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去る平成２９年５月２３日、呉森沢ホテルにおいて、呉広域商工会第１０回通常総代会が行われました。
村尾会長はあいさつの中で、２７年度に承認された発達支援計画も順調に目標値を達しており、３０年度から始まる新
たな計画についても、これまで以上に会員事業所の競争力強化・観光を含めた地域の交流の増加を目指していくことを
目標に策定をしていく決意を述べました。
なお、総代会に上程・承認された議案は以下のとおりです。
第１号議案 平成２８年度事業報告書・収支決算書・貸借対照表及び財産目録等
承認の件（監査報告）
第２号議案 平成２９年度事業計画書（案）及び予算書（案）承認の件
第３号議案 平成２９年度借入限度額（案）及び借入先（案）承認の件
第４号議案 呉広域商工会運営規約第４条別表２（会費納入基準）及び第４９条
別表５（手数料基準）の一部改正の件
第５号議案 役員の辞任に伴う欠員の改選の件
各議案の詳しい内容については、商工会各支所に備え付けの総代会議案書で確認できます。総代会議案書の閲覧はお気
軽に各支所窓口にお申し出ください。

呉広域商工会は、平成
20年の合併から、今年
度 で 10 年 を 迎 え ま し
た。これを記念して、去る平成29年5月23日、呉森沢ホテルにお
いて、小村和年呉市長・熊髙一雄広島県商工会連合会会長他、
多数の来賓をお迎えして合併10周年記念式典が行われました。
式典では、物故者の黙とうの後、優
良従業員表彰、合併功労者表彰が行
われました。
村尾会長はあいさつの中で、少子高
齢化による人口減少に伴う消費や受
注の低迷、経営者自身の高齢化や後
継者難などの課題を抱える中、「事
業者に寄り添った伴走型支援」を組織を挙げて推し進め、地域
の事業者や住民にとって「真に頼りとなる商工会」となるよう、
次の十年に向けて新しい一歩を踏み出す決意を述べました。
続いて行われた祝賀会においては、呉
広域商工会が「クレコレ商品」として、
開発・販促支援を行った会員事業所の
お酒などを楽しみながら、青年部 の
HASHI-GO！動画、女性部の健康体操PR
ビデオの紹介が行われました。

合併１０周年記念式典開催‼

去る６月２１日（水）～２４日（土）
工業部商業部
工業部・商業部合同海外視察研修
合同視察研修開催！
（台湾・ベトナム）が、参加者２１
名、３泊４日の行程で行われました。
1日目は、呉市と基隆市（台湾）の姉
妹都市提携を契機に、太平洋ＳＯＧＯ
で行われた日本物産展の視察、２-３
日目は、べトナム・ハノイにおいて、
「工場構築や現地からの人材の雇用
方法」をテーマに、ノイバイ工業団
地を視察し現地進出の日本企業（広
島安芸商工会会員事業所）の代表者から、税制や文化が違うハ
ノイでの苦労話や、現在の規模に成長するまでの道のりなどの
お話をお伺いしました。
ベトナムのGDP成長率は6%以上、大企業を中心に、製造業、コン
サル、教育業、小売、サービス、流通業の日本企業の進出が行
われています。台湾、ベトナムでのビジネスに興味を持ち質問
された方も多く、海外進出を視野に積極的な質疑、意見交換が
行われました。
【告知】呉広域商工会合併10周年記念講演会開催決定‼

10月8日（日）

呉市川尻西1丁目1-1

発行者：呉広域商工会総務広報委員会

14：00～

広市民センターホール にて
入場無料‼（事前申込制）

合併10周年を記念し、広く市民に公開する記念講演会をタレントの緒方
かな子さんを迎え、広市民センターにて行うことが決定しました。詳細
については、8月中旬ごろお知らせします。

