
 
 
 
 
 

呉広域商工会 村尾征之 会長 
謹んで初春のお慶びを申し上げます。旧年中

は、会員の皆様には温かいご厚情とご協力を賜
り、有難く厚く御礼申し上げます。 

『心静かに年が明けて、心静かに新年の計を立てる。まずはめで
たい新春の朝である…（中略）』 

松下幸之助「この日この朝」の言葉です。 

きのうよりも今日、今日より明日、日に新たでなければならな
い。呉広域商工会は、昨年10周年を祝福、11年目は更に慶びを分
かち合える様、役職員一体となり、まい進してまいります。 

昨年、全国大会に於いて国直轄事業推進について評価され、全
国で3商工会の一つとして、受賞の栄誉に浴しました。合併から今
日までの経験を大切にし、これからも一つ一つ積み重ねてまいり
ます。 

とびしま海道・下蒲刈地区、朝鮮通信使がユネスコ記憶遺産に
認定、御手洗地区は、経産省プレ金（プレミアムフライデー）全
国で10か所選出された、その中の一つに選ばれ、呉広域ゾーンに
とって大きなお宝と元気・勇気をいただきました。それぞれの地
域のお宝とともに、しっかりと継承し守っていかなければなりま
せん。 

呉広域商工会の会員でよかった、との認識を持っていいただけ
るよう、役職員一同、地域の繁栄を目指し、益々精進いたします。
今まで以上のご声援をお願い申し上げます。 

 

呉広域商工会 松村健三 副会長 
新年明けましておめでとうございます 

旧年中は8商工会合併10周年記念事業など、無事終
えることができました。 

これもひとえに、会員の皆様、そして役職員の多
大なるご支援とご協力の賜物と心よりお礼申し上げ
ます。 

呉広域商工会地域におきましては、少子高齢化が進み商工業者
の減少という大きな課題に直面しておりますが、各地域では色々
なアイデアを出し、活発に事業に取り組まれている事業者が多数
みられます。地域経済の発展や地域振興に多大なご協力を頂き感
謝致します。 

今年もよろしくお願い申し上げます。 

 

呉広域商工会 亀山博司 副会長 
平成30年の新しい年を迎え、謹んで新春のお慶び
申し上げます。 

旧年中は、会員の皆様、役職員の皆様の結束で 

呉広域商工会合併10周年記念式典、緒方かな子さんを迎え開催し
た座談会等、盛大に祝事を催す事が出来ました。 

平成29年11月16日の第57回商工会全国大会に於いて、事業推進
優良商工会表彰を受けました。会員の皆様と役職員での積極的な
事業推進が評価された成果です。 

新しい年を迎え、呉広域商工会地域の活性化と会員皆々様にと
って、素晴らしい戌年と成りますよう祈念し、年頭の挨拶とさせ
て頂きます。 

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

呉広域商工会女性部 宇和村静子部長 
 

謹んで初春のお慶びを申し上げます。 

平成20年4月に合併して10年、その間、呉広
域商工会女性部として、提案公募事業を始め
としたさまざまな事業に取り組んで参りまし 

た。その中で、各地域のことを知り、各部員のひととなりを知り、
だんだん一体になってきたように思います。 

昨年12月に、10周年事業として初の一泊県外研修を行いました。
同じく合併商工会である愛媛県内子町女性部を訪問し、事業（草
木染体験）に参加させていただくとともに、意見交換を行いまし
た。「資質向上も大切だけど、楽しいこともなくては続かない」
「日帰り研修もいいけど、帰りの心配をせず、ずっと一緒に過ご
す一泊研修は距離がぐっと縮まるのよ」という、向こうの元部長
さんの言葉が印象的でした。 

平成30年からまた新たな10年が始まります。女性部はさらに団
結を深め、自身の資質向上と地域の福祉増進に努めていきますの
で、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

呉広域商工会青年部 宮下鉄矢青年部長 

 

