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三原市・市内経済界との新型コロナウイルス感染症対策臨時会議

三原市独自経済対策情報（新規施策・既存施策の業種等拡充）三原市独自経済対策情報（新規施策・既存施策の業種等拡充）

　４月下旬頃から続く新型コロナウイルス感染症の市内
感染者の急増を受け、５月10日（月）、三原市・三原臨空
商工会・広島経済同友会三原支部・本所の４団体で新型
コロナウイルス感染症対策臨時会議をリモートで開催し
ました。
　会議では、市内の感染状況と県内他市町との比較等に
ついて報告を受けるとともに、感染拡大を防止するため
事業者にPCR検査受検の協力要請、今後も関係団体で情
報を共有し、事態の打開に向けた継続的な協議の実施と、
行政と経済界が連携し迅速かつ柔軟な取り組みを行って
いくことを確認しました。
　早速本所では、三原内港に設置されたPCR検査臨時ス
ポット（現在は終了）の案内を会員事業所に発送し、無症
状者の早期発見のためのPCR検査受検の協力要請を行い
ました。
　また、５月28日（金）には、第２回対策臨時会議が開かれ、

16日から広島県に緊急事態宣言が発令されたことに伴う
各種要請の詳細や、事業所向け支援施策の制度概要につ
いて説明がありました。
　三原市では独自経済対策として新たな支援金の創設と、
既存施策の対象業種等の拡充（下記参照）を行っています。
本所では申請に係る支援をしていますので、お気軽にお
問い合わせください。

　　飲食店臨時支援金
　売上減少等の影響を受けた飲食店に対して、
給付金を支給。

【支援額】
１事業者につき20万円

【対象者】
市内で飲食店を経営し、市内に本店を有する中小企業者

（個人事業主含む） 
※社員食堂、宅配専門店、テイクアウト専門店等を除く

【申請期限】令和３年７月16日（金）まで

【問合わせ】�本所　　　　　　　☎0848-62-6155�
三原市商工振興課　☎0848-67-6072

　　三原市頑張る中小企業応援給付金
　令和３年４月５日より申請を受け付けている当該給付
金の支給対象事業者を拡充し、
申請期限も延長。
【給付額】
１事業者につき30万円
【対象者（主たる事業として）】
宿泊事業者、交通事業者、観光事業者（土産品販売等）、
印刷事業者、衣料品販売事業者、写真業者、旅行業者
　　新たに拡充された対象者
　化粧品小売業者、理・美容業者、運転代行業者、
　イベント事業者
【申請期限】令和３年７月16日（金）まで
【問合わせ】�本所　　　　　　　☎0848-62-6155�

三原市商工振興課　☎0848-67-6072

制度の詳細は同封のチラシをご確認いただき、申請書類等については、三原市HPからダウンロードいただけます。
https://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/24/105076.html

感染拡大を防ぎ事業所支援に向けた情報の共有等を確認感染拡大を防ぎ事業所支援に向けた情報の共有等を確認
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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新型コロナ　ウイルス感染症に関する各種支援情報
　　　　　　 広島県感染症拡大防止協力支援金
　令和３年５月16日から令和３年６月１日を令和３年度第１期として、県の要請に協力いただいた
事業者に感染症拡大防止協力支援金（令和３年度第１期）を支給。
【支給額】
　　緊急事態措置期間（5/16～5/31）

【中小企業】 【大企業】
時短 3.0～9.0万円/日 最大19万円/日
休業 3.5～9.5万円/日 最大19.5万円/日

　　その他の期間（6/1）
【中小企業】 【大企業】

時短 1.5～4.5万円/日 最大10万円/日
休業 2.0～6.0万円/日 最大15万円/日

　　※ 要請前の閉店時間が20時以降で酒類又はカラオケ設備の提供を行っていない飲食店は、休業した場合でも時短の金額で計算
　　※ 要請前の閉店時間が20時より早い閉店で酒類又はカラオケ設備を提供している飲食店は、休業した場合のみ対象（時短の場合