青年部

平成29年度通常総会 開催
新部長に宮下鉄矢氏が就任

平成29年4月21日、「海軍さんの料亭 五月荘」において、平成29年
度通常総会が行われました。
役員任期の満了に伴い役員改選が行われ、宮下鉄矢（川尻町/宮下畳
製造所）新部長をはじめ、17名の新役員が選任されました。
また、平成20年の合併から数えて今年度は10年に当たるため、10周年
記念事業の収支予算についても審議承認されました。
その他、以下の議案が上程され、すべて承認されました。
第１号議案
平成２８年度事業報告書・収支決算書・貸借対照表
及び財産目録承認の件（監査報告）
第２号議案
平成２９年度部費賦課基準（案）及び徴収方法（案）
承認の件
第３号議案
平成２９年度事業計画書（案）収支予算書（案）、
呉広域商工会青年部合併10周年記念事業収支予算
書（案）承認の件
第４号議案
任期満了に伴う役員改選承認の件について
なお、各議案の詳細については、各支所窓口で確認することができま
す。

平成29年度通常総代会及び研修開催‼

女性部

去る平成29年5月19日、おんど観光文化会館うずしおにおいて、平成
29年度通常総代会が行われました。
まず、昨年度制作に取り組んだ「健康体操」
を参加者全員で行ったあと、平成28年度の
報告と平成29年度の計画について審議を行
い、上程した議案すべてが承認されました。
上程・承認された議案は以下のとおりです。
第１号議案 平成２８年度事業報告書、
収支決算書、貸借対照表
及び財産目録承認の件（監査報告）
第２号議案 平成２９年度事業計画書（案）、収支予算書（案）承
認の件
第３号議案 呉広域商工会女性部監査委員辞任に伴う補欠選任の
件
続いて、音戸町波多見の県立水産海洋技術センターにて視察研修を行
いました。女性部員の事業所で
も取り扱っている、呉近郊水域
で獲れるいりこ・ちりめんの漁
獲法や牡蠣の品質管理など、身
近な海産物について学んだ有意
義な一日でした。
総代会で承認された議案の詳細
については、各支所窓口で議案書をご確認ください。
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音戸地区

お好み焼き・鉄板焼・カラオケの店

一花（いちか）

～とにかく“とんかつ定食”のおいしい食堂～

食堂とっくん

お好み焼きとカラオケが一緒に楽しめます！
1 人カラオケOK!! 家族パーティー、女子会、ミニパーティー等々、
お気軽にお立寄り下さい‼
住
所/呉市音戸町有清1-3-4
電
話/0823-56-1691
定 休 日/毎週火曜日
営業時間/10:00～20:00
駐車場 /有

安芸灘大橋、蒲刈大橋を渡って、消防署の手前を左折。向地区の幹
線沿いに食堂とっくんはあります。外観（→）
は少しだけ怪しげ（？）で、初めての人には
ハードルが高いかも!? が、にこにこした店
主の木村さんが迎えてくれます。
おすすめは５５０円のとんかつ定食とかつ丼
です‼ とっくんにはかつへのこだわりがあ
り、いつも美味しく仕上げてくれます。味噌
汁もおいしいです(≧▽≦) あと、和風中華というそばもあります。
蒲刈へお越しの際には是非ともお立ち寄りください。
住
所/呉市蒲刈町向1344
電
話/0823-68-0744
営業時間/11:50～20:00
定休日/なし
駐車場/なし
席 数/テーブル２０席・カウンター ４席

安浦地区

土の器工房

のどかな田園風景が広がる安浦
町の高台に位置する「土の器工
房」。東広島市西条の土を使い、
土の風合いを生かした素朴な佇
まいのシンプルなデザインの器
を作っています。
手作りの温もりを感じてもらいながら、日常的に使ってもらえるこ
とを心掛けて創られるご飯茶碗・小鉢・マグカップなどの器は、素
朴で使いやすく、普段の暮らしに馴染むものばかり。価格も1,000
円前後が中心で、日常で気兼ねなく使えます。
初心者大歓迎♪陶芸体験 2,500円/１名
電動ろくろ陶芸体験・てびねり陶芸体験
夏休みこども陶芸教室 1,500円/１名
7/22～8/12
夏休みの宿題に最適！ 簡単なお皿か貯金箱
作成。 8/31までにはお届けします