新年明けましておめでとうございます。 

昨年は青年部活動を通じて大変お世話になりました。 

昨年より橋本部長から引継ぎ半年以上過ぎました。 

提案公募事業として4colorプロジェクトを起ち上げ、各4支部の
特産物を入れた呉～プを支部毎のイベントで㏚していきました。 

今年は広域青年部 10周年記念式典に始まり、主張発表全国大会

が広島県で行なわれます。この 1年間も忙しくなると思いますが、

皆で協力し地域を盛り上げていきましょう。  

【 青年部 】 
合併10周年記念式典開催‼ 
呉広域商工会青年部は、平成20

年4月の合併から数えて今年で10
年を迎えました。これを記念して
去る1月20日（土）、呉阪急ホテ

ルにおいて、新原呉市長・村尾呉
広域商工会長や歴代の青年部長 
を来賓に迎え、合併10周年記念式典が盛大に開催されました。 

 宮下部長はあいさつの中で、10年の活動を支えてきた青年
部の諸先輩方の尽力、関係各位の助力について謝意を表し、
人口減少・高齢化拡大の傾向の中で、更なる歩みを進めてい

くために、初心に帰り、部員一丸となって活動していく決意 
を述べました。 

また、これを記念した記念誌も発行されま

した。この記念誌は写
真撮影・編集を安芸灘
支部の宮川トム氏

(Island Pictures)・
印刷をOBの青木印刷
㈱が担当しています。 
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【 女性部 】合併10周年記念事業 内子町商工会女性部と交流!! 
去る12月4日・5日、合併して10年目の記念と

して、初の県外一泊視察研修を愛媛県今治市・
内子町において参加者18名で行いました。 
1日目は今治市の地場産業や最新の工場機械

化・品質管理について学んだあと、美人の湯と
して知る人ぞ知る鈍川温泉へ。「ホテル」とい
うより「湯治場」の雰囲気が漂う宿でしたが、
女将さんを始めとしたスタッフの皆さんの心配
りは温かく、また、ある仲居さんは50歳を過ぎ
てからのUターン就職とのことで、地域の雇用も 

大事にする経営方針に大変感銘を受けました。懇親会では様々な催しで盛り上がり、参
加者の結束が、さらに高まった感じがします。 

2日目は内子町商工会女性部（小田支部）が空き店舗を利用
して行っている草木染を体験。「新しい特産品を」と始めた
この取組は10年以上続いているそうです。手と口(!)を動かし
ながら作業を進める様子はいずこも同じ女性部の姿(笑)。 
その後、名物「たらいうどん」を女性部員さんの営む割

烹で（支部長さんのご実家でもあるそう）頂きながら、事
業の在り方や部員増強について意見交換を行いました。 
小雪が舞う天候にも関わらず、内子町伝建地区の案内もご準備頂いておりましたが、時

間オーバーで断念（残念(>_<)）今回の交流において、内子の皆様に学んだおもてなしの
心・活動継続への情熱を今後の女性部やそれぞれの事業に生かしていきたいと思います。 

（内子町商工会女性部のみなさんと） 

（10周年記念誌） 



  

海浪満（うみろまん） 
 

H29年5月オープン。漁師直販のお食事処。料理の得意な女性4人

で新鮮な食材を提供します。 

おすすめは海鮮丼定食

（1,200円）・釜揚げしら

す丼定食（季節限定・1,200

円）。近くにお越しの際は是

非ご来店ください。 

 

住所／呉市下蒲刈町下島2361-7  

（下蒲刈市民センター横） 

電話／0823-65-3134 

営業時間／11:00～15:00    駐車場/有 

定休日／毎週火曜日・第3日曜日・月曜日 

 

プラスシモカマ 
H29年5月オープンのテイクアウト専

門店。お好み焼き・焼きそばなどの提供

メニューに、下蒲刈の産品を加えていま

す。おすすめはユネスコ記憶遺産を記念

して韓国と広島をコラボした赤くて辛

いお好み焼き、赤辛おっこん（700円）。

ぜひご賞味あれ。 

 

