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第47回三原やっさ祭り

３年ぶりのやっさ祭り賑わい！感染症対策を講じた安心安全なお祭りを開催
３年ぶりの開催となった三原やっさ祭りは、８月12日と13日
にやっさ踊り、14日に花火大会を開催しました。
コロナ禍でも安心安全にできるお祭りをめざして、踊り手や
観客の皆様には様々な制限をお願いしての開催となりしたが、
やっさ祭りを元気に開催することで、市内外に元気な三原をPR
することができました。
12日は午後からステージイベントが行われ、多くのご来賓を
お迎えして開幕式が行われました。メインとなるやっさ踊りに
は、子どもやっさ５チーム約400人、正調やっさ９チーム約250
人が参加。13日も午後からのステージイベントに続いて、やっ
さ踊りには17チーム約400人が参加して、３年振りのやっさ踊り
を楽しみました。

やっさ花火フェスタ
フィナーレを飾るやっさ花火フェスタは約
6000発の花火が三原の夜空を彩りました。
今年から打ち上げ場所を変更して、沼田川
中土手からの打ち上
げにより、市内中心
部からも花火を観覧
することができ、多
くの方に楽しんでい
ただけました。

第47回三原やっさ祭り実行委員会
実行委員長 野竹 正通

やっさ大賞チーム

ご協賛いただきました事業所の皆様と、コロナ感染
対策に多くのご協力をいただきました皆様に感謝申し
上げます。
３年ぶりの開催ということで感慨深い思いがありましたが、来年は
より盛大に開催できることを願っておりますので、引き続きご協力を
よろしくお願い申し上げます。

やっさ祭り
３日間の
観客動員数

【子どもやっさ大賞】南小レッドスターズ
【金 曜 や っ さ 大 賞】三原二之丸会
【土 曜 や っ さ 大 賞】三原二之丸会

12日：のべ6,000人
13日：のべ10,000人
14日：のべ5,000人
（花火3,500人）

今月の内容
【2面】第９回常議員会
【5面】各種支援金・補助金情報
【8面】会員さんこんにちは

アクセスしてください 三原商工会議所

今

月

の

内

容

【3面】YEGNEWS
【6面】三原市中小企業優良従業員表彰

URL

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

【4面】経営支援GOOD
【7面】職場で簡単メンタルヘルス

E-mail

info@mhr-cci.or.jp
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商工みはら

第9回 常議員会

第28期 3号議員選任
3号議員
３号議員は、会頭が常議員会の同意を経て
選任する議員です。
（定数11名）
８月18日
（木）
開催の常議員会の決議により、
次の通り３号議員が選任されました。
イオンリテール株式会社イオン三原店
今治造船株式会社広島工場
山陽建設株式会社

三原商工会議所議員は、令和４年10月31日をもって任
期が満了になり、改選となります。
このため、６月から10月にかけて新議員の選出を行っ
ています。商工会議所議員は、商工業者を代表して、商
工会議所の事業運営に関与し、地区内における商工業の
総合的な改善発達を図る事業の推進役となって、地域に
おける商工業の振興と地域社会の発展にご尽力いただく
重要な役割を担っています。
三原商工会議所議員の任期は３年で、次期は第28期と
なり、任期は令和４年11月１日から令和７年10月31日ま
でになります。

しまなみ信用金庫
株式会社醉心山根本店
株式会社中国銀行三原支店
株式会社ＤＮＰファインオプトロニクス
株式会社広島銀行三原支店
株式会社古川製作所
三菱重工業株式会社三原製作所
株式会社やまみ

サービス部会

セミナー

「インスタグラムで自店を宣伝しよう！」
本所サービス部会では、７月26日（火）、８月９日
（火）の全２回シリーズで「SNSでの発信術を身につけよ
う！」と題して、参加者がSNSを気軽に発信できる宣伝
ツールとして確立することを目的に、サービス業向けの
インスタグラム活用セミナーを開催しました。
（参加者11
名）
講師に、合同会社ＬＩＭ 代表 山下ミカ氏を招き、SNS
を発信する際に添付する写真や動画撮影時のコツ、テキ
ストを書く際のポイントなどをワークショップ形式でご
講演いただきました。初対面の方々ばかりでしたが、３
〜４人のグループを組んで動画撮影を行った際には、和
気あいあいとお互いの自己紹介動画の撮影をされており、
楽しみながらSNSを発信するためのスキルを学ばれてい
ました。
受講者対象のアンケートでは、
「個別にご相談に乗って