お食事処

地区
安浦
川尻
川尻
豊
下蒲刈
川尻
川尻
豊浜
本所
本所
音戸
安浦
川尻
安浦
豊
本所
安浦
安浦
安浦
安浦
倉橋

業種
飲食
飲食
ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
美容業
各種小売
一般建築
化粧品小売
小売・飲食
飲料製造
旅行業
土木工事
ギフト販売
筆製造
瓦製造

「かず」

倉橋地区

～倉橋の新鮮なお刺身が食べられるお店～
当店は、呉市内から車で40分、倉橋町桂浜海水浴場の手前、呉広域
商工会倉橋支所の先にあり、喫茶店と寿司屋を経営しています。
自慢の一品は、「刺身定食」（1,350円）。
お刺身は、時期により異なりますが、
鯛・ヒラメ・カンパチ・タコ・イカな
ど活きの良い地物を中心の9種盛りで
す。また、厚切りでボリュームもあり、
必ず満足いただける一品です。
倉橋町に立ち寄られたときには、是非
一度ご賞味あれ！！

住所/呉市安浦町中切245
電話番号/090-6414-5320
営業時間・営業日/ＨＰをご確認ください
HP：http://www.tutinoutuwa.com/

事業所名
海軍さんの料亭 五月荘
出張料理SHINO
（合同）アイノス
馬明美容院
吉川商店
住宅建築 竹井
ワキヤ化粧品
（合同）きたたに
㈱中元本店
新広島トラベル㈱
㈱三和
きむら屋
叶堂
宮原窯業
上神農園
プラスオン
平岡組
亀山土地家屋調査士事務所
建設のカミナカ
ミューラー・オオタニ
宇和木簡易郵便局

安芸灘地区

住
所/呉市倉橋町松原891－13
電話番号/0823-53-1813
営業時間/7:00～20:00
（但し火曜日は18:00迄）
定休日/なし

川尻地区

宇田敬商店
５年前より雑貨カフェとしてリニューアルオープンしました。
新鮮な食材を活かした手作り定食、自慢の
コーヒーに加え、先代が創った巻き寿司
は、当時の味のまま現在もテイクアウトと
して販売しています。また、広い店舗スペ
ースを活用して、各種イベントを実施して
おり、地域コミュニティの場としても利用
できます。
住
所/呉市川尻町東１-２１-１８
電話番号/0823-87-4145
営業時間/（ランチ）11:00～14:30
（ディナー）17:30～23:00
定休日/日曜・月曜
駐車場/有（８台）

柑橘加工品製造販売

広告制作
左官業
土地家屋調査
一般建築
ハム製造小売
簡易郵便局

平成２９年中小企業実態基本調査への協力依頼について
本調査は、中小企業庁が毎年実施している統計調査で、中小企業の経営
等の実態を明らかにし、中小企業施策の企画・立案のための基礎資料を
提供することなどを目的に実施されるものです。中小企業庁が無作為に
選定した約11万企業に７月下旬以降、調査票が直接郵送されます。
調査へのご協力をよろしくお願いいたします

What is 商工会青年部？？？
商工会青年部とは、若手経営者・事業の後継者・従業員で構成され、事業者としての資質を向上させ、もっ
て商工業の総合的な改善発展を図り、あわせて地域の振興・発展に努めることを目的に組織された、商工会
の内部組織です。
次世代を担う経営者としての資質向上の取組やネットワークづくりはもちろんのこと、まちづくりの先導役として、地
域イベントの実施協力や清掃活動など、地域商工業の発展と地域住民の福祉向上のための活動も積極的に行っています。
地域の花火大会や商工フェスティバルなんかで見かけるお兄さん（？）
たち、その素顔は地元を愛し、どうやったら地域が元気になるかいつ
も考えている「とってもいい奴ら」なんです。
今回は、そんな青年部の活動と面々をちょっと紹介します‼