住所／呉市下蒲刈町下島2361-7  

（下蒲刈市民センター横） 

電話／090-7971-6854 

営業時間／11:00～14:00（土曜～15:00）             

定休日／毎週火曜日 

安芸灘地区 

河尾みそ製造所 

 

手作り無添加みそのお店です。 

桂浜海水浴場から車で15分、看板を目印に県道から少し入った所に

あります。 

昔ながらの製法と国産の材料にこだわっており、リピーターのお客様

からは麹の香りや風味がいいと、とても評判です。 

店舗販売の他に、ひろしま夢ぷらざ、音

戸うずしお会館、桂浜温泉館や呉市内の

ゆめタウン、藤三、笹兵衛などのスーパ

ーでもお買い求めいただけます。 

 

住所/呉市倉橋町12014  

電話/0823-54-0367   

営業時間/8:00～18:00 

駐車場/有 

定休日/不定休 

倉橋地区 

かわかみ動物病院 ～犬・猫の診療～ 
 

犬・猫の診療をしています。明

るい雰囲気で、笑顔での対応を

心がけています。各種血液検査

機器、レントゲン、超音波、胃

カメラなど医療設備も充実して

おり、手術や入院にも対応して

います。日常のちょっとした疑

問からノミダニ予防、病気のこ

とまでお気軽にご相談くださ

い。 

 

住所/呉市安浦町中央6-1-20 

電話/0823-70-6,575 

診察時間/9:00～12:00 

※手術/月～金12:00～15:30 

水曜  午後 

休 診/土曜午後・日・祝日  駐車場/有（第二駐車場完備） 

HP/ www.kawakami-ah.net/ 

安浦地区 

ター坊の店 

 山口商店 

 

地域の方に愛されて５０年。地

産地消に拘った新鮮な食材を毎

日ご家庭へお届け致します。日

用雑貨・精肉・パン類・お米・

総菜・音戸てんぷら等、何でも

揃っています。近くにお越しの

際は是非ご来店ください。 

 

住所/呉市音戸町早瀬2-13-5 電話/0823-56-0041 

営業時間/7:00～20:00    定休日/日曜日 

音戸地区 

オーベルジュ＆ステイ スオミ 

 

瀬戸内海の多島美を目の前に、砂浜の自然に潮騒を楽しむ事ができ

るシーサイドホテルです。美味しく楽しく食事をしてほしいと思っ

ています。お気軽にお立ち寄り下さい。 

 

住所/呉市川尻町小用2−16−1 

電話/0823-87-6400 

F A X/ 0823-87-6502  

営業時間/ランチ 12：00～14:00 

（コース料理は要予約）  

ディナー17:00～20:00 

（要予約） 

定 休 日/（ランチ・ディナー）木曜日 （宿泊）年中無休 

駐 車 場/４台あり 

川尻地区 

    「安芸灘とびしま海道写真展～広島県のつきあたり～ 
（The Tobishima Kaido Islands～Treasure Islands on 

the Edge of Hiroshima）」を開催します 
 
安芸灘とびしま海道の魅力を地域の魅力をPRする写真展 
「安芸灘とびしま海道写真展～広島県のつきあたり～

（The Tobishima Kaido Islands～Treasure Islands on the Edge of 
Hiroshima）」を呉市大和ミュージアムで開催します。この写真展では、
とびしま海道の美しい景色や人々の暮らしを切りとった作品を厳選して
展示するだけでなく、映像や音、アロマオイルなどを使い、五感で島を
感じることができる空間づくりを目指しています。また、安芸灘地区に
ある３つの中学校の生徒がインスタントカメラで撮った「自分が好きな
島の写真」の中からもおもしろい作品が展示されるほか、2月 
9日(金)には生徒たちが展示の説明（日本語・英語）に参加し
ます。とびしま海道の魅力が詰まった写真展を見た後は、ぜ
ひ島にもお出掛けください。 
 

