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第28期三原商工会議所議員改選
第27期三原商工会議所議員改選 ２号議員選任
三原商工会議所
（以下「本所」
）
の議員は、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、
８月から10月にかけて常議員会、
部会総会を開催し、
新議員の選任を行っています。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。
２号議員
（定数26名）
は、部会から選出され、各業界の代表となる議員です。本所は５つの部会を設けており、８
月25日
（木）
から９月12日
（月）
までに各部会総会を開催し、次の方が選任されました。
（各部会の２号議員の定数は、
会員数と会費口数を按分し決定します。
）
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日本商工会議所「創立100周年記念式典」開催
令和４年９月16日
（金）
、東京国際フォーラムにおいて
日本商工会議所創立100周年記念式典が開催されました。
本所からは森光会頭と平野専務理事が出席。天皇陛下、
岸田首相はじめ多数の来賓をお迎えし、全国から多くの
商工会議所会頭が出席されました。天皇陛下からは心に
深く沁みる温かい御言葉を賜りました。
式典は、全国の商工会議所関係者全員が、次の100年
に向けて、自己変革に果敢に挑戦する中小企業を支援し、
地域経済ひいては日本経済の成長・発展に貢献していく
決意を新たにした大変意義深いものとなりました。
わが国最初の商工会議所である「商法会議所」は1878
年に東京、大阪、神戸で設立され、その後、全国の主要
都市に相次いで設立された商業会議所がその連合体とし
て「商業会議所連合会」を結成。そして1922年(大正11年)
今
【2面】第6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

月

６月に商業会議所連合会を改編し、常設の機構・事務局
を持つ「日本商工会議所」が誕生しました。現在は、全
国515商工会議所の擁する会員数は123万人。各地の商工
会議所は、その地区内の商工業の発展のために地域に根
ざした独自の事業を積極果敢に展開しています。

の

内

容

【3面】YEGNEWS
【6面】道の駅みはら神明の里駅長便

アクセスしてください 三原商工会議所

URL

【4面】経営支援GOOD
【7面】中小企業119専門家派遣事業のご案内

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

E-mail

info@mhr-cci.or.jp
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運輸車輌部会「講演会」
～自動車産業に起こる大改革と、その対応について～
本所運輸車輛部会
（田中綜一部会長）では、
講師に(公財)ひろしま産業振興機構 カーテ
クノロジー革新センター 常務理事
（カーテク
ノロジー革新担当）
の長光寛晋氏をお迎えし、
カーボンニュートラルやクルマのDXなど自
動車業界が大変革期を迎える中、業界の取組
みについてご講演いただきました。
自動車は
「Connected
（接続性）
「
」Autonomous
（自動運転）
」
「Shared & Services（ 共 有 ）
」
「Electric（電動化）
」この４つを包括的に提供
することで業界が一変するといわれており、
頭文字をとって「CASE」と呼ばれています。
CASEモビリティは、2030年～2050年頃に
かけて実現されると言われており、自動車メーカーだけ
でなくサプライヤも含めて「CASE」に対応しないと世
界の競争に勝てないとされています。従って、各企業は
「CASE」
「MaaS」の変化の中で、研究開発力を高め、戦

う領域を定め企業拡大や転換を行う。培った技術を生か
す部分とIT技術等新しい技術を取り入れ自動車のスマホ
化や災害時等に役立つ機能など新しい価値の創造が急務
であるとお話しいただきました。

広 島 み は ら プ リ ン

47種類が載った小冊子『おでかけプリン』完成＆スタンプラリーイベント開催
広島みはらプリンプロジェクト実行委員会
（会長：本
所森光会頭）は、認定広島みはらプリン47種類の情報が
ギュッと詰まった小冊子「おでかけプリンvol1.0」を発行
しました。
現在、58種類が認定されていますが、本冊子は７月
末時点で認定された47種類の広島みはらプリンの価格・
使用されている三原の食材・商品の特徴・販売店情報・
MAPなどが掲載された全10ページで構成されています。
冊子の発行の経緯として、
「広島みはらプリンはどこで
買えるの？」というお声を多くいただくようになり、HP
での情報掲載にくわえ、すぐに見ることが出来て、保存
もしやすい紙媒体のニーズの高まりを受けたことがきっ
かけです。今後も認定プリンが増えていくことが予想さ
れるため、半年に１度
のペースで更新をして
いく予定です。
是非、手に取ってい
ただき、お気に入りの
広島みはらプリンを探
してみてください。