は対象外）
　　（注）店舗営業を休業してもテイクアウト・デリバリー等を行った場合は、時短営業の金額で計算

【申請手続】�（1）申請方法…電子申請又は郵送（簡易書留等，配達記録が分かる方法で郵送してください。） 
（2）必要書類… 詳しくは広島県HPをご確認ください。 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/2019-ncov/covid19-support-zeniki.html
【申請期間】令和３年６月２日（水）～令和３年６月30日（水）
【問合わせ】広島県協力支援金センター　☎082-248-6851

　　 飲食店における新型コロナウイルス
感染症予防対策事業費補助金

　感染予防対策を目的とするアクリル板、
非接触体温計、サーキュレーターなどの設
備の購入に必要な経費を補助。

【支援額】
１店舗当たり上限10万円

【対象者】
飲食店を経営する法人又は個人であって、広島県の対象
条件全てに該当する者

【補助対象経費】
①飛沫感染予防対策（パーテーション）
例）アクリル板、ビニールカーテン、防護スクリーン
②接触感染予防対策
例）非接触体温計、サーモカメラ、足踏み式消毒液スタンド
③換気による感染予防対策
例）換気扇、サーキュレーター
※ 令和２年９月８日(火)から令和３年６月30日(水)までの

間に購入設置、支払完了したものに限る。

【申請期間】令和３年６月30日（水）まで

【問合わせ】�広島県飲食店新型コロナ対策補助金事務局 
☎082-546-1211　10：00～17：00（土日祝除く）

　　 飲食店における 
パーテーション設置促進補助金

　飛沫感染予防対策を目的とするアクリル
板やビニールカーテンなどのパーテーショ
ン設置の経費を補助。

【支援額】
１店舗当たり上限10万円

【対象者】
飲食店を経営する法人又は個人であって、広島県の対象
条件全てに該当する者

【補助対象経費】
例）アクリル板、ビニールカーテン、防護スクリーン
※ 令和２年12月10日(木)から令和３年６月30日(水)まで

の間に購入設置、支払完了したものに限る。

【申請期限】令和３年６月30日（水）まで

【問合わせ】�広島県パーテーション設置補助金事務局 
☎082-546-1217 
10：00～17：00 

（土日祝除く）

NEW

期間
延長

期間
延長

ご活用ください！
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　　　　　　　  　　　　　月次支援金
　2021年以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」
や「外出自粛等」の影響により、売上が50％以上減少した中小法人・個人事業者等の事業の継続・立て
直しのための取組を支援。
【支給額】
　　中小法人等�…�上限20万円/月　個人事業者等�…�上限10万円/月
【給付対象】
　①と②を満たせば、業種/地域を問わず給付対象となります。
　　①緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
　　② 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を受けて月間売上が2019年又は2020年

の同じ月と比べて50％以上減少していること
【申請期間】�４月分/５月分：令和３年６月中下旬～８月中下旬 

６月分：令和３年７月１日～８月31日
【問合わせ】�月次支援金事務局 

☎0120-211-240/03-6629-0479（IP電話専用回線） 
8：30～19：00（土日祝含む全日）

新型コロナ　ウイルス感染症に関する各種支援情報新型コロナ　ウイルス感染症に関する各種支援情報

小規模事業者持続化補助金
一般型

　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支援。

【補助上限】50万円

【補助率】2／3

【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６回/10月１日（金）締切
　第７回/令和４年２月４日（金）締切

低感染リスク型ビジネス枠
　ポストコロナを踏まえた新たなビジネスや
サービス等の取組及びその取組に資する感染
防止対策への投資を支援。

【補助上限】100万円

【補助率】3／4
【活用例】
オンライン化のためのシステム導入
自社ECサイトやHPの製作 等

【公募スケジュール】
※申請はＪグランツのみの受付
　第２回/７月７日（水）締切、第３回/９月８日（水）締切
　第４回/11月10日（水）締切

　本所では、各種経営相談に応じています。６月より、
新型コロナウイルス感染症の影響を受けられている方
を対象にした専門家相談員による相談窓口を再開設し
ました。秘密厳守、相談無料となっておりますので、是
非ご利用ください。

