

　起業を考え
ている方、ま
だ迷っている
方の創業をサ
ポートします。
　創業のため
の基礎知識か
ら専門知識ま
で、随時ご相談を受け付けており、
創業に関する不安や疑問をもってお
られる皆様を積極的に応援します。

　記帳の仕方など毎月の指導
を通じ、日常の経理から決算・
申告まで分かりやすく丁寧に
お教えします。
　また、記帳セミナーや会計
ソフトセミナーなど各種講習

会も、年
に数回開
催してい
ます。

尾 田

森 川

星 野

香 田
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新型コロナウイルス感染症に関する各種支援情報　（2/25時点）

事業復活支援金
新型コロナウイルス感染症による影響を受け、2021年11月～2022年３月のいずれかの月の売上高
が2018年11月～2021年３月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50％以上又は30％以上
50％未満減少した方が対象です。詳しくはホームページをご確認ください。

●申請期間　�2022年１月31日～５月31日
●支 援 額　�中小法人　上限最大250万円　　個人事業者　上限最大50万円
●お問合せ　事業復活支援金事務局　☎0120-789-140（IP電話等：03-6834-7593）

広島県頑張る中小事業者月次支援金
緊急事態宣言や広島県の集中対策実施に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響で、
売上が30％以上減少した方が対象です。※売上が70％以上減少した場合の上限金額を拡大します。

●申請期間　１月分：2022年２月１日～３月31日　　２月分：2022年３月１日～４月30日
●支 援 額　�中 小 法 人　上限８～60万円/月　　個人事業者　上限４～30万円/月
●お問合せ　頑張る中小事業者月次支援金センター　☎082-248-6853

三原市中小事業者月次支援金
緊急事態宣言に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響で、売上が30％以上減少した
方が対象です。
※県の頑張る中小事業者月次支援金（５月分～９月分）を受給していることが条件となります。

●申請期限　３月25日まで　　●支援額　�１事業者あたり��５万円/月
●お問合せ　三原市商工振興課　☎67-6072

広島県感染症拡大防止協力支援金（第9期） 広島県感染症拡大防止協力支援金（第7期･第8期）

　　　　　
申請受付は３月７日～です

令和４年２月21日～３月６日までを
令和３年度第９期として、県の要請
に協力した事業者の方が対象です。

　　　　　
申請受付は

　　　　　　３月18日までです

　　　　　
申請受付は

　　　　　　４月11日までです

●お問合せ　広島県協力支援金センター　☎082-248-6851

第９期 第７期

第８期

ご予約・ご相談は三原商工会議所へ　☎62-6155定3 期月 相 談 会
相 談 内 容 相　談　日 時　間 相　談　員

金融・税務・創業・経営に関する相談 毎 日
（土日祝除く） ８時30分～17時 本所経営指導員

働き方改革・労務 ８日（火） 13時～16時 広島働き方改革推進支援センター

事業承継・M&A 16日（水） 13時～16時 広島県事業承継・引継ぎ支援センター

知的財産（特許・実用新案・意匠・商標） 24日（木） 13時～17時 (一社）広島県発明協会

「広島県感染症拡大防止協力支援金」の
対象者は同じ月次においては対象外です

「広島県感染症拡大防止協力支援金」の
対象者は同じ月次においては対象外です

NEW
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経営支援
GOOD!
経営支援
GOOD!
経営支援
GOOD!
経営支援
GOOD!

吉原写場
〔代表者〕吉原　章典
〔住　所〕三原市古浜1丁目9-12
〔ＴＥＬ〕0848-62-2238

Vol.7

まちを見守り続けてきた写真館
持続化補助金を活用して新たな事業展開

　明治創業以来、６代にわたり、ファインダー
通して長年まちを見守り続けてきた写真館。
写真を媒介に地域貢献も進めている吉原さん
に、本所を活用いただいた事例と今後の展望
についてお聞きしました。

――  まずは改めて貴社の事業概要について教えてくださ
い。

　弊社は、創業18�
81年の写真館で、
私で６代目となり
ます。ポートレー
ト撮影業務や卒業
アルバムの製作を
主に行い、時代や
流行に流されない
シンプルで対象を
浮き立たせるライティングとポージングの技術は、先代
と叔父により伝えられた当館の強みです。私自身は、卒
業アルバムのコンテストでのアルバム大賞受賞や、全国
や中国ブロック・県などが主催する写真コンテストでも
多数受賞履歴があります。