また、10月14日
（金）～12月18日
（日）
の期間で、LINEを
使ったデジタルスタンプラリーイベントを実施します。
期間中、広島みはらプリンの一部の参加店舗でプリン
を飲食または購入すると、LINE上でスタンプが貯まり、
スタンプを４つ集めると、次回参加店舗で1,000円以上の
お買い物の際に使用で
きる100円引きクーポ
ンの発行や、５つ集め
るとオリジナルエプロ
ンの応募ができるなど
のお得な企画となって
います。
参加店舗等の詳細に
ついては、広島みはら
プリンのHPで10月４
日に公開予定です。こ
の機会に色々なお店を
巡ってそれぞれのこだ
わりのプリンを楽しん
でください。
このポスターが目印➡
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
〒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。
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～「創立20周年記念式典・講演会」台風の影響により一時中止 延期開催を予定しています ～
創立20周年事業実行委員会
委員長

中野 辰悟

台風14号の影響により、ご参加される皆様の安全を確
保することが難しいことから９月19日に開催を予定して
いました「創立20周年記念式典・講演会」につきまして、
中止とさせていただく運びとなりました。
記念式典ならびに講演会のご参加を楽しみに予定して
いた方々には大変ご迷惑をおかけしましたことをお詫び申
し上げます。
新型コロナウイルスに続き、天候の影響など様々な要

因により行事が中止になることが多々ございますが、これ
も貴重な経験だと思っています。
本所青年部会では、様々な委員会・同好会を立ち上げ、
経営に必要なことや大切なことを学んでいますので、こう
いった経験を糧に精進していければと考えています。
また、記念式典・講演会を行うことになれば、より一層
皆様のご期待に応えるよう努力してまいりますので、これ
からも温かい目で見守っていただければ幸いです。なお、
今後の状況を鑑み、開催予定が決まりましたら改めてHP
等でお知らせいたします。
何卒ご理解の程、宜しくお願い申し上げます。
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/

ひろしま夢ぷらざで『三原特産品フェア』開催
本所観光・交通委員会（上田隆政委
員長）では、三原臨空商工会と協力し、
９月７日
（水）
～９月20日
（火）
の期間中、
広島市中区本通にある広島県アンテナ
ショップ「ひろしま夢ぷらざ」におい
て、三原市内の特産品を集めた「三原
特産品フェア」を開催しました。
本所からは会員事業所11社(商品55種
類)が出展し、三原の名物である各種た
こ製品、饅頭、煎餅などの定番商品や、
工芸品など多くの品々を展示委託販売
し、三原の特産品を広くPRしました。
来年も同時期に開催する予定ですの
で、是非、貴社商品PRや販売促進、販
路拡大にご活用ください。



現地出店者の声

㈱アデーシャン

田尻 香里さん

昨年は、期間に合わせて店内販売をお願いしましたが、今年は、店頭
販売に参加いたしました。
弊社の代名詞であるバターケーキ「アデーシャン」と広島みはらプリ
ンの「だるまのおやつプリン」を販売・完売いたしました。昨年までの
状況をお伺いしていたのですが、ひろしま夢プ
ラザが、ちょうど「三原特産品フェア」の初日
にリニューアルオープンしたこともあってか、
コロナが落着きつつあるのか、お客様も戻って
きたような感じを受けました。
今回、初めての出店でしたが、お客様の反
応を肌で感じることができました。夢プラザ
は、実証実験もできる場所ですので、皆様もご
利用されてみてはいかがでしょうか？

商工みはら
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経営支援

創業にあたり商工会議所で情報収集

GOOD!
Vol.15

や ま くじら

ジビエ&カフェ山鯨

〔代表者〕孝田 鈴香 さん
〔住 所〕大和町大草75-28 果実の森公園内
〔ＴＥＬ〕0847-34-0005
■お店について
５年以上空き店舗だった果実の森公園内の元レストラ
ンを利用して開業しました。市内で春にあったイベント
で、果実の森を運営されている会社の原田社長さんと出
会い、出店してみてはどうか？とのお誘いいただきまし
た。
ジビエレストランとして、三原市や世羅町、庄原市か
ら仕入れる県内産のイノシシ肉が入ったうどんやカレー、
焼き肉などを提供しています。
■店名の「山鯨」の由来は
山鯨とはイノシシのことで、ジビエをメニューの軸に
しているからです。イノシシの肉は、豚肉よりも濃厚な
のにさっぱりとした味わいで、甘くとろける脂身と赤身
の旨味が絶妙にマッチしています。仕入れ先の肉は、熟
練の技術で丁寧に下処理されているので、獣臭さはなく
肉はとっても柔らかく絶品です。苦手意識がある人にも、
是非試してシシ肉の美味しさに巡りあっていただきたい
です。

