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第１回議員選挙選任対策特別委員会
議員10月任期満了に伴う議員改選について協議

議員選挙選任対策特別委員会を開催
本年度は、三原商工会議所
（以下：本所）の任期満了に
伴う議員改選期にあたるため、３月開催の議員総会にお
いて「議員選挙選任対策特別委員会」が設置されました。
４月26 日
（火）
に、第１回委員会を開催し、議員選挙に係
るスケジュール等について協議が行われました。
本特別委員会は、正副会頭・専務理事・五部会長・五
委員長の15名で構成しており、委員長には後藤和之副会
頭、副委員長に内海総務委員長が就任しました。
第1回委員会では、議員定数・議員会費の確認をはじめ、
議員選挙選任スケジュール等の確認が行われ、いずれも
承認されました。今後、順次手続きが進められることに
なります。
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商工会議所議員とは?!
商工会議所議員は、
会員の中から選ばれる「１号議員
（38
名）
」
、業種別の部会から選ばれる「２号議員
（26名）
」
、会
頭の推薦により選任される「３号議員
（11名）
」の75名で
構成されており、8月期以降、３号、２号、１号の順に
選任が進められ、11月より新体制をむかえるよう予定し
ています。
商工会議所議員は、国会・地方議員などとは違い給与
等はなく、逆に商工会議所に対し会費を収めながら地域
経済発展のために活動する商工会議所の意思決定機関で
ある「議員総会」を構成しています。

事業環境変化対応型支援事業
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専門家による窓口相談がスタート

本所では、新型コロナウイルス感染症等の影響や最低賃金引上げ、デジタル化、インボイス制度導入等の対応と
いった事業環境変化による影響を受ける中小・小規模事業者の経営相談に対応するため、相談員
（専門家）
による個
別相談を行います。伴走支援による課題解決を通じた雇用の維持と事業の継続が可能な環境を整備することを目的
に実施しますので、是非ご利用ください。

専門相談員
牧野恵美子氏（中小企業診断士）

出店和広氏（社会保険労務士）

毎週水曜日10:00～16:00
相談内容
新型コロナウイルス感染症等の影響
やデジタル化に伴う補助金等の相談

毎月第2木曜日13:00～16:00
相談内容
雇用調整助成金、最低賃金引上げ
等、雇用・労働関係の相談

【相談料無料】 お問い合わせ先
今
【2面】新入社員セミナー
【5面】新型コロナウイルス感染症に関する各種支援情報
【8面】第31回三原さつき祭り

アクセスしてください 三原商工会議所

URL

月

本所経営指導課（0848-62-6155）
の

内

容

【3面】YEG NEWS
【6面】三原商工会議所議員交替のお知らせ

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

【4面】経営支援GOOD
【7面】職場の簡単メンタルヘルス

E-mail

info@mhr-cci.or.jp
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新入社員教育セミナー開催

第５回浮城交流会（若手社員交流会）開催

～即戦力化を目指して！ビジネスマナーの基礎知識～

《グループワークで不安を解決！》

本所では、４月22日
（金）
に、
「実践
型！新入社員教育セミナー」を開催い
たしました。
（参加者10名）
講師に、桑
野麻衣氏をお招きし、社会人として必
要なビジネスにマナーについて、わか
りやすくお話いただきました。
ビジネスマナーとは、心を形
（表現）
にするもので、お互いに良いコミュニケーションを取り、
スムーズに仕事を進めていくための土台となります。
ビジネスマナーの重要性は、
「身だしなみ、表情
（笑顔）
、
挨拶、立ち居振る舞い、言葉づかい」が、接遇の５大要
素といわれています。
社会人になると「身だしなみ」は、様々な人とコミュ
ニケーションをとるうえで第一印象を作り出す重要なポ
イントになります。それは、相手に不快感を与えないた
めの配慮であり、年齢性別を問わず、誰に対しても好感
を意識することが第一印象を作り出すことにもつながり
ます。
また、実践では、名刺交換を行いました。名刺交換は、
原則、訪ねて行った側から渡します。頂いた名刺は名刺
入れの上へ置き、自分の名刺は下に置きます。このよう
な行動ひとつひとつが、学生時代とは異なり自分自身の
責任から組織の責任になり
ます。
参加者から、
「悩みや戸
惑っていたことが、セミナー
で実践をすることによって、
解決にむけた方法が見えて
きた」との声がありました。