―― 老舗の写真館ですね。
　現段階で、50年分の顧客の写真のネガフイルムとデジ
タルデータを保管しており、家族写真のアーカイブ的な
役割も担っていきたいと思っています。また、２代目政
次郎の撮影した三原の古写真は市に寄贈され、様々なと
ころに活用されています。

―― 長年続けていると常連さんが多いのでは？
　ありがたいこと
に、毎年家族写真
を撮りに来ていた
だくお客様が多い
です。また、数十
年にわたり卒業ア
ルバムを制作して
おり、学校では「写
真のおじちゃん」

や「モジャさん」と呼ばれ親しまれています。そのおか
げで、卒業後には成人式や結婚式などの節目節目にも撮
影依頼をいただけたりすることもあり、地元密着の良さ
を感じることも多く感謝しています。

―― 普段の業務で心がけていることは？
　地域貢献で何かお返しできることはないかと、いつも
考えています。昨年は、新型コロナウイルス感染症で困っ
ている飲食店の方たちのため、メニューや取り組みを写
真で援助したいと思い、サービスで撮影協力しました。
その一環として、コロナの影響で閉店を決められた方の
お店の写真を撮る活動も始めています。また、水害のと
きには、泥に埋まった写真アルバムの洗浄や修復・再プ
リントなども行いました。

―― ご相談のきっかけは？
　小規模事業持続化補助金を活用して、これまでは待ち
合いスペースとして利用してきた部分を撮影スペースに
改装するために、会議所に相談させていただきました。
結果、自然光による写真が撮れるようになり、合わせて
動画撮影も可能になりました。ナチュラルな雰囲気の写
真も撮れるようになりましたので、プロフィール写真な
どの表現の幅が広がりました。是非一度お試しください。

――  最後に一言お願いします。
　昨今は、新型コロナウイルス感染症の影響で大変な方
も多いと思います。写真でお手伝いできることがありま
したら、いつでもなんでもご相談いただければと思いま
す。僕の撮った写真で笑顔が少しでも増えるといいな、
という気持ちで毎日撮影しています。

 聞き手：本所　経営指導員　尾田　丈治

吉原さんと担当の尾田経営指導員吉原さんと担当の尾田経営指導員
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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！
※第４回井戸端会議の回答〆切は、３月15日（火）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

観光型MaaS「setowa」の取組みについて 『三原のPRチラシ』を
同梱いただける事業者を募集観光・交通委員会

　本所観光・交通委員会(上田隆政委員長)では、２月１日（火）に西
日本旅客鉄道㈱広島支社三原管理駅　渡辺彰彦管理駅長を講師に
招き、委員向けに『観光型MaaS「setowa」の取組みについて』紹介
いただきました。(ZOOM開催　参加者７名)
　MaaS（Mobility�as�a�Service）は、ICT（情報通信技術）を活用し、
マイカー以外の全交通手段をシームレスにつなぐ仕組みです。地
域特性に合わせて様々な形があり、国土交通省では、「大都市型・
大都市近郊型」「地方都市型」「地方郊外・過疎地型」「観光型」の
５種類に分類しています。
　観光地において、観光客は効率的に観光スポットを巡りたいと
いうニーズを持っていますが、地方の観光地の多くは二次交通や
観光周遊に何らかの課題を抱えています。MaaSの中でも、観光型
MaaSには、こういった課題を解決して観光客の満足度を上げるこ
とで、消費機会を増やし地域全体を潤す効果が期待されます。
　また、JR西日本の観光型MaaS「setowa」では、せとうちエリア
の話題のスポットの紹介や旅のスケジュール作成、新幹線やレン
タカー、ホテルなどの予約、旅ナカでのナビゲーション機能など、
旅の計画から終わりまでをサポートする、せとうち旅行には欠か

せない便利でおトク
な「観光ナビ」です。
　カバーするエリア
は、岡山県・広島
県・山口県・徳島
県・香川県・愛媛県
および高知県を中心
とするせとうちエリ
アに拡大し、観光需
要の創出、旅行者の
利便性の向上に役立
てられています。
　委員会では、今後
も三原の観光につい�
て協議し、ルート提案
をするなど観光事業�
に寄与していきます。