本部
部長 宮下 鉄矢（宮下畳製造所）
【主な活動】クレ広域観光マップ「HASHI-GO動画」制作事業（27年）

川尻支部

「瀬戸のおすそ分け」ギフト開発事業（26年）
「HASHI-GO動画アプリ」開発事業（28年）
その他資質向上・親睦事業
他

部長にお聞きしました‼
宮下鉄矢部長
（35歳）

宮下部長は普段仏頂面
ですが、芯がありぶれ
ない人。とても責任感
がある人です。
（部員ＷＫ）

①どんなお仕事をされていますか
川尻町で畳の製造・施工を行っ
ています。
②どんな心がけでお仕事に取り組まれていますか
いつも一生懸命に取り組んでいます
③地元（地域）に対してどんな思いを持っていますか
呉広域全体が好きですが、地元である川尻町は特
に思い入れがあります‼
④青年部に対してはどんな思いを持っていますか
素晴らしい仲間たちです

音倉支部
【主な活動】

支部長

加納

義貴（㈲加納酒店）

倉橋アクアスロン道路清掃・幟立て他運営手伝い
倉橋遣唐使船まつり出店
島コンinくらはし
おんどフェスティバル出店
倉橋吹奏楽コンサート設営手伝い
加納 義貴 支部長（38歳）
宝島くらはしフェスティバル出店
視察研修・他町との交流他
加納支部長はいい意味でテキトーな人
支部長にお聞きしました‼
（笑）いっしょに倉橋・音戸地区を盛り
①どんなお仕事をされていますか 上げましょう‼ （部員ＭＡ）
倉橋で酒の販売をしています。
島内を軽トラでぐるぐる回っています
②どんな心がけでお仕事に取り組まれていますか
「楽しいお酒が飲める」お手伝いができれば幸いです
③地元（地域）に対してどんな思いを持っていますか
新鮮な魚介類や野菜など、お酒のアテが豊富な素晴
らしいトコロだと思います
④青年部に対してはどんな思いを持っていますか
地域のことを思い、それが実現できる最高の団体だと思います

安芸灘支部
【主な活動】

支部長

土井

良記（みはらし食堂）

自動販売機管理業務（蒲刈）
下蒲刈朝鮮通信使再現行列
土井 良記 支部長
蒲刈恵みフェア
（38歳）
旧豊小学校清掃活動
豊町七夕納涼祭企画運営・バザー出店
豊町産業文化祭
実直で心優しい土井支部長‼
資質向上研修 他
素敵なパートナー大募集中1?
支部長にお聞きしました‼
（笑）
（部員ＯＡ）
①どんなお仕事をされていますか
うどん・ラーメン・いなりずしや、
セルフで組み合わせた定食を提供する食堂です。
②どんな心がけでお仕事に取り組まれていますか
お客さまが満足していただけるサービスを提供できる
よう、心がけています。
③地元（地域）に対してどんな思いを持っていますか
豊町は重伝建地区に指定された御手洗の街並みに代表される歴史の
ある町です。その伝統を大切にしていきたいと思っています。
④青年部に対してはどんな思いを持っていますか
地域の皆さんが満足する事業をしていきたいと思っています。

安芸灘支部の活動の詳細はこちらもＣＨＥＣＫ→

湊

昌記

支部長 湊 正記（みなと精肉店）
【主な活動】

支部長（38歳）

野呂山山開きステージイベント・バザー
祇園祭り
かわじり元気まつり
カーブミラー清掃
他町（黒瀬町・安芸津町）との事業協力
資質向上研修会
等

支部長にお聞きしました‼
①どんなお仕事をされていますか
川尻駅前のみなと精肉店で、食肉・加工品製造販売をしています
②どんな心がけでお仕事に取り組まれていますか
一人でも多くのお客様に喜んで頂けるように心がけています
③地元（地域）に対してどんな思いを持っていますか
地域の一員として、地域貢献に努め、「つながり」を大事にしてい
きたい
④青年部に対してはどんな思いを持っていますか
メンバー全員がより良い関係を作り、それぞれが発展し、地域の支え
になるような青年部にしていきたいです。
「いぶし銀！」的なイメージでありながら部員た
ちへの心配り・気配りなど全てができる人です。
ふとした時に見せる照れ笑いが魅力的！
（部員ＲＵ）