日時／平成30年2月1日(木)～12日(月・祝)9:00～18:00 
 ※プレオープン 1月29日（月） 
会場／大和ミュージアム（呉市宝町2-20）  

お問合わせ／呉広域商工会 蒲刈支所（TEL 0823-66-1055） 

事業所名（屋号） 業種 地区

須ノ浦ストーンフィールド 総合レジャー施設 倉橋

㈱休暇村サービス　グリーンピアせとうち 宿泊 安浦

旬彩ランチこころ 飲食 川尻



  

昨年度作成した「せとうちskip」がさらにパワーアッ

プして、デジタル媒体になりました。 

いつでもどこでも、思い立ったときにスマホやタブ

レットでチェックして、お出かけしませんか？ 

きっと、今までになかった時間をつくり、楽しむことができ

る。そんなせとうちskipを提案していきます。 

 

呉広域商工会の新しいHPができました‼ 

 

呉広域商工会のHPがリニューアルして、1月より稼働開始!! 

呉地域の海と山と柑橘をイメージし、さわやかで活動的なデザインとなっています。

今後、商工会の事業や中小企業施策などの様々な情報を、HPを通じて発信していき

ます!!  

 

○トップページ  新着お知らせ情報やfacebook・せとうちSKIPマップへのリンクも。 

○お知らせページ 商工会全体のお知らせはもちろん、各支所・青年部・女性部からの要チェック情報

も掲載されます 

○呉広域商工会について 呉広域商工会の業務についてご紹介。まだ利用してないサービスがあるかも？ 

○青年部・女性部について  青年部・女性部の活動についての紹介ページです。 

○会員事業所紹介 現在、掲載事業所募集中！事業所の概要はもちろん、写真の掲載も可能。ＨＰ・ＳＮ

Ｓリンクから自社専用サイトへの誘導も可能です。 

○会報      過去の会報を閲覧できます。 

○ツールリンク集 「経済指標・統計・調査等」「企業診断」「経営計画作成ツール」「販路開拓」「各

種様式」等、経営に役立ついろいろなサイト・ツールをご紹介。 

 

（インスタグラム投稿で最新情報や口コミをチェック!！） 

（ツールリンク集） 

（会員事業所紹介） 

☞ https://www.kure-kouiki.jp/  

 

☞ https://setouchiskip.jp/  

 

あの「＃せとうちｓｋｉｐマップ」がパワーアップ！ 

お出かけに便利なデジタル版公開!! 

 

12/6付で日経MJ（日本経済新聞社/マーケティング情報に特化した情報誌）か

ら発表された「2017年ヒット商品番付」。今年の決まり手はズバリ「ウチ充」。

自宅で、便利に楽しく過ごすための商品が多数選ばれる結果となりました。 

「トイざらす」の破たんや相次ぐ運送会社の値上げにつながった東の横綱「アマ

ゾン・エフェクト（アマゾン効果）」、2018年9月16日に引退することを発

表し、11月8日に発売されたアルバム「finally」が、2010年以降に発売され

たアルバム作品としては初の150万枚超えを記録した東の大関「安室奈美恵」

など、社会現象を引き起こした商品が並ぶ一方、広島市西区に4月にオープンし

た、午前から夜までゆっくりすごせる店づくりをコンセプトにした大型商業施設

「LECT」が西の前頭に‼ みなさんは何が気になりますか？ 

 

日経MJ2017年ヒット商品番付 あなたは何が気になりますか？ 

東 西

アマゾン・エフェクト 横綱 任天堂ゲーム機

安室奈美恵 大関 AIスピーカー

GINZA SIX 関脇 ゾゾタウン

シワ取り化粧品 小結 睡眠負債商品

N-BOX 前頭 株高

Abema TV番組 同 ウーバーイーツ

iPhone X 同 ハンドスピナー

うんこ漢字ドリル 同 「君の名は。」映像ソフト

桐生祥秀 同 カズオ・イシグロ

ザ・チョコレート 同 コンビニ焼き鳥

上野 同 LECT

クラフトボス 同 零ICHI

ドラゴンクエストXI 同 VR施設

外食値上げ・スーパー値下げ 同 格安4Kテレビ

豪華列車 同 脱・痛勤

口紅「オペラ リップティント」 同 ダンシング・ヒーロー

高級ミラーレス 同 バーミキュラ ライスポット

竹内涼真 同 坂道シリーズ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  

  