いただける時間があり、その際に親切に詳しく教えてい
ただけた。
」
「とてもいいヒントをいただきました。
」と参
加者からご感想をいただきました。
今後も参加者の方に喜ばれるセミナーを企画いたしま
すので、ご希望がありましたら是非ご意見をお寄せくだ
さい。
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～創立20周年記念式典・記念講演会開催！～
委員長
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創立20周年事業実行委員会

中野 辰悟

いよいよ９月19日
（月）
に、三原商工
会議所青年部会の創立20周年記念式
典及び記念講演会を開催いたします。
私が創立20周年事業実行委員会の
委員長に就任してから、およそ１年半の月日が経過しま
した。当初、記念事業として何をするのか？は全く決
まっておらず、まずは泉田会長、中本副委員長と共に、
事業テーマを確認するところから始まりました。団結と
学びをテーマとし、それを具現化するにはどういった事
業にすべきか。会員の意見を参考にしながら、組み立て
て参りました。途中、新型コロナウイルス感染拡大の影
響もあり、開催自体が危ぶまれる場面もありましたが、
何とか無事に当日を迎えられそうで、少しだけホッとし
ています。
こうしてこの度、20周年記念事業を開催できるのも、
三原YEGの礎を築いてくださった偉大な先輩方、いつも
陰で支えてくださる事務局の皆さん、毎日会員を支えて
くれる家族の助けがあってこそのものだと感じています。
感謝の気持ちを持って、私たち自身も、次の10年へと
このバトンを繋いでいけるよう、より一層の自覚を持っ
て活動を続けていこうと考えています。
多くの学びや新しい視点を得ることができ、生涯付き
合える仲間もできる。そんな三原YEGで、私たちと一緒
にこれからの10年を歩んでみませんか？

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/

令和4年度会費・特定商工業者負担金 ９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、９月期の口座振替を指定されている事業所の皆様へ、８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、９月16日
（金）
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月に送付しておりますので、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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経営支援

GOOD!
Vol.14

時代の変化に対応するために
居酒屋からとんかつ屋へリニューアルオープン

㈱エスワングループ
（S1Group.Co.LTD.）
〔代表者〕小泉 槙一郎
〔住 所〕三原市宮浦5-6-21
（とんかつ 福まる）
〔ＴＥＬ〕0848-38-2904
■小泉さんが三原商工会議所へ相談されたきっかけは
現在、尾道市に店を構える「Restaurant ONOMICHI
LESPOIR du CAFÉ」
の前身である欧風料理レストランを、
当社が 1987年に三原市でオープンしてから35年目を迎
えることができました。また、三原市では「よいえびす」
や「SAKANAZA」などを立ち上げ、尾道市にも様々な
飲食店をオープンしてきました。
しかし、新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、
飲食業界として大ダメージを受けました。その際、給付
金等でお世話になった星野課長に、
「よいえびす」の今後
について相談してみました。
■相談内容について
「よいえびす」はオープンしてから25年目を迎え、地
元の皆様からの評判も良かったのですが、新型コロナウ
イルスの影響は長期化していくと予想し、飲食店として
生き残っていくためには、居酒屋より定食屋としての需
要があると考
え、とんかつ
屋
（定 食 屋）に
業態変更する
相談をしまし
た。

■具体的な取り組みについて
まずは、内装や外装をリフォームすることにしました。
現在の福まるは、老若男女問わず、お子様連れでも気軽
にお越しいただけるような雰囲気にすることを心がけま
した。
さらに、ホームページも新しく作成し、テイクアウト
メニューも値段や実際の画像を貼り付けることで、電話
注文をする際に分かりやすく閲覧することができます。
そして現メニューは、今後お客様のニーズを考慮のう
え季節メニューの他、楽しいメニューに発展・変化させ
ていく予定です。

三原市だけでなく尾道市でも多数の飲食店
を出店されている小泉さんに、宮浦にあった
居酒屋の元「よいえびす」の場所をとんかつ
屋「福まる」としてリニューアルオープンし
たことについて話をお聞きしました。

