
■経営発達支援事業を推進します！！
今年度は第二次経営発達支援計画（５か年計画）の２年目となります。昨今頻発する自然災害

への対応のため、BCP（事業継続計画：Business Continuity Plan）の策定が重要視されており、当商
工会でも今年度の事業計画策定支援計画のなかで、「経営計画策定を基本とした緊急災害時BCPセ
ミナー」を実施いたします。その他にも（公財）産業雇用センターと連携し、企業と求人の情報
をマッチングすることで雇用促進・雇用の安定化を図り、被雇用者が⻑く勤められる職場環境づ
くりを支援します。また、引き続き観光マップ（デジタル版）を作成し、観光客の誘客・地域ブ
ランディングを支援いたします。

★クレコレバイヤーズ商談会が変わります！！
当商工会が販路開拓支援事業として取り組んで参りました

「クレコレバイヤーズ商談会」が呉市に評価をしていただき、
今年度より呉市・呉商工会議所・中小企業家同友会・くれ産
業振興センターと連携し、オール呉市で開催することになり
ました。関係機関の連携により情報発信力を集約することで、
より多くのバイヤー様と事業者様が商談できる場として発展
させてまいります。
今年度も会員事業者様の事業発展、地域の活性化に努めて

まいりますので、ご理解・ご協力の程お願いいたします。

■地域力活用新事業全国展開支援事業に取り組みます！！
呉広域商工会は、地域資源（農水産品）を活用した倉橋島新メニューの開発とPR活動を行いな

がら交流人⼝増⼤に向けた仕組みを創るため、７⽉に倉橋島（呉市⾳⼾町・倉橋町）の飲⾷店・
⺠宿事業者が連携したプロジェクトを⽴ち上げました。
本プロジェクトは、倉橋島の飲⾷店・⺠宿事業者と東京代官⼭イタリアンレストランのシェフ

等の専門家及び有識者で構成された「プロジェクト推進委員会」を⽉一回のペースで開催し、以
下の内容について取り組んでまいります。

（１）倉橋島の飲⾷店・⺠宿等小規模事業者が話し合いの「場」
を設けるとともに、地域資源（農水産品）を活用した倉橋
島新メニュー開発を行う。

（２）人気イタリアンレストランシェフによる倉橋島新メニュー
の試作開発（調理実習会）を行う。

（３）開発した倉橋島新メニューのテストマーケティングを実施
する（広島市内、東京都内）。

（４）地域イベントに出展し、倉橋島新メニューを周知する。
（５）倉橋島新メニューを島内の飲⾷店・⺠宿等に普及させる。
（６）倉橋島新メニューを提供できる飲⾷店・⺠宿等を紹介したリーフレットを作成する。

昨年の商談会の様子
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商工貯蓄共済推進キャンペーン

令和元年１０⽉１⽇〜１０⽉３１⽇までを商工貯蓄共済の推進⽉間といたします。本共済は国
から認可をいただいている商工会独自の共済制度となっております。充実した保障内容もさるこ
とながら、貯蓄機能も有しており、加入年齢が３０歳男性の場合１口２，０００円の共済掛金の
うち１，７５３円は貯蓄積立金として貯まっていきます！掛捨部分の
金額はわずか２４７円です。
また、健康診断等助成金制度を活用することができるため、健康

診断にかかった費用を一部助成いたします。
※助成金を活用するには書類の提出が必要となります。
詳細につきましては、お近くの支所へお問い合わせください。
また、推進⽉間期間中は職員がご訪問させていただくこともござ