安浦支部
【主な活動】

支部長

上本

修（㈱上本）

武智丸清掃
新ええとこまつり運営協力・バザー出店
安浦かきまつりバザー出店
資質向上・親睦事業
他町（黒瀬町・安芸津町）との事業協力 他

上本

修

支部長（37歳）

支部長にお聞きしました‼
①どんなお仕事をされていますか
建築業（鉄骨・軽鉄内装工事）を行っています。
②どんな心がけでお仕事に取り組まれていますか
「何事にもまっすぐ、真剣に真摯に取り組む」
がモットーです
③地元（地域）に対してどんな思いを持っていますか
いつまでも活気がある、元気な地域であってほしい。
いつでも帰ってこられるような安浦町にしていきた
いと思います。
④青年部に対してはどんな思いを持っていますか
元気で楽しいメンバーがいっぱいなので盛り上げてい
きたいと思います。

豊町七夕納涼祭
平成29年8月5日（土）18：20-21：00
（雨天：６日に順延）＠小長ﾌｪﾘｰﾀｰﾐﾅﾙ前広場

今話題(⁉)の「呉氏」も来場‼

水中花火をはじめ、イベント会場目前で打ち
上げる超大玉花火など、2000発の海上花火
をお楽しみください‼ その他D’sFACTORY
バンドライブ、尾本清美ステージ、粟田け
んじものまねステージなど盛りだくさん‼
今話題の「呉氏」ステージもあります。
ぜひお越しください‼
※混雑が予想されます。路上駐車
は
はお控えください（駐車場200台有）

【募集】来てクレにぎわい店舗公募事業

～魅力ある店舗の出店等を募集中～

※対象地区が市内全域になりました！

呉市では、魅力ある店舗の増加、空き店舗等の解消、市民の雇用の場の創出等による商業等の活性化、地域住民の生活利便性の向上を
図るため、新規出店希望者または既存店舗で買い物困難者対策事業（移動販売車両の整備による移動販売）を実施しようとする事業者
から事業案を一般公募します。
事業案は、選考委員会において事業計画の実現性や将来性、新規雇用、地域貢献などを総合的に審査し、採用者にはお店のＰＲ等自由
に活用できる奨励金を交付します（審査基準点の要件あり）。