■特徴やこだわりについて
福まるのとんかつ定食は、オーダーが入ってからすべ
ての作業を行います。また、〆をお出汁でサラっと楽し
める『出汁茶漬け』のポットが常時付くスタイルです。
当店では「トリュフ塩、オリーブオイル、もみじおろし、
特製ソース」で味を楽しむことができ、最後にひときれ
を残してご飯にのせ、お出汁をかけてとんかつ茶漬けに
して〆ていただくという新しい食べ方がポイントです。
素材にこだわったお肉をはじめ、独自開発をしたパン
粉やドレッシング、ソースを使用しており、なかでも〆
のお出汁は食材にこだわって作り、柚子が香る、うま味
凝縮の出汁茶漬けを味わうことができます。
■今後の展開は
「よいえびす」をどこかに移転オープンという形で再開
したいと考えていますが、今はこの「とんかつ福まる」
を皆さんに知っていただきたいと思っています。
リニューアルオープンして間もないですが、内装もきれ
いに改築し、リーズナブルでとても良い雰囲気のお店と
なっておりますので、ぜひ足を運んでみてください。

聞き手：本所 経営指導員

星野 佑介
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各 種 支 援 金・補 助 金 等 情 報
締切

令和４年９月30日（金）
※当日消印有効

条件Ａ

国の「事業復活支援金」の給付または市の
「中小事業者固定費支援金」の支給を受けてい
ること

条件Ｂ

◦お問合せ

令和４年４月から令和４年６月のいずれかの
月の売上が、平成31年から令和３年の任意の
年の同月の売上と比較して30％以上減少して
いる者

三原市商工振興課 ☎0848-67-6072

第３回：令和４年 ９ 月 １ 日～
令和４年10月31日

締切

補 アフターコロナ対応経営革新推進事業
○

新事業展開
（デジタル化を含む）
などを
図るための設備投資や、人材育成、販路
開拓などに取り組む経営革新計画を新た
に作成し、承認を受けた事業者に対し
て、経費の一部を補助します。
◦対象者
新事業展開（デジタル化を含む）などを図るための
設備投資や、人材育成、販路開拓などに取り組む経
営革新計画の承認を受けている事業者
（30社程度）
※補助金申請には、経営革新計画の承認を受けてい
ることが必要となります。
◦お問い合せ
広島県中小企業団体中央会
「アフターコロナ対応経営革新推進事業補助金窓口」
☎082-228-0926

9 月 定 期 相 談 会

支 支援策
○
補 補助金
○

支 三原市中小事業者負担軽減支援金
○
（市）

◦対象者
１．市内に本店
（個人事業主の場合は居住地）
及び事業
所
（店舗）
がある中小法人・個人事業主
２．右記の【条件A】又は【条件B】のいずれかに該当
すること

締切
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令和４年11月30日（水）必着

補 経営革新再チャレンジ応援補助金
○

新型コロナウイルス感染症やウクライ
ナ情勢の緊迫化等による原油価格・物価
高騰を受け業況が厳しい中、県から経営
革新計画の変更の承認を受けて、新事業
展開などに取り組む意欲的な事業者を支援すること
で、経営基盤の強化を図り、地域経済の活性化を図
ることを目的とした公募を開始します。
詳しくはホームページをご覧ください。
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/75/saichallenge-keiei.html
◦お問い合せ
広島県商工労働局経営革新課経営支援グループ
☎082-513-3370