呉広域商工会 税務相談会 日程 
※時間はいずれも9:00から17:30（予約制） 

平成29年分所得税及び消費税申告の税理士相談を下記の日

程で行います。 

【音戸支所(14回)】2月19日(月)20日(火)21日(水)22日(木) 

23日(金)26日(月)27日(火)28日(水)3月1日(木)2日(金) 

5日(月)6日(火)7日(水)8日(木) 

【倉橋支所(7回）】2月21日(水)22日(木)26日(月)3月7日(水) 

8日(木)12日(月)14日(水) 

【蒲刈支所(4回)】2月28日(水)3月6日(火)7日(水)13日(火） 

【豊  支所(4回)】2月27日(火)3月1日(木)8日(木)12日(月) 

【川尻支所(6回)】2月16日(金)23日(金)3月2日(金)9日(金) 

13日(火)14日(水) 

【安浦支所（14回）】2月14日(水)19日(月)21日(水)23日(金) 

26日(月)28日(水)3月1日(木)2日(金)5日(月)6日(火) 

7日(水)8日(木)9日(金)13日(火)     

 ※詳細は商工会各支所へ問い合わせください 

 

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１2月13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12月13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％〜2.4％（平成29年12月13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 

平成29年度補正予算に係る各種補助金公募について 
 
平成29年12月22日に閣議決定された平成29年度補正予算
については、今後通常国会の審議を経て成立する予定となって

おります。 
例年、補正予算において計上される小規模事業者支援パッケー
ジ事業「小規模事業者持続化補助金」、ものづくり・商業・サ

ービス経営力向上支援事業「ものづくり補助金」についても、
今年度も予算要求がなされており、平成29年度補正予算成立 

から1ヶ月ほどで、公募開始となる見込みです。事業者の皆様におかれましては、今後の情報にご留意の上、早めの相談をお願いします。 

（情報提供は、ミラサポ、広島県商工会連合会、呉広域商工会HPでも行います） 

軽減税率対策補助金（レジ補助金）の期間延長について 
消費税の軽減税率制度は、平成31年10月1日から実施されます。 

中小企業・小規模事業者の方々に軽減税率実施への対応を円滑に進めていただくため、平成30年1月31日を期限として軽減税率対策補助金（レジ補助金）

の申請受付が行われていましたが、今後は平成31年10月1日から始まる消費税軽減税率制度に対応するため、補助金の申請受付期限が平成31年12月16日（事

業完了は平成31年9月30日）まで延長されます。（ただしB-1型については、平成31年9月30日までに事業を完了することを前提に平成31年6月28日まで） 

 

【軽減税率対策補助金（レジ補助金）の類型】 

Ａ-1 レジ・導入型 複数税率対応の機能を有するPOS機能のないレジを対象機器とし、その導入費用を補助対象とします。 

Ａ-2 レジ・改修型 複数税率非対応レジを対応レジに改修する場合の費用を補助対象とします。 

Ａ-3 
モバイル 

POSレジシステム 

複数税率に対応した継続的なレジ機能サービスをタブレット、PC、スマートフォンを用いて利用し、レシートプリン

タを含む付属機器を組み合わせてレジとして新たに導入するものを補助対象とします。 

Ａ-4 POSレジシステム POSレジシステムを複数税率に対応するように改修または導入する場合の費用を補助対象とします。 

Ｂ-1 
受発注システム・指

定事業者改修型 

改修・入替をシステムベンダー等に発注・実施する場合※請け負う指定事業者による代理申請（リース利用する場合

は指定リース事業者を含む3者で申請） 

Ｂ-2 
受発注システム・自

己導入型 

中小企業・小規模事業者等自らパッケージ製品・サービスを購入し導入する場合（リース利用する場合は指定リース

事業者との共同申請） 

 