本所総務委員会
(内海勝議委員長)
で は、 ４ 月22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５回浮城交流会
を新入社員教育セ
ミナーの講座の中に組込み開催しました。(参加者10名)
交流会は、３グループに分かれ、講師を交えたグルー
プワークを実施。働き始めて戸惑っていること、不安に
思うことを各自で書き出した後、グループで悩みを共有。
解決策について意見を出し合い、まとめの発表を行いま
した。
発表では、
「上司や先輩と
の人間関係への不安」を解決
するには「報連相を大事にす
ることで信頼を得る。分から
ないことは素直に聞く。自ら
コミュニケーションをとる。
」
等の意見が上がりました。最
後に、桑野氏から、
「与えら
れた役割が苦手な分野であっても、自分の可能性を発見
できるチャンスと捉えチャレンジしてみてください。
」な
どのアドバイスを頂き、参加者からは、
「様々な意見を聞
く事で不安要素が軽減され、自分の考えを深めることが
できた。
」
「異業種の方々の価値観を知り刺激になった。
」
など感想が寄せられ有意義な交流会となりました。

青 年 部 会

令和４年度通常会員総会開催

昨年に続き「不易流行」をスローガンに泉田会長のもと2年目の活動に取り組む
本所青年部会（泉田義博会長）は、４月18日（月）、
本所において、令和４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35名が参加しました。（内委任状16名）
総会では、令和３年度事業報告・収支決算、令和
４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。
また、泉田会長より相談役として竹野芳幸さん
（竹野八百屋）の選任の報告があり、今年開催の周年
事業のバックアップ等を担って頂く事になりました。

創立20周年記念事業を9月に開催予定！
創立20周年を迎えた青年部会は、感染症の影響
もあり記念事業を延期してきましたが、前年度より
委員会を設置し内容の検討を重ね、本年９月19日
に記念事業の開催を計画しています。「次代につな
がる取り組みとして20周年の節目となる記念事業
に期待している。」と赤利副会頭からも期待の言葉
が寄せられました。

泉田会長の挨拶
令和４年度のス
ローガンは昨年に
続 き「 不 易 流 行 」
で 取 り 組 み ま す。
このスローガンに
あわせ「様々な変
化が起きている現在、団結と学びをテーマに、経営者は時代
の変化に対応して経営を維持発展させる責任があることを認
識しておかなければなりません。自分たちが大切にしてきた
ものは何か、それを今どのように表現していくかを、YEG活
動で一緒に学びより良い自社を構築していきましょう。」と
挨拶を述べました。
各委員会・同好会の事業方針
スキルプロシード委員会では「まちゼミ」を、アップデー
ト経営委員会では「経営の勉強」、産学連携委員会では「市
内小学生との交流」、創立20周年事業実行委員会では、「周年
事業」に取り組みます。また空家利活用研究同好会では、引
き続き市内の空家の相談窓口事業を行っていきます。
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３月例会

「お子さんといっしょ」を開催
産学連携委員会
委員長 鹿林

和浩

３月28日、感染防止対策を取
りながら、産学連携委員会担当
例会『お子さんといっしょ』を会
員の子ども10名と開催しました。
出席者は、子どもたちにどんな仕事をしているか、何
を考えながらで働いているか、大切にしていることは何か
など、小学１年生から大学１年生まで幅広い年齢層に理
解してもらうため、画像を使いながら説明するなど事前に
準備され子どもたちが飽きない工夫をしてくれました。
途中「もぐもぐタイム」を設け、谷本農園さんにトマ
トを竹野八百屋さんにいちごを用意していただき、出席
者全員で食べました。
後半は２グループに分かれ、子どもたちが将来どんな
職業に就きたいかについて話し合ったり、お祭りについ
て一緒に考えたりしました。こちらからの問いかけにしっ
かりと答えてくれ、自分の想いをしっかり伝えてくれる
お子さんばかりであっという間に時間が過ぎていました。
令和４年度には、
『子どもさんが主催するお祭り』を企
画中です。
そのために子どもさんと一緒に、企画・仕入れ・資金
調達の準備段階を経て、祭りの開催、その後会計報告や
振り返りなどを学べる委員会を開催します。
その手始めとして、子どもたちに竹野八百屋のいちご
と谷本農園のトマトの違いを考えてもらう宿題をお願い
しました。どんな答えが帰ってくるか楽しみです。
子どもたちはこれから、大人に対して自分の意見をはっ
きり伝えることが求められ、就職活動においてはインター
ンシップが活用されている状況において、それらを経験
する前に楽しみながら様々なことを体験できる機会とな
ればと思っております。
どなたでも参加していた
だける活動にしていきます
ので参加をご希望される方
は商工会議所青年部会まで
ご連絡ください。お待ちし
ております。
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/
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Satsuki Letter
～女性部会から皆様へ～