しし肉カレー

しし焼肉

■なぜジビエ
昔TVで放送された、ぼたん鍋のお店に家族で行こうと
いう事になり、その時食べたぼたん鍋でイノシシの肉の
おいしさの虜になりました。イノシシの肉は、高タンパ
クで低カロリーな食材で、コラーゲンも多く含まれてお
り、美容効果もあります。そんなイノシシの魅力を皆様
に知ってもらいたいと思い、３年前から地域のイベント
や道の駅などにブースを出店してきました。
個人的には熊肉が好きなのですが、県内産はないので
残念です。今後は鹿肉も提供できればと思い試行錯誤し
ています。
その他、かつおだしベースの釜玉うどんも、黄金比を
探し当てたので、絶品です。是非ご賞味ください。

三原市大和町の観光農園「果実の森公園」に、
県内産のイノシシを楽しめるジビエレストラ
ン「山鯨」を９月８日よりオープンされると
いうことで、本所尾田経営指導員が話を伺っ
てきました。

うどん全部のせ

しし肉うどん

■三原商工会議所とのかかわり
三原商工会議所は、以前より道の駅などへイベント出
店していく流れの中で、情報収集などに役立つと思い、
特別会員になっていました。このたび開業するにあたり、
補助金や各種申請書について会議所に相談しに行きアド
バイスを受けながら、手続きを進めました。
事業主になり、日々の記帳など不安なところもあるの
で、今後もご指導いただきながら、まずは確定申告に向
け準備していきたいと思います。
■今後の展開について
果実の森産のフルーツや大和町産の野菜を使ったメ
ニューにも今後取り組んでいきたいです。
また、以前のレストランからあったコンロを活かして、
お客様に焼いていただくジビエの焼肉や鍋なども提供し
ていくことも計画しています。さらには、園内もキャンプ
場やグランピング施設を設置していくという構想もある
ようですので、シシ肉にあうお酒の提供も考えています。
さらに、ジビエの観点からは狩猟という事も考えてい
ますが、ハードルが高いので追々進めていきたいと思い
ます。

聞き手：本所 経営指導員

尾田 丈治

商工みはら
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各種支援金・補助金情報
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.【条件A】又は【条件B】のいず

れかに該当すること
【条件A】又は【条件B】などに
ついて詳しく知りたい方はHPより
ご確認ください
◦お問合せ
三原市商工振興課
☎0848-67-6072

アフターコロナ対応
経営革新推進事業

経営革新再チャレンジ
応援補助金

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）
◦お問合せ
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

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/sai-challenge-keiei.html
◦お問合せ
広島県商工労働局
経営革新課
経営支援グループ
☎082-513-3370

ハローワーク三原の新たな取り組み ～ユースエール認定制度～
ユースエール認定制度とは、若者の採用・育成に積極
的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を、
若者雇用促進法に基づき厚生労働大臣が「ユースエール
認定企業」として認定する制度のことです。
ユースエール認定制度により、認定した企業の情報発
信を後押しすることなどで、企業が求める人材の円滑な
採用を支援し、求職中の若者とのマッチング向上を図り
ます。
◦お問合せ
三原公共職業安定所（ハローワーク三原）
☎0848-64-8609
HP：https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/
hello_work/hello_main/hw_mihara.html

Q.「ユースエール認定企業」として認定を受ける
と、どんなメリットがありますか？

A. ユースエール認定企業になると、以下の支援を
受けることができるようになり、企業のイメー
ジアップや優秀な人材の確保などが期待されま
す。

———————  支 援 一 覧  ———————
1. ハローワークなどで重点的ＰＲを実施
2. 認定企業限定の就職面接会 などへの参加が可能
3. 自社の商品･広告などに認定マークの使用が可能
4. 自社の商品･広告などに認定マークの使用が可能
5. 公共調達における加点評価