相談内容 相談日 相談員

　　　雇用労働
　　　関係相談

23日(水)
13時～16時 社会保険労務士

　　　経営相談
３日（木）、17日（木）、

24日（木）
10時～16時

中小企業診断士

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 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

ご相談・ご予約は　本所経営指導課　0848-62-6155まで

NEW

NEW

コロナ
対策

地方公共団体から
休業・時短営業の要請に伴う

「協力金」を受給した事業者は
給付対象外です。

６月相談会のご案内
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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

LINEアカウントLINEアカウント
＼＼はじめましたはじめました／／

三原商工会議所 LINEアカウントLINEアカウント
＼＼はじめましたはじめました／／

新設！アップデート経営委員会

　青年部会の会議は、どなたでも自由に参加できま
す。青年部会の活動に興味がある方は、ぜひ一度ご
参加してみてください。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/

Satsuki LetterSatsuki Letter
～女性部会から皆様へ～～女性部会から皆様へ～

Satsuki LetterSatsuki Letter

　今年度、アップデート経営委員会の委員長を務めさせ
ていただきます、平岡三奈です。
　新型コロナウイルス感染症の影響により、対面販売や、
飲食など今まで当たり前に出来ていたことが出来なくな
り、私たちの生活も大きく変化することとなりました。
　そこで、アップデート経営委員会では、現在の社会情
勢の変化に対応し、より効果的かつ持続可能な経済活動
を続けていくため、会員の経営者としての考え方をアッ
プデートしていくことを目的とし、委員会を運営してま
いります。
　第１回目の委員会は、６月にGoogleマイビジネスにつ
いて学ぶ委員会をオンラインで開催する予定です。
　自社でも最近は、事前にさまざまなツールを利用し、
情報を収集されて、ご来店されるお客様が増えてきてい
るように思います。その一つのツールであるGoogleマイ
ビジネスについて学ぶことで、顧客と企業を結ぶきっか
けになればと考えています。
　私達の住む三原のまちには、まだ知られていない魅力
のある個性的な歴史・文化、豊かな自然、そしてチャレ
ンジ精神旺盛な人達や企業に満ちあふれています。この
ような状況だから諦めるのではなく、このような状況だ
からこそ、学べることを模索し、実践することで会員一
人一人の資質が向上すると考えております。
　その結果、会員がより良い経営者、そして、より良い
企業として発展し、地域の方のお役にたてるよう邁進し
てまいります。

アップデート経営委員会
委員長　平岡 三奈

令和３年度通常総会を書面審議
　新型コロナウイルスが広がりをみせる中、皆様いかが
お過ごしですか。
　女性部会では、４月21日（水）に三原商工会議所にて令
和３年度第１回役員会を開催し、総会議案や事業計画に
ついて話し合いました。（出席者16名）
　令和３年度通常総会は、現在の状況を鑑み書面審議と
させていただき、部会員の皆様に承認されました。コロ
ナ禍ではありますが、アイデアを出し合い、楽しみなが
ら活動をしてまいります。

　女性部会では、総会開催に合わせ、令和２年度に入会 
の安田幹事（Sono Felice.代表）に講師をお願いし、「健康 
になる歩き方」について講習会を予定しておりました
が、延期となりました。そこで、安田幹事に「健康に
なる歩き方」のポイントを伺いました。
　糸崎でオーダーメイドインソールの
お店をしている安田です。楽しく歩い
ていただく参考になれば幸いです。
　今回は、足を地面につく順番につい
てのワンポイントレッスンです。
■歩き方　足を地面につく順番
1. 基本の姿勢をとりましょう。
　下腹を引っ込めて肛門をキュッと締めて立ちます。
2. ①、②、③、④の順番で足を地面についていきます。

・なだらかにつきましょう
・④の足指は５本を全部つきます。
・膝は曲げません。
　（坂道では曲げましょう。）
・足裏をしっかり意識して歩きます。
※ 大きいボールの中に自分が入って