広島県商工会議所女性会連合会
令和４年役員会にオンライン出席しました

会長 塚本 妙子
令和４年度が始動し１カ月。皆様いかがお過ごしでしょ
うか。世界情勢や新型コロナウイルスなど考えることもご
ざいますが、皆様の心と身体がお健やかで三原が発展し、
世界が平和でありますよう心から願っております。
私は、４月19日
（火）
ハイブリッド方式で開催された令和
４年度商工会議所女性会連合会役員会に出田副会長とと
もにオンラインで出席いたしました。
画面越しではございましたが、久しぶりに他の女性会
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を行い、有
意義な一時となりました。令和５年度県女性連総会開催
地が三原に決定し、１年後ではございますが、皆様を三
原にお迎えすることとなりました。三原の魅力を感じ、喜
んでいただけるよう準備も行って参ります。
また、今年度より当部会のグループLINEを作成し、部
会員同士の情報交換や交流
に役立てていきたいと存じ
ます。
コロナ禍で開きかけた部
会員同士の距離も一気に縮
まり喜んでおります。今後
ともどうぞよろしくお願い
いたします。
入会案内
女性部会では、会員を募集しております。
多くの皆様方のご入会をお待ちしております。
一緒に楽しく活動いたしましょう。
【申込・問合せ】事務局 實廣
（0848-62-6155）
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経営支援

GOOD!
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コロナだからこそ新しいことへチャレンジしていく

中華レストラン北京
〔代表者〕三好 祐嗣
〔住 所〕三原市宮浦4丁目6-26
〔ＴＥＬ〕0848-64-7241

宮浦で中華料理店を開業して38年。これま
では宴会需要も多く、店内営業がメインであっ
たが、コロナで状況が一変。それでも新しい
ことに前向きに挑戦されている原動力につい
てお聞きしました。

――宮浦にお店を構えて
38年だそうですね。中心
部から離れていても、多く
の常連のお客様に親しま
れていますね。今までを
振り返っていかがですか。
一言でいえばあっという間でした。25歳の時にこのお
店を開いてから、三原の企業や市民の方に支えていただ
き今日まで営業することができました。昔に比べると売
り上げは落ちていますが、それでもオードブルやテイク
アウト、最近では市役所でのお弁当販売もはじめ、新し
い分野にもチャレンジしています。
―― 新しいことへのチャレンジに不安はありませんでしたか？
不安がない訳ではないですが、やらずに状況が落ち込
んでいくのなら、やってみてダメならまた考えようとい
う感覚で始めてみました。お弁当販売は毎週金曜日に店
舗のランチ営業を閉めて販売に行くので、最初はどれだ
け仕込めばよいかも手探りでしたが、おかげさまで市役
所の職員の方や市民の方が毎週購入してくださり、今で
は日替わり弁当に何を入れるか考えるのが楽しいです。
――まずはやってみるという考え方が素晴らしいですね。
補助金も何度か申請
し、店舗の改装や厨房機
器の更新、FMみはらで
オードブルの広告も出せ
ました。申請書を作成し
ている最中は諦めようか
なと何度も思ったりもし
ましたが、商工会議所さんが丁寧にアドバイスしていた
だいたおかげで、今ではやって良かったと思っています。
今までの環境を変えることは簡単な事ではありませんが、
店舗や厨房も老朽化してきて課題が明確だったので、あ
とは自分の覚悟次第でした。
―― 補助事業を実施され、その効果として実際に売り上げに
直結されていますね。厨房機器が更新でき、テイクアウトや
オードブルの製造能力が高まったので、ウィズコロナでも活
きてきますね。

―― 他にも新しいことにチャレンジしようとお考えだそうで
すね。
今まではあまりイベントなどには出店したことがな
かったのですが、市役所でのお弁当販売が思いのほか反
響があり、イベントでランチボックスを販売したりして
も面白いかなと考えています。通常のお弁当は、プラス
チックの容器で販売していますが、イベントの時はお洒
落なボックスタイプの紙容器を使ってみたり、見た目に
もこだわってみようかと計画中です。
――コロナだからと言って受け身ではなく、これまでの
営業で培ったスキルを活かして販路開拓やプロモーショ
ンに取り組まれる姿勢は大事です。
コロナもいつかは終息すると思いますが、だからと言っ
てコロナ前の状況に戻るとは思えません。外に出ていく
ことは、人との繋がりや新しい出会いが増えるきっかけ
になります。今は、情報化社会ですが、これからの時代
も人と人との関りは多い方が良いのは間違いありません。
いろんな方との出会いを大切にしていきたいです。
――ありがとうございました。最後に一言お願いします。
三原で長年営業を続けられて、とてもありがたい気持
ちです。家族３人とパート１人で切り盛りしている当店
ですが、これからも地元で愛され続ける店づくりに取り
組んでいきます。
聞き手：本所 経営指導員 星野 佑介
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小規模事業者持続化補助金
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5 月 定 期 相 談 会
ご予約・ご相談は三原商工会議所へ