10 月 定 期 相 談 会
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

５日、12日、19日、26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

13日
（木） 13時～16時

社会保険労務士

事業承継・M&A

19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）

27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

商工みはら
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しん

めい

さと

駅長便（3）

佐木島蜜柑の次に話題となる「果物」とは？

三原では今年もみかんの時期になりました。極早生から早生に、みかん色に色
づいていき、秋の深まりとともに酸味や甘み、味わいの変化が楽しめます。
その年の天候もそうですが、島があり沿岸部があり山の手があり、畑の方角や
段々畑かそうでないか、そして土の色など無限の条件下で三原の農家さんは工夫
を凝らして商品化にこぎつけられています。
過去３年間の初出荷日の平均から今年初めて売り場にならぶ日を予測して「農
作物出荷カレンダー」を作っていますが、事務的作業で出荷日が当たるわけもな
く、来駅のお客様や神明ちゃん移動販売先でちょっぴりがっかりさせてしまいま
す。
そんな中で、この時期さらに難しいフルーツ「ポポー」が存在します。
「ポポー」は南国果物風味であり、佐木島では庭や畑の片隅に割と普通に
植えられていて、熟れてあっという間に落っこちて傷みもはやい、なんとも
じゃじゃ馬なフルーツです。扱いの難しいこの果物を何かにできないか、佐
木島の農家さん、県立総合技術高校の皆さんと思案しアイスクリームをつく
りました。センス抜群の総高生現代ビジネス科のみなさんがネーミングした
「ポポくりん～佐木島のおねだりポポのアイス～」は今シーズン２年目を迎
え、熟れすぎて落っこちる前に農家の皆さまが上手に収穫されていらっしゃ
います。ポポー栽培の傾向と対策でプロポポー農家さんが増えてきた佐木島
では「ポポー」が次世代の名産品になるかもしれませんよ。この「ポポくり
ん」
、道の駅みはら神明の里にて期間限定数量限定で販売しています。

㈱まちづくり三原からのお知らせ

～“まちをつくるひと”をつくる《移住推進編》～
まちづくり三原では、「“まちをつくるひと”をつくる」を今年度のテーマに、地域で活躍するプレイ
ヤーを創出するため活動しています。
４月から新体制となる中で、イベントなどを通じて市内の活躍するプレイヤーを発掘する「企画広
泉 さん
報部」、地方創生に興味がある市外からのプレイヤーを発掘する「移住推進部」そして、活動拠点につ
なげる「空き家活用部」を新たに立ち上げました。今回は「移住推進部」の活動をご紹介させて頂きたいと思います。
①お試し移住ガイドへ協力…全国から地方移住に興味ある人にお試しで三原市を訪れることが出来る制度である「お試し
移住」のガイドとして帯同し、地域活性化へ興味ある担い手との関係値を作る取り組みをしています。
②移住フェアーに参加…東京などで開催される移住希望者が集まるイベントに参加し、三原市との接点をつくり移住への
興味関心を深めています。現在、６月11日、９月10日などで開催されたイベントへ参加。
③お試し地域おこし協力隊へ協力…地域おこし
協力隊をご存じでしょうか？最大３年間、主に関
東圏から地方に移住し、地域活性化を取り組みな
がら、３年後の独立をめざす国の地方支援制度で
す。三原市では、現在６名従事しています。まち
づくり三原では、地方創生やまちづくりに関心あ
る参加者には、三原市の商店街やまちなみや課題
お試し地域おこし協力隊との
東京の移住フェアの様子
などを帯同し紹介しています。
意見交換
（６月11日）

商工みはら
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中小企業１１９専門家
派遣事業のご案内

ひろしま空の日2022 ふれあい秋まつり

中小企業１１９は、中小企業、小規模事業者のための
経営相談と専門家派遣事業です。
事業者の皆様が抱える様々な経営課題に対して、支援
機関が専門家を派遣して課題解決をサポートします。

広島空港及びこれをとりまく臨空都市圏の周知を目的
とした事業の一環として官民一体のイベントを開催し、
広島空港及び周辺地域へ多くの方々に訪れてもらう機会
を創出し、臨空都市圏の圏域内住民がふれあい・交流を
図ることにより一体感を醸成し、魅力ある地域づくりに
活かすため、
「ひろしま空の日2022ふれあい秋まつり」を
開催します。
デジタルスタンプラリーやビンゴ
大会、ステージイベントなどを実施。
スタンプラリーやビンゴの参加者
には素敵なプレゼントをご用意して
います。
広島空港
是非ご参加ください！
マスコットキャラクター