【ひろしま産業振興機構・広島県商工労働局雇用労働政策課】 

セミナー・講習会のお知らせ 
 

①「経営者視点で“今”考えるべき『人材不足対応』とは」 
地域の中小企業・小規模事業者様において人材不足は深刻化しており、経営上の不安

要素としても年々大きくなっています。本セミナーでは、人材不足対応のヒントを学

びます。 

■日 時  平成30年2月26日（月）14:00～16:00 

■場 所  広島県情報プラザ 2階 第1･2研修室（広島市中区千田町3-7-47） 

■内 容 

(1）講演「中小企業・小規模事業者の人材不足対応～ピンチを変革のチャンスに 

㈱リクルートジョブズ ジョブズリサーチセンター センター長 宇佐川 邦子氏 

(2)個別相談会（16:05～17:00） 

  広島県よろず支援拠点のコーディーネーターが経営相談を承ります。 

■参加料  無 料 

■申込締切 平成30年2月20日（火） 

■申込・問合先  (公財)ひろしま産業振興機構 広島県よろず支援拠点 

         TEL：082-240-7706 FAX：082-242-8628 

■詳細情報 https://www.hiwave.or.jp/event/14235/ 

 

②経営者・人事責任者向けセミナー 
『成功事例に学ぶ！求職者に「選ばれる」新採用戦略とは？』 
少子高齢化，生産年齢人口の減少などを背景に人材の確保が困難な状況にあり，その

傾向は中小企業で顕著となっています。当セミナーでは、県内中小企業の情報発信力

及び採用力の向上を図り，人材確保につなげていきます。 

■日 時  平成30年2月15日（木） 13：30～17：00 

■場 所  サテライトキャンパスひろしま501･502大講義室 

（広島市中区大手町1-5-3 広島県民文化センター５階） 

■対象者  広島県内に事業所を置く企業の経営者及び人事責任者 

■内 容 

(1）採用戦略の立案 （2）採用活動手法 

(3）自社ホームページ強化の必要性による情報発信力の向上 など 

■講 師  ＨＲソリューションズ㈱ 代表取締役 武井 繁 氏 

■申 込  WEB申込 https://www.hr-s.co.jp/seminar/hiroshima/ 

      FAX申込 広島県HPより申込書をDLし、送信 

■問合先 広島県商工労働局雇用労働政策課雇用促進グループ TEL：082-513-3425 

 

③インスタ映えで狙え☆売上増！「広告写真撮影セミナー」 

 ～ちょっとしたひと手間で、あなたの写真がインスタジェニックに～ 
今や国内で2,000万人が利用するインスタグラム。特に女性は、インスタグラムの投稿

から刺激を受けて購買に至るケースが多いとの調査結果もあります。 

本セミナーでは「SNS用写真の撮り方」をテーマに、ミニスタジオをDIYし、ちょっと

した工夫で見栄えを劇的に改善する撮影テクニックを学びます。 

■日 時  平成30年2月2日(金)13：30～（3ｈ程度） 

■場 所  コワーキングスペースfabbit広島駅前（広島市南区京橋町1-7） 

■講 師  abc studio 代表 竹本 宗文 氏 

■対象者  商品を製造・販売されている創業者の方など 

■参加料  無料 

■申込締切 平成30年2月1日（木） 

■申込・問合先  (公財)ひろしま産業振興機構 ひろしま創業サポート

センター TEL：082-240-7702 FAX：082-249-3232 

■詳細情報 https://www.hiwave.or.jp/event/14230/ 

 

https://www.hiwave.or.jp/event/14235/
https://www.hr-s.co.jp/seminar/hiroshima/
https://www.hiwave.or.jp/event/14230/