一般型

☎0848-62-6155

小規模事業者が作成した経営計画に沿って行う販路開拓の取組
等を一部補助するものです。
【補助対象者】 小規模事業者
商業・サービス業：従業員数５名以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業・製造業・その他
：従業員数20名以下
【補助上限】
［通常枠］050万円  ［賃金引上げ枠］200万円
［卒業枠］200万円  ［後継者支援枠］200万円
［創業枠］200万円  ［インボイス枠］100万円
【補助率】 2/3（賃金引上げ枠のうち赤字事業者については3/4）
【活用例】
店舗改装や改修、自社HPの製作、新たなチラシの作成 等
【公募スケジュール】
第 8 回：2022年 ６月３日（金）
第 9 回：2022年 ９月中旬
第10回：2022年 12月上旬
第11回：2023年 ２月下旬
詳しくはこちら▶

本所では各種経営相談に応じています。秘密
厳守、相談無料となっておりますので、お気軽
にご利用ください。
相談内容

相談日

相談員

金 融・税 務・
毎日
創 業 ・ 経 営 に （土日祝除く） 本所経営指導員
関 す る 相 談
8時半～17時
経

営

相

談

11日
（水）
10時～16時

中小企業診断士

雇
関

用
係

労
相

働
談

12日
（木）
13時～16時

社会保険労務士

事業承継・M&A

18日
（水）
13時～17時

広島県事業引継
ぎ支援センター

知 的 財 産
（特許・実用新案・
意匠・商標）

26日
（木）
13時～17時

（一社）
広島県発明協会

ご相談・ご予約は
本所経営指導課
（0848-62-6155）
まで

新型コロナウイルス感染症に関する各種支援情報 （3/30時点）
三原市中小事業者固定費支援金

まん延防止等重点措置等に伴う外出自粛等の影響により、売上げが減少した市内の中小事業者
（個人事業主を含
む）
に対して、家賃等の固定費負担を軽減するために支援金を支給します。
◦申請期間 2022年４月１日～８月31日
◦支 援 額 １事業所あたり５万円 ※国の「事業復活支援金」を受給していること
◦お問合せ 三原市役所 商工振興課 事務局 ☎0848-67-6072

事 業 復 活 支 援 金（国）

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 ２月分：2022年３月１日～４月30日 ３月分：2022年４月１日～５月31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 「広島県感染症拡大防止協力支援金」の
◦お問合せ 頑張る中小事業者月次支援金センター ☎082-248-6853
対象者は同じ月次においては対象外です

商工みはら
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三原商工会議所

議 員交代の
お知らせ
この度、新たに議員に
就任されましたのでお
知らせいたします。

㈱三原国際ホテル
取締役総支配人

㈱フジフジグラン三原
店長

池田興業㈱三原支店
支店長

三菱重工業㈱三原製作所
所長

土井 智清（2号議員） 川村 保文（2号議員） 池田 智則（1号議員） 中谷 寿彦（3号議員）

商工会議所会員限定で聴講いただけます！

チラシのダウンロードは
こちらから

日本商工会議所 創立100周年記念事業
オンライン記念講演会 5月27日
（金）
配信

「中小企業こそ世界で稼ぐ」

㈱ファーストリテーリング

代表取締役会長兼社長

三原市の景気観測調査

柳井 正 氏

令和４年３月期

まん延防止等重点措置の発令による行動制限の影響により、大きなブレーキがかかっています。
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みられます。
三原商工会議所管内の事業所110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: 全業種の３月の景況をみると、
（全業種）
DI（
「良
い」－「悪い」
）
は▲30.7となり、前期12月調査結果
の▲18.2から12.5ポイント下向きました。
■製造業：製造業全体の３月期のDI値は▲29.7となり、
前期12月期調査結果の▲23.7から6.0ポイント下向き
ました。
■非製造業：非製造業全体の３月期のDI値は▲31.4と
なり、前期９月期調査結果の▲14.0から17.4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