　本所情報化委員会（勝村祥治委員長）では、通
信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。
　今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や、景品
を提供いただける事業所は、本所までご連絡く
ださい。

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

▲同梱イメージ（中面）

▲せとうち観光ナビ setowa
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行政書士オフィス辰悟　中野  辰悟
　「魔法の質問」をご存
じですか？
　それは「正解は１つ」
のクイズと違い、答え
るたびに新たな気づき、
前向きな行動を生む質
問です。まるで魔法に
かけられたように。
　この「魔法の質問」
の創始者が、今秋９月
19日（月･祝）開催予定
の、三原商工会議所青年部会創立20周年記念講
演会の講師、[質問家]マツダミヒロさんです。著
書は40冊50万部を突破、三原市立図書館でも貸
出されています。
　20周年事業実行委員会は、「質問」を通して会
員の団結を強め、学びに溢れる記念事業を準備
中です。その講演での学びを最大化する「質問
に答える勉強会」も毎月開催します。
　私も、青年部会の仲間と毎日「魔法の質問」
に答える取り組みを始めましたが、自身の変化
に、日々驚かされています。「質問＝相手に聞く」
というイメージが一般的ですが、「魔法の質問」
は自分への問いかけにこそ、その真髄がありま
す。私も自分の本当の気持ちに何度も気づかさ
れ、最近では仕事も生活も前向きな気持ちで取
り組めていると感じます。
　私からのあなたへの質問は「未来を変えるた
めに何をしますか？」。
　「魔法の質問」が気になったあなた。未来を良
くしていきたいあなた。一緒に青年部会で学び、
講演を聞いて、共に成長しましょう！今すぐ入
会申し込みを！

　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/

未来を変えるために何をしますか？ 　本所・臨空商工会で構成す
る「臨空広域経済交流協議会」
（会長・森光会頭）と㈱道の駅
みはら（社長：後藤副会頭）で

は、第７弾となるレシピコンテストを開催しました。
　今回は、広島みはらプリンプロジェクトと連携し、テーマは「プ
ディング」。デザートプリンとデリカプリンの２種類のレシピを
募集し、185点の応募がありました。一次審査を１月21日（金）に
行い、各部門４点を選考。２月18日（金）に、岡田三原市長（リモー
ト出演）、臨空広域経済交流協議会の森光会長（本所）と梅本会長
（臨空商工会）、㈱道の駅みはらの後藤社長と中田駅長の５名が審
査員となり、最終審査会を開催しました。
　インパクト・味・三原感・独自性・普
及性の５つの基準で審査を行い、最優秀
賞は、デザートプリン�森本竣亮さんのレ
シピ「元気の源プリン」、デリカプリン�亀
本恵祐さんのレシピ「蛸あんかけ茶碗蒸
し」が選ばれました。
　最優秀賞作品は、３月頃より、道の駅
みはら神明の里キッチンルマーダで提供
される予定です。各レシピは、ホームペー
ジ（https://www.mhr-cci .or. jp/rinku/
recipe/）からダウンロードでき
ますので、是非再現してみてく
ださい。

日々の取り組みや経営に関する情報は、所報・ホームページ・ラジオ等を通じて発信して
います。是非ご覧ください。

所 報 
商工みはらのバックナンバー
が閲覧できます！

チェンバーズラジオ380 
FMみはら内で毎月第1水曜
19:00～19:30に放送中！
YouTubeにてバックナンバー公開！

ホームページ 
事業やセミナー、経営に関
する情報を随時配信中！

情 報 発 信

随時配信
毎月第１
水曜放送毎月１日

発行

LINEの「友だち追加」から〔ID検索〕
または〔QRコード〕から登録するだけ
なのでとってもカンタン！

三原商工会議所

LINE ID   @914wzsaa

LINE公式アカウントLINE公式アカウントLINE公式アカウントLINE公式アカウント

●新型コロナウイルスに関する各種支援情報
●セミナー・講演会・イベント情報
●経営に関する様々なサービスの情報
●そのほか行政機関や会員サービスの情報

役立つ情報を
配信中！

最優秀賞はデザートプリン「元気の源プリン」
デリカプリン「蛸あんかけ茶碗蒸し」
プディングメニューレシピコンテスト

デザートプリンデザートプリン
「元気の源プリン」「元気の源プリン」

デリカプリンデリカプリン
「蛸あんかけ茶碗蒸し」「蛸あんかけ茶碗蒸し」
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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。