＼ ３年ぶりのリアル開催 ／

■日
時
10月16日
（日） 10時00分～15時00分

ソラミィ

■場
所
広島空港・広島空港周辺地域
（メイン会場：広島空港ソラミィ広場）

経営課題の解決で悩んだときは、まず支援機関に相談
してください。
支援機関は、皆様のお悩みに対する回答をするだけで
なく、解決の難しい課題も中小企業１１９に登録されて
いる専門家に支援を依頼することができます。中小企業
の経営に関わる各分野の専門家が、課題解決に向けたお
手伝いをします。
詳細は 中小企業１１９ホームページを
ご確認ください。
【ホームページ】 https://chusho119.go.jp/

■イベント
・デジタルスタンプラリー
（10：00～15：00）
・ソラミィ広場ステージイベント
（10：00～15：00）
・JAL航空教室&折り紙ヒコーキ教室
（10：30／13：00）
※午前と午後の２部構成
（先着各回40名）
・航空管制官のお仕事講座
（10：30受付11：00～12：00）
・中央森林公園ソラノヒマーケット
（10：00～15：00）
・広島県防災航空センター見学会
（10：00～15：00）
※緊急出動時等はヘリコプターを見学できないことが
あります
■お問合せ
ひろしま空の日2022 ふれあい秋まつり実行委員会
☎0848-67-6011
イベント内容など詳しくはHPをご覧くだ
さい。
https://www.city.mihara.hiroshima.jp/
soshiki/21/fureai-akimatsuri.html

情 報 発 信

西菓子舗

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。

商工みはら ホームページ
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㈲ I WILL 土居写場が「第５回全国写真スタジオアワード 2022」にてグランプリを受賞！！
PGC（ PIONEER GREEN CIRCLE）
が企画・運営する写真館の
No.1を決める大会「第５回全国写真スタジオアワード2022」に
おいて、コロナ禍で３年ぶりに開催ということもあり、過去最
多の参加社数で全国200社を超える参加写真スタジオのなかか
ら、広島県三原市で創業87年を迎える㈲ I WILL 土居写場がグ
ランプリを受賞しました。
代表の安達亮さんは、
「写真の技術だけではないトータルパ
フォーマンスでの受賞に、スタッフ一同、喜び
と共にさらなる飛躍を誓うことができ、また社
内の結束力
（チーム力）向上にも繋がり、感謝の
住 所：広島県三原市東町2-3-6
気持でいっぱいです。弊社もまだまだ至らぬ点
代 表：安達義博（担当・安達亮）
も多い小さな会社ですが、自社の強みを活かし、
事 業：トータル写真事業
ダンススクール事業
「世界に笑顔の花を咲き広げる」という経営理念
設
立：昭和63年10月8日
のもと、日々の幸せを形に残すお手伝いがこれ
Ｈ Ｐ：https://studio-i-
から先も継続できるよう、精進してまいります。
」
will.com/
と喜びの言葉を述べられていました。

㈲ I WILL 土居写場

本所LINEアカウント
友達登録キャンペーン実施中!!
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！

三原やっさ太鼓

公開練習&体験会のお知らせ

三原やっさ太鼓では、この度、新しいメンバーを募集
します。それに伴い、公開練習＆体験会を実施いたしま
す。興味のある方はぜひご参加ください。
実施日時：10月22日
（土）
・29日
（土） 10:30～11:30
場
所：ポポロ2F練習室
参加条件：和 太鼓に興味がある人
（国籍・住居地は問わ
ない）
何かを始めたいと思っている人
年齢10歳以上
（中学生未満の方は保護者同伴）
参 加 費：無料
持 参 物：運動しやすい服装、上履き、タオル
お問い合わせ：☎0848-62-6155 （三原商工会議所 森川）
発行所／三原商工会議所

本所LINEアカウント
QRコード

三原商工会議所職員 を 募集 します
明るく元気で、地域経済の発展のために働く事が
できる方を募集中です！！
■採用職種
（事務総合職）
事業者の経営支援に関係する一般事務業務及び総
務・経理・企画など様々な業務があります。
■採用予定人数 若干名
■詳しくは、右記QRコードより
■お申込み
（お問い合せ）
先
三原商工会議所 総務管理課
TEL：0848-62-6155 FAX：0848-62-5900

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