ボールを踏みしめながら歩くイメー
ジをすると分かりやすいですよ！

　皆様、是非やってみてください。
【ご相談・製作会開催のお知らせ】～毎日楽しく歩ける足に！～
主催：手島屋本店 シューズショップヒーロー＆Sono Felice.
日時：６月19日（土）10：00～16：00 
場所：手島屋本店 シューズショップヒーロー（三原市港町1-2-17）
足でお悩みがある方は、お越しください。お待ちしています。

　　　　　健康になる歩き方！

【申込・問合せ】事務局�實廣（0848-62-6155）

ポイント

ワンポイン
ト

レッスン

三原商工会議所
プレゼンツ

毎月第１水曜日 19：00〜19：30
FMみはら/87.4MHzでOA

商工会議所が行
う様々な事業や

イベント、経営
に役立つ情報な

どを幅広くお届
け

商工会議所が行
う様々な事業や

イベント、経営
に役立つ情報な

どを幅広くお届
け

チェンバーズ
ラジオ3ミ 8ハ 0ラ

バックナンバー
公開中

安田幹事

①

②
③

湧泉
（ゆうせん）

④
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　中小企業・小規模事業者向けの補助金申請や事業支援
のサポートを目的とした、国のWebサイトです。
　中小企業事業者・小規模事業者の皆様に、中小企業支
援施策を「知ってもらう」「使ってもらう」ことを目指し、
制度をわかりやすく検索できる機能や、各制度の説明や
申請方法をご案内しています。また、申請方法や経営相
談についても、サポートが可能な支援者・支援機関のご
紹介や検索機能を設けています。

★支援制度を探す
　中小企業・小規模事業者を対象として、補助金/税/
認定など様々な支援制度があります。創業をお考えの
方から事業拡大、承継まであなたに合った支援をチェッ
ク！

★支援者・支援機関を探す
　中小企業・小規模事業者の皆さまの経営上のお悩み
を解決する、地域の支援機関や専門家をご紹介します！
目的に応じて、ぜひお近くの支援機関をチェックして
みて下さい。

★事例を探す
　中小企業・小規模事業者の様々な経営事例集を集め
ました。経営や支援制度の活用例としてもご参考に。

　　　　　　　　　　 あなたの属性にあわせた 
情報表示（ログインページ後）

　・ 会員情報の「活動地域」「業種」「興味のある項目」な
どの属性にあわせて、「おすすめ情報」が表示されま
す。

　・ 「お気に入り」登録することができ、お気に入りの記
事を収集、参照できます。

　　　　　　　　　　最新情報を見逃さない

　・登録情報に合わせておすすめ情報を表示します。
　・各種記事等を「お気に入り」に登録できます。
　・更新情報をメールで受け取れます。

　　　　　　　　　　電子申請がもっと簡単に！

　・各種電子申請で繰り返し入力が必要になる基本情報
　　や財務情報等を管理できます。
　・e-Taxや過去に電子申請したシステムからデータを取
　　得することができます。

　　　　　　　　　　経営診断や現状分析も可能

　・ 入力された財務情報から売上持続性・収益性・生産性・
効率性・健全性・安全性についての診断チャートを
表示します。

　・支援機関とのコミュニケーションや補助金申請に役
　　立つ、現状分析シートを作成・管理できます。

　 mirasapoplus-goiken@meti.go.jp

　 https://mirasapo-plus.go.jp/

知りたい情報を簡単・便利に検索！！
新型コロナウイルス感染症関連の支援策も掲載中！

中小企業向け補助金・支援サイト

ミラサポplusとは？

ミラサポplusでできること

ミラサポ会員（無料）になると…

メリット１ 

メリット2

メリット3

メリット4

中小企業庁�ミラサポplusお問合せ窓口
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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

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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お家でいた
だきます