　代表理事　大野 萌子
日本メンタルアップ支援機構

漢
字字

●リストから漢字を選び、空いたマスを埋めてクロスワードを完成
させましょう。

●ひとつの文字は、１回しか使えません。
●最後に、Ａ～Ｃのマスに入る漢字でできる三字熟語を答えてくだ

さい。

5名の方に
プレゼントが当たる！

正解者には、抽選でプレゼント
をお送りします。会員事業所の
方は応募資格がございますので、
奮ってご応募ください！

●応募方法　
右記QRコード
の応募フォーム
より必要事項を
ご記入のうえ、
ご送信ください。
●応募締切　３月25日（金）

Ｃ 経

出 意 渡

Ａ

Ｂ 告

白

卒 証 標

業 臨 思 地 所

脱 得 座 感 書

鳥 場 衣 期 春

過 産

答：

２月号答：小松菜

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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　令和３年度、男女共同参画社会づくりに貢献した個人や事業者をたたえる男女共同参画社会づくり表彰の被表
彰者に、２事業者が決定しました。

男女共同参画社会づくり表彰　　　２事業者が決定

　「男女共同参画社会」とは、男性も女性も意欲に応じて、
あらゆる分野で活躍できる社会のことです。今回は、働
きやすい職場環境づくりに取り組まれている事業者が選
ばれました。
　三原市では年に一度、男女共同参画社会づくり表彰を
行っています。今年も９月（予定）に三原市広報、ホーム
ページ等で募集を行いますので、市民の皆様からのご応
募をお待ちしております。

■被表彰者
・三原テレビ放送㈱
　　代表取締役社長　後藤　和之�様
・社会福祉法人本郷福祉会
　　理事長　平原　榮�様

■お問合せ
　三原市人権推進課　☎67-6044

三原市本町 3-15-7
TEL.64-8383西菓子舗

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。

協会けんぽ広島支部では、健康経営の推進や加入者の皆さまの健康増進に向け、「ひろしま企業健康宣言」に
エントリーされた事業所を積極的にサポートし、一緒に健康づくりを進めています。継続的な健康づくりの実施
に向け、未宣言の事業所におかれましては、是非エントリーをお願いします。

■『健康経営』の推進をお願いします（『ひろしま企業健康宣⾔』の参加事業所募集 ）

ご自身の疾病予防や早期発見、生活習慣の改善により、将来的な医療費の抑制効果が期待できます。

■『健康診断・保健指導』を受けましょう

■ 医療機関への『早期受診』をお願いします

～～協協会会けけんんぽぽ広広島島支支部部のの加加入入者者・・事事業業主主のの皆皆ささままへへ～～
協会けんぽの保険料率は令和4年3月分（4月納付分）から変更されます

■お問合せ先■ 全国健康保険協会広島支部 企画総務グループ ☎082‐568‐1014 協会けんぽ広島 検索

事事業業主主・・加加入入者者のの皆皆ささままのの取取組組がが、、保保険険料料率率のの決決定定にに大大ききくく影影響響ししまますす！！

◆◆皆皆ささままののごご理理解解、、ごご協協力力ををおお願願いい申申しし上上げげまますす◆◆

給与・賞与の10.04％

令和4年2月分（3月納付分）まで

令和4年2月分（3月納付分）まで

給与・賞与の10.09％

給与・賞与の1.80％ 給与・賞与の1.64％

◆健康保険料率は地域の医療費水準に基づいて算出されているため、都道府県ごとに異なります。
広島支部の医療費の伸びが全国平均の伸びを上回ったことが、健康保険料率変更の主な要因です。

健健康康保保険険料料率率

介介護護保保険険料料率率

※賞与については、支給日が3月1日分から変更後の保険料率が適用されます。

令和4年3月分（4月納付分）から

令和4年3月分（4月納付分）から

健診の結果、医療機関の受診を勧められた場合には、早期に医療機関に受診し治療することで、疾病の重症化
を防ぎ、加入者の皆さまの生活の質が向上することにつながります。

◆40歳から64歳までの方（介護保険第2号被保険者）には、健康保険料率に全国一律の介護保険料率
が加わります。
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発行所／三原商工会議所　〒723−8555 三原市皆実4丁目８−１　TEL 62−6155㈹　FAX 62−5900　　編集／情報化委員会　　印刷所／三好印刷株式会社