ご相談・ご予約は本所経営指導課
（0848-62-6155）
まで

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

金融・税務・創業・経営に関する相談

毎日
（土日祝除く） 8時半～17時

相 談 員
本所経営指導員

７日、14日、21日、28日 各水曜日 10時～16時 中小企業診断士

経営相談
雇用労働関係相談

８日
（木） 13時～16時

社会保険労務士

事業承継・M&A

21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）

29日
（木） 13時～17時

ご相談・ご予約は

（一社）
広島県発明協会

本所経営指導課（0848-62-6155）
まで
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三原市男女共同参画社会づくり表彰
候補者の募集について
男女共同参画社会の推進を積極的に実施している事業者・個人・団体・教育に携
わる人を対象に募集します。
（自薦・他薦は問いません）
表彰された場合は、広報、HP等に公表、掲載します。男女がともに働きやすい職 令和３年度は、三原テレビ放送株式会社、
場環境の企業PRにお役立てください。
社会福祉法人本郷福祉会が表彰されました!
■表彰件数 ５件以内
― 事業者の取組みの具体例 ―
■選
考 男女共同参画審議会で審査
■表
彰
式 令和４年12月開催予定
◦育児・介護を行いながら仕事を続けられるように、休
■応募方法 ９月１日
（木）
～10月７日(金)までに、応募
暇制度や再雇用制度を導入・活用している
用紙を人権推進課へ持参・郵送・FAX・電
◦女性の採用拡大、管理職登用を行っている など
子メールで送付
■お問合せ・お申込み
三原市生活環境部人権推進課 〒723-8601 三原市港町三丁目５番１号 三原市役所３階
電話：0848-67-6044 FAX：0848-64-4103 Email:jinken@city.mihara.hiroshima.jp
HP：https://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/22/

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。

選ぶなら
身近な良いもの
ひろしま製品

三原郷心会
三原郷心会 会長 赤利 俊彦

西菓子舗

三原市本町 3-15-7
TEL.64-8383

〒723-8555
三 原 市 皆 実 ４ - ８ -１
三原商工会議所ビル２階
TEL 0 8 4 8 - 6 7 - 8 3 0 0
FAX 0 8 4 8 - 6 7 - 8 3 0 2

三原郷心会新規会員募集中！！
郷心会は「自動車産業を中心として郷土産業の
振興を図ること」を目的としています。

商工みはら

8 令和4年9月1日発行

りばぶる（抗菌・抗ウイルスコーティング）

代表 平林 啓助 さん

■企業紹介
創業は令和４年
６月。
「光触媒」を
あらゆる場所、モ
ノにコーティング
する仕事を行って
います。
「光触媒」とは、
新型コロナウイル
スをはじめとする
花 粉 やPM2.5な ど
の有害物質を、抗菌・抗ウイルス・分解でき、３～５年
の長期間対策をすることができます。また、
「光触媒」は、
性質として「防カビ・防臭・防汚・超親水」の効果があ
ります。カビ、臭い、汚れも元は有害物質なので、分解
作用で防ぐことが可能になり、場所やモノの耐用年数を
大幅に伸ばすことができます。
主に用途の違う３種類のコーティング剤を用いて多く
のお客様に提供してまいりますので、詳しく知りたい方
はホームページをご覧ください。
■こだわり、心掛けていること
お客様によりご要望は様々です。その中でお客様の

住 所：三原市宗郷4丁目6-1-306
TEL・FAX：0848-88-2878
ＵＲＬ：https://nanosolution.jp/livable/
営業時間：9：00～18：00
定休日：不定休（全日お客様対応可能）

ニーズに寄り添いながら対策しておいたほうが良い場所
もしっかり提案させていただきます。施工前にはルミテ
スターという菌やウイルス、汚れなどを数値で見ること
のできる機械を用いて施工前、施工後を数値で確認して
いただき、施工したことによるメリットを必ず感じてい
ただけるよう尽力しています。
■最後に
新型コロナウイルス発生から生活が大きく変わった世
の中。日々の生活もかなり過ごしにくい社会に様変わり
していることと思います。これから先の未来は、光触媒
コーティングを用いて「過ごしやすく安心して暮らせる
社会」
、
「住み心地良く
安心して日常生活を送
ることのできる空間」
を作ることを目標に、
生まれ育った地元の三
原市に貢献できるよう
精進いたします。

本所LINEアカウント
友達登録キャンペーン開始!!
キャンペーン期間

令和4年9月1日
（木）
～10月31日
（月）

上記のキャンペーン期間中に、本所LINEアカウントを友達登録
していただき、アカウントLINEからアンケートにお答えいただい
た方の中から、抽選で20名様にプレゼントをお送りします！
本所LINEでは、経営に役立つ情報や各種支援情報、セミナーな
どについて発信しています。まだ登録されていない方は、この機
会にぜひ友達登録をお願いいたします！

情 報 発 信
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。
ぜひ、ご覧ください。
発行所／三原商工会議所

商工みはら ホームページ

本所LINEアカウント
QRコード

秋

令和４年９月21日
（水）
～９月30日
（金）

までの10日間

の交通安全運動

～ 事故にあわない おこさない ～

横断歩道では
必ず安全確認しよう！

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