・
県立広島大学

・
宮浦中学校

三原バ
イパス

・エディオン

・ポポロ

・セブン
　イレブン

・
ファミリーマート

・
三原警察署　

185

⑥

⑤

④

②
③

①

三原大橋
定屋大橋

頼兼町ランプ

外出や外食を控える中、テイクアウトが可能な外出や外食を控える中、テイクアウトが可能な
会員事業所をご紹介していきます。会員事業所をご紹介していきます。

vol.4�～宮浦・明神～vol.4�～宮浦・明神～

①Cafe maru 2 tasu
所 宮浦2-1-1ポポロ内　☎ 0848-81-1200
営 9：00～11：30 / 11：30～17：30　休 不定休
　　モーニング（水曜除く）　　 ランチ＆カフェ

テイクアウトでおうちカフェ♪
　単品からオードブルまで品数豊
富、自慢の味です！テイクアウト
メニュー
はホーム
ページに
掲載して
います。☆ 毎週水曜日は三原市役所2Fにて¥550でお弁当販売

もしておりますのでお気軽にお立ち寄りください。 ④中華レストラン 北京
所 宮浦4-6-6　☎ 0848-64-7241
営 昼11：30～13：00　夜17：00～19：30
※現在時短営業　休 月曜（月2回連休あり）

北京の美味しい中華料理をどうぞ！！

　府中焼きをベー
スとした多彩なメ
ニューのお好み焼
きのテイクアウト
承ります。夜はお
酒に合う鉄板焼き
のテイクアウトも
やっています。

②お好み焼き・鉄板焼き　25STA
所 宮浦3-34-28-2　☎ 0848-29-9846
営 昼11：00～14：00  夜：17：00～21：00  休 不定休

多彩なお好み焼き・鉄板焼きをご提供

⑤美食酒家 よいえびす
所 宮浦5-6-21　☎ 0848-67-1060
営 昼11：00～14：30　夜17：00～20：00　休 火曜

さらに新しく追加メニューが盛りだくさん

　sazanの串揚げをご自宅で揚げてお召し上がりいた
だけるよう期間限定でご用意しております。

内　容：串揚げ10種×2、ソース、
　　　　ポン酢、オリジナル油
串揚げ：天使のエビ・峠下牛ヒレ・
　　　　子持ち昆布・オクラ・明太
　　　　子ささみ巻き・レンコン・
　　　　魚など。
※前日までにご連絡ください

③串の家 sazan
所 宮浦4-8-13　☎ 0848-38-7600
営 17：30～22：00（受取16：00以降）　休 月曜

オリジナルの食べ合わせをお楽しみください！
　チャオならではの本格イタリアン料理をご家庭でも
お楽しみください。最新のテイクアウト一覧＆詳細は
QRコードから！

⑥カフェ＆ダイニング　チャオ！
所 明神2-11-1　☎ 0848-64-9700
営 昼11：00～14：30　夜17：30～20：30　休 火曜

チャオの味をテイクアウト＆デリバリー

▲税込3,850円

▲オードブル
　5,400円

―ＭＥＮＵ―
ミニステーキ弁当　　　　¥680
鮭フライ弁当　　　　　　¥680
照り焼きチキンサンド　　¥680
パンケーキ～メープル～　¥500
など各種取り揃えております。

・〈数量限定〉本日の店長のおまかせ弁当  500円
・スパイシーポテト　450円
・熱々ソーセージポテト　550円
・海老のチリソース　750円
　　　・ラクレットチーズフライ　550円
　　　　　　　・鶏の天ぷら南蛮スタイル　650円
　　　　　　　・軟骨唐揚げ　400円
　　　　　　　・ホルモン焼そば　880円　※全て税込◀

しそのり焼き 
880円

 ▲ ▲
ニコスタ焼きニコスタ焼き
980円980円

▲肉玉焼き
　700円

◀唐揚げ付きエビと卵のチャーハン

▶一番人気！
若鶏の唐揚げ
ボックス

※�

掲
載
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
本
所

情
報
化
委
員
会
ま
で
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。（
掲
載
無
料
）
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　これからの働き方改革には、従業員の働きがい向上の
取組が不可欠です。有識者の基調講演と県内企業とのトー
クセッション等を通じて、働きがい向上の意義やメリッ
トについてお伝えします。
◆対象　広島県内企業の経営者、人事労務担当者など