奨励金：１店舗につき１００万円（一定の条件で５０万円加算）
公募期間：平成２９年８月１日（火） ～ 平成２９年９月２９日（金）
（郵送）期間最終日の消印まで有効

（持参）土・日・祝日を除く日の９時～１７時。期間最終日は１７時１５分まで。

提出先（郵送・持参とも）：呉市商工振興課

〒737-8501 呉市中央４丁目１番６号

TEL：0823-25-3814 FAX：0823-25-7592

※応募資格等、詳しくは呉市ＨＰをご覧ください。

呉広域商工会では、創業計画の作成支援、創業後の税務会計・資金繰り・販路開拓などの支援を行っています。
お近くの本・支所まで、お気軽にお問合せください

資金繰り支援のご案内
●経営改善貸付（マル経融資）：日本政策金融公庫
【限度額】2000万円以内
【担保・保証人】不要
【資金使途】運転資金・設備資金
※商工会の推薦が必要です
【返済期間】運転7年以内/設備10年以内
【利率】年利1.11％（平成29年7月12日現在）
【申込】各支所 経営指導員にご相談ください。
※商工会の推薦審査日は、原則毎月10日、20日、30日です。余
裕をもってご相談ください
●小規模事業者経営発達支援資金 ：日本政策金融公庫
※呉広域商工会は「経営発達支援計画」の認定を受けています
【限度額】７２００万円以内
【資金使途】運転資金・設備資金
【返済期間】運転８年以内/設備２０年以内
【利率】年利1.41％〜（担保なしの場合:平成2９年7月12日現在）
【申込】各支所 経営指導員にご相談ください。
●普通貸付：日本政策金融公庫
【資金使途】運転資金・設備資金
【返済期間】運転7年以内/設備10年以内
【利率】年利1.81％〜2.40％（平成２９年7月12日現在）
その他、商工会員が利用できるリーグ保証や県･市の融資制度の斡旋な
ど、公的資金の斡旋を中心にサポートします。各支所経営指導員にご相
談ください

地域経済グローバル循環創造ポータルサイトへの登
録をしてみませんか？
国が作成したウェブサイトへ，
事業者の情報や地域産品の情
報を登録することができます。
このサイトは，独立行政法人中
小企業基盤整備機構や日本貿易
振興機構（JETRO）とも連携して
おり，国内や海外へ発信するこ
とが可能です。
今後は，外国語への翻訳が予定
されており，国内のみでなく，
海外のバイヤーなども閲覧が可能となります。
【登録方法】
①下欄の担当者へ登録を希望する商品をお伝えください（登
録の可否を確認します）。
②担当者からユーザID・パスワード・マニュアルを入手して，
登録専用サイトからご登録ください。
【登録費用】無料
【問合先】呉市役所 商工振興課 販路拡大グループ
Tel ：0823-25-3167 Fax ： 0823-25-7592

見本市等への出展補助金 （呉市販路拡大支援事業
補助金）のご案内

総合型逆商談会「第21回 買いまっせ！ 売れ筋商品発掘市」
2017年11月9日（木） ＠大阪府立体育館
通常の商談会とは逆に、買い手企業（大手小売業など）が会場のブースで
待機。そこに、売り手企業（中小製造業・卸売業など）が商品を売り込む
形式の「逆」商談会。売手企業は商談したい買い手企業を設定して、自社
製品を直接売り込みます。商談は先着順で、終われば次のブースへ移動し、
新たな商談を行うことができます。アポイントがとりづらい大手流通業の
バイヤーへも売り込むことができるチャンスです

（売り手企業 参加のメリット）
●アポイントが取りにくい大手流通業のバイヤーに直接売り込むことができ
る！
●参加者一人当たり、平均５社の有力バイヤーと商談できる！多い人では１０社
以上と商談。
●百貨店、スーパー・通販・生協等のバイヤーとの商談を通じて、ニーズや商品
トレンド、自社商品の改善点等、今後の商品開発に役立つ情報を得ることがで
きる！
●ブース設営の必要がなく、参加費のみで多くのバイヤーと商談することができ
る！
●海外バイヤーとの商談を通じて海外の人気トレンド・売れ筋の情報収集ができ
る！

呉市の中小企業の見本市等への出展に対して，その費用の
一部を補助するものです。
人気の助成金です‼お早めにお申し込みください。
○対象事業
①国内販路拡大支援事業
国内で開催される全国規模の見本市等で販売を主な目的
としないもの（自らが主催するものを除く）
②国外販路拡大支援事業（今年度は終了しました）
国外で開催される見本市等（自らが主催するものを除く）
○補助金の額
対象経費の２分の１（上限：国内１０万円/国外３０万円）
詳しくは呉市ＨＰまたは呉市商工振興課販路拡大Ｇ（☎
0823-25-3167 Fax ： 0823-25-7592）まで

参加費：一般16,000円（10/24以降の申込は20,000円）
主 催：大阪商工会議所
※詳しい内容はhttp://www.osaka.cci.or.jp/uresuji/を
ご確認ください