　三原市や本所、地域連携DMO、市内の団体などで構成する、「広島みは
らプリンプロジェクト実行委員会」（会長：森光孝雅本所会頭、以下「実行
委員会」）は、２月18日（金）に道の駅みはら神明の里で広島みはらプリン第
１回認定式を行い、デザートプリン20品・デリカプリン５品の合計25品を
広島みはらプリンに認定しました。
　認定を受けたのは、市内の飲食店や菓子製造業・個人など18店舗からエ
ントリーのあった25品で、２月15日（火）に審査会を実施。エントリーのあっ
たプリン全てで“三原の食材を１つ以上使用する”という定義の合致を確認
し、今回の認定となりました。

　15日（火）の審査会では、実行委員会メンバーが３つの
グループに分かれ、プリンを実食審査しました。
　開会にあたり森光会長は「三原を有名にし、活性化を
図り、郷土・故郷に誇りを持ってもらいたい。広島みは
らプリンがこういうことに繋がっていけばという強い思
いがあります。」と、広島みはらプリンにかける思いを伝

えました。
　審査には、岡田
市長もオンライン
で参加いただき、
各グループに割り
当てられた８～９
品のプリンを１
品ずつ実食しなが
ら、広島みはらプ

リンの定義に沿って製造されているかや、三原への愛（こ
だわり）が詰まっているかなどについて、審査シートを基
に活発な意見が飛び交いました。
　実行委員会メンバーからは、「発想がすばらしい」「食
材のおいしさが伝わる」「混ぜて食べたときに味変が楽し
い」など、エントリーされたプリンの完成度の高さや美味
しさ、見た目の良さなどにいずれも高い評価がありました。
　18日（金）に行われた認定式では、認定を受けた商品を
開発された店舗代表者15名が出席し、森光会長より認定
状と幟旗を贈呈しました。
　認定デザートプリンを代表して、「むすび古民家カフェ
＆宿」の田中裕士さんは、「三原は素敵な場所が本当に多
くて、美味しい食材、素敵なお店が沢山ある。そんな三
原が私は大好き。このプロジェクトを機に、全国の方に
三原の良さを知っていただく第一歩になれば」と、コメ
ントされました。

　次に、認定デリカプリンを代表して「ビストロそうぼ
う」の濱井博史さんは、「卵・日本酒・みかん・タコなど
三原には美味しいものが沢山あるが、今回は神明鶏を使
用。お肉の香り、コク、旨味がデリカプリンに生きると思っ
た。三原の方にも三原の美味しさを再認識していただき、
全国の方にも三原の美味しさを届けていけたら」とコメ
ントされました。�
　オンラインで参
加いただいた岡田
市長からは、「本
日広島みはらプリ
ンの認定を受けた
25品のプリンは、
三原を代表する食
材を使用し、店舗
ごとに独自性、こだわりが、「ゆめ」となって詰め込まれ
た本当に素晴らしいプリンです。「最近三原はプリンで熱
い」と日常の会話で言っていただけるようになるまで、
この取り組みが広がってもらいたいと思います。まさに、
三原の魅力をオール三原で全国に発信していく本日は出
発日となるので、本当に期待しています。」と、今後の展
開に期待の声をいただきました。
　認定された広島み
はらプリンの一覧は
公式HPで確認でき
るほか、各店舗で販
売されています。
　今後は、道の駅や
空の駅などでの販売
に向けて準備を進め
て参ります。

【広島みはらプリンプロジェクトとは】
　広島みはらプリンとは、「三原を応援する人（店）による、三原の食材を1つ以上使用し、
三原のまちや食材への思いを表現したプリン」です。三原市は海と山に囲まれ、季節を彩
る果実や野菜・自然が育んだ牛や鶏・瀬戸内海のタコや魚など・山の幸や海の幸・里の幸
が沢山あります。そんな豊かな自然と三原の人々が育んだ食材を、親しみやすいプリンに
して楽しんでいただくことを目的としています。一般的な甘いプリン“デザートプリン”と、
農水畜産物を入れたおかずになる惣菜プリン“デリカプリン”を展開していきます。

広島みはらプリンプロジェクト
第１回認定会でデザート２０品・デリカ５品を認定！