※ 第２回から申込まれた方には、本勉強会の基礎編にあ
たる第１回「働き方改革における『働きがい』の役割
と重要性」の動画を事前にオンデマンド配信します。

　５月28日（金）、㈱レニアス様より本所会員事業所向けに、新型コロナウイ
ルス感染防止対策としてフェイスガード1,000枚を寄贈いただきました。
　同社は、三原市に本社のあるポリカーボネート樹脂やアルミを使用した製
品を製造している会社です。今回寄贈いただいたフェイスガードは、世界に
誇る技術を活かし、高い透明度と傷防止機能、撥水機能や紫外線カットなど
多くの機能を有した “メイドイン三原” の製品です。
　ご希望の会員事業所は、希望個数（従業員数分を上限）・受取日時を事前に
ご予約の上、ご来所いただきますようお願いします。
　感染拡大防止のためにも是非ご活用ください。
◆申し込み　本所 総務管理課　☎0848-62-6155

６月９日（水）　13:30～16:00
　『「働きがい」向上が従業員を戦略化する
　　～カギはキャリア形成とエンゲージメント～』
講師：守島　基博氏（学習院大学教授）
企業ゲスト：旭調温工業㈱、㈱オーザック

８月４日（水）13:30～16:00
　『「働きがい」向上が幸せな従業員をつくる
　　幸せな従業員が企業を成長させる』
講師：前野　隆司氏（慶應義塾大学大学院教授）
企業ゲスト：㈱キャステム、ミヨシ電子㈱

９月17日（金）13:30～16:00
　『従業員の「働きがい」向上が
　　成果を生む組織をつくる』
講師：野田　稔氏（明治大学大学院教授）
企業ゲスト：㈱オガワエコノス、ペアコム㈱

検定試験名 回数 施行日 受付期間 受験料
カラー

コーディネーター
・アドバンス
・スタンダード 第50回 ６月17日（木）

～７月９日（金）
６月１日（火）

～６月25日（金）
アドバンス ：7,700円
スタンダード ：5,500円

福祉住環境
コーディネーター ２級・３級 第46回 ７月14日（水）

～８月６日（金）
６月28日（月）

～７月30日（金）
２級：7,700円
３級：5,500円

ビジネス実務法務 ２級・３級 第49回 ６月17日（木）
～７月９日（金）

６月１日（火）
～７月２日（金）

２級：7,700円
３級：5,500円

BATIC
（国際会計検定） ― 第41回 ７月14日（水）

～８月６日（金）
６月28日（月）

～７月30日（金）5,500円

環境社会検定
（eco検定） ― 第30回 ７月14日（水）

～８月６日（金）
６月28日（月）

～７月30日（金）5,500円

ビジネス
マネージャー ― 第13回 ６月17日（木）

～７月９日（金）
６月１日（火）

～７月２日（金）7,700円

　東京商工会議所検定
試験につきましては、
東京商工会議所検定試
験情報
http://www.kentei.org/
からお申込みください。
※ 三原商工会議所での

申込受付は行っており
ません。

◆問合わせ
　東京商工会議所検定
　センター
　☎03-3989-0777

 参加者募集！！ 広島県働き方改革企業経営者勉強会

2021年度からIBT2021年度からIBT（インターネット経由での試験）（インターネット経由での試験）に変わりますに変わります

　

◆申込・詳細（ホームページ）
　申込方法やプログラムの詳細について掲載しています。
　https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hint/benkyoukai2021.html

◆問合わせ
　企業経営者勉強会　運営事務局
　（本事業受託者：ホームテレビ映像㈱内）
　☎082-211-3811
　✉info.hatarakigai@gmail.com

生産性向上

第 

２ 

回

第 

３ 

回

第 

４ 

回

人材確保 組織力向上 オンラインセミナー
参加費
定員――――――
各回  100名

無 料今、経営者が注目する
「働きがい」向上の取組とは

ポリカ樹脂の先駆者である株式会社レニアス様より
フェイスガードを寄贈いただきました

東商検定のお知らせ

ＨＰ：https://www.renias.co.jp/