過去１年の景況ＤＩの推移
（三原）

0.0
5.0

総合

10.0

非製造業

20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0

R3.3月

6月

景況ＤＩ R.3.3月
総
合 ▲ 36.3
製 造 業 ▲ 25.6
非製造業 ▲ 44.2

6月
▲ 30.5
▲ 20.0
▲ 38.2

9月

9月
▲ 42.9
▲ 37.8
▲ 46.3

12月

12月
▲ 18.2
▲ 23.7
▲ 14.0

R4.3月

R4.3月
▲ 30.7
▲ 29.7
▲ 31.4

『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

15.0

三原市本町3丁目15−7
TEL64−8383
ヤッサヤッサ

商工みはら
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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。

令和4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16日
（月）
（振替指定日５月15日が日曜日のため）
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

商工みはら
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第31回三原さつき祭り

最新の情報はこちら

３年ぶりに三原さつき祭りを開催します。
今年は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
いつも
と違うイベントの内容で開催期間を設けて行います。
ご自宅やお店、
ポポロで三原さつき祭りをお楽しみください。
皆さんのご参加をお待ちしております♪

さつきステージ テレビ放映

さつきぬりえ ＆ さつき鉢植え展示

日 に ち：2022 年 5 月 28日
（土）14 時〜
放送媒体：三原テレビ・三原テレビ YouTube チャンネル
後日、三原さつき祭りHP にて配信
出演団体：三原さつき祭りHP にて発表
ダンスや歌、演奏グループなどによるステージ発表の
様子を事前収録し、三原テレビなどで放送します。
出演するのは、これまでさつき祭りでステージを盛り
上げてくださったグループの皆様です。
エンディングには、さつきシールラリーの当選者発表
があるのでお楽しみに♪
三原市内で活動している団体の発表の場ですので、是
非ご覧いただき、みんなで盛り上がりましょう！

展示期間：2022 年 5 月 23日
（月）
〜 5 月 28日
（土）
※さつき鉢植えは 5 月 28日
（土）
のみ
展示場所：三原市文化芸術センターポポロ ホワイエ
三原さつき祭りマスコットキャラクター「さっきー」
をメインにしたぬりえを、三原市
内の幼稚園・保育園・こども園の
みなさんにご協力いただきまし
た。さつき鉢植えは、愛好家の皆
様にご披露いただきます。
是非、さつきが咲く三原市芸術
文化センターポポロに足をお運び
ください。

飲食店応援！さつきシールラリー
開催期間：2022年4月29日（金）〜5月28日
（土）12時まで
対象店舗：三原市内 32店舗 詳細はさつきシールラリー台紙、三原さつき祭りHPに記載
応募箱設置期間：5月16日（月）〜5月28日（土）12時まで
応募箱設置場所：三原市芸術文化センターポポロ ホワイエ
台紙配布場所：各協賛店舗、三原市芸術文化センターポポロ、道の駅みはら神明の里、
JR三原駅
三原市内の飲食店の応援や三原市内を盛り上げるためシールラリーを開催します。さつき
シールラリー協賛の飲食店などで飲食やお買い物をすると、 店舗につき 枚シールを差し上げ
ます。３店舗分のシールを集めたら抽選会に参加可能です。協賛各店や公共施設などで配布し
ているシールラリーシートにシールを貼り付け、必要事項を記入の上、応募箱にお入れください。
抽選で20名様にゲーム機や折りたたみ自転車など、大人も子どもも当たってうれしい景品を
準備しています！
食べてワクワク・抽選でドキドキの楽しい時を過ごしましょう…♪

ご不明な点がありましたらお問い合わせください

小規模事業者
の資金調達を
支援します！！

無担保・無保証人・低金利

マル経

お問合せ

三原さつき祭り実行委員会事務局（三原商工会議所内）
TEL：0848-62-6155 FAX：0848-62-5900

0.5％の利子補給が
受けられます

新入職員紹介

融資制度

本所では、５月
１日付けで下記の
職員を採用しまし
た。
何卒、よろしく
お願いいたします。

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３年８月１日現在
資金用途

返済期間
融資限度額
金
利
７年以内
運転資金
1.21％
（据置１年以内） 2,000万円
※
1
,500万円を超える場合は、
※
0
.5％の利子補給で実質
10年以内
設備資金
一定の要件があります。
年利率0.71％（３年間）
（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

総務管理課

石田 詩歩

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