います。この機会に保険の見直し、新規加入等ご検討いただきます
ようお願いいたします。
【キャンペーン特典】ご契約者にアメニティ進呈を予定しております。

地区 事業所名（屋号） 代表者名 業種

⾳⼾ 中野水産 中野 仁貴 卸売業

下蒲刈 永原商店 永原 敏道 小売業

倉橋 横道農園 横道 耕一 小売業

倉橋 ㈲北吉水産 北吉 保彦 製造業

本所 お好み焼きくりちゃん 栗田比佐實 飲⾷業

川尻 ㈱橋本工務店 橋本 雅之 建設業

安浦 ⽇栄金型㈱ ⽯⿊ 浩二 製造業

安浦 ㈲おさかなのなかた 中田 義治 小売業

安浦 ヘアーサロン・スギムラ 杉村 績 サービス業

安浦 ㈱川⼝自工 川⼝ 淳 サービス業

安浦 ⻄本水産 ⻄本 明義 小売業

安浦 ㈲三喜 松本 基明 建設業

安浦 ㈱セイコー珈琲 井⼝ 賢治 製造業

安浦 KGS 小⼭てる美 小売業

安浦 焼肉カナリヤ 安藤 管子 飲⾷業

安浦 ㈱STAGE 島谷 文昭 サービス業

安浦 ㈱STreeem 下野 雅美 製造業

地区 事業所名（屋号） 代表者名 業種

川尻 ㈱ｴｰ･ｴﾇ・ﾜｲ 村上 篤志 製造業

川尻 明徳建設㈲ 岸本 隆道 建設業

豊 みたらいギャラリー 田中佐知男 小売業

川尻 TEGO 中原 佑介 製造業

倉橋 ㈲広南自動車 佐伯 朋晴 サービス業

⾳⼾ オクハラ 奥原 正士 製造業

倉橋 倉橋マリンパーク 藤本 昭博 宿泊業

下蒲刈 ㈱正光 平岡 光 製造業

⾳⼾ ヒーリングサロン
Lovewise

平岡 歩美 サービス業

本所 ㈲クロキ工作所 ⿊⽊ 泰子 製造業

安浦 ㈲昭和機械工業 安芸 一寅 製造業

倉橋 ㈱ 雅 景⼭ 克幸 建設業

蒲刈 五社本家 五藤 俊二 製造業

蒲刈 T.S保温 田中 祐治 建設業

⾳⼾ ㈲田岡運送 田岡 孝章 運送業

蒲刈 あきなだ屋 川村 耕一 運送業
本所 ケンテパック ⽊内 健介 サービス業



令和元年度 女性部通常総代会及び講習会開催
去る令和元年５⽉１６⽇、シーサイド桂ヶ浜荘おいて令和元年度通常総代会が行われました。
平成３０年度の事業報告と令和元年度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
れた議案は以下の通りとなります。

第１号議案 平成３０年度事業報告、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 令和元年度事業計画（案）、収支予算書（案）
承認の件

続いて、同所にてsea side café ALPHA 代表 天本 雅也氏に
よる「地域資源を活用した新商品開発と情報発信」について講演いただきました。本講演の題材
となる「倉橋島お宝フリット」を昼⾷にいただいたうえで、現在倉橋島が抱える課題の解決への
取組と今後の展望をお話しいただきました。取組に至った経緯、また未利用魚等市場に出まわら
ない資源を活用することによる一次産業者への貢献等、非常
に魅力的な内容でした。積極的な質疑応答もあり、有意義な
ものとなりました。
★「健康体操」を活用し、地域の魅力発信中！！
今年度より改めて健康体操の普及活動を行い、地区内外へ

呉広域８町の魅力を広く発信して参ります。現在、地域の幼
稚園や小中学校・敬老会へPRを行い、朝の体操等に採用いた
だきました。今後はおもてなし事業に取り組むなど他商工会
女性部との交流を行うことでさらに魅力を発信していきます。
健康体操については下のＱＲコードで見ることができます。

曲よし！ＰＶよし！体操よし！！
是非、一度ご覧下さい。

〜くれ Unity Innovation〜（呉８町の絆プロジェクト）
⻘年部は、本年度各４支部において部員の相互交流事業を行っています。
・第１回 安芸灘地区にて開催
⽇ 時：６⽉１６⽇（⽇）蒲刈
場 所：潮騒の館（蒲刈水産物直売所・おさかなセンター）
内 容：おさかなカーニバル

・第２回 川尻地区にて開催
⽇ 時：８⽉２５⽇（⽇） 10：00〜15：00
場 所：野呂⼭ グラウンド・⼤会議室
内 容：そうめん流し・竹の水鉄砲づくりなど

・第３回 ⾳⼾・倉橋地区にて開催予定 ・第４回 安浦地区にて開催予定
《今後の⻘年部スケジュール》
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呉広域商工会 親睦ゴルフ大会 参加者募集！！

当商工会会員様を対象に親睦ゴルフ⼤会を開催いたします。昨年の豪雨災害により、甚⼤な被
害を受けた呉カントリークラブ様も遂に８⽉よりフルオープンいたします。安浦地区の復興の先
駆けとして、キレイになったゴルフ場で親睦を図りましょう。
⽇ 時：令和元年９⽉１８⽇（水）
場 所：呉カントリークラブ

※詳細につきましては、ご案内文をお送りしております。
人数に限りがございます。申し込み多数となった場合は
先着順とさせていただきますので、早目のお申込をお願い致します。

第３６回 豊町七夕納涼祭が開催されます！！
⽇時：令和元年８⽉３⽇（土）18：00〜

花火打ち上げ 20：30〜

場所：呉市豊町 小⻑港フェリーターミナル前広場
（駐車場有、旧豊中学校跡地 ２００台分）

毎年島外からも多くの方が来場される豊町の一⼤イベント！
ステージイベントでは、地元の子どもたちによるダンス披露や

バンドライブ等を実施予定。
本祭の目玉である⼤迫力の花火打ち上げも必見！！
豊町の美しい景観と併せて是非ご堪能下さい。

■増税に伴う手数料の対応について
令和元年１０⽉１⽇より導入されます消費税の新税率について次の通り対応いたします。ご理

解の程よろしくお願いいたします。
①各種手数料 ：１０⽉１⽇以降請求書発行分より１０％
②ネットde記帳利用料：課金⽉が１０⽉以降の事業者様より１０％

※役務提供（サービス提供）完了が１０⽉１⽇以降であれば新税率の適用となります。つまり、
１０⽉以降のネットde記帳手数料を先払いしても１０％の適用となりますので、先払いのメリッ
トはございませんのでご了承ください。

■消費税についてお困りでないですか？
令和元年１０⽉１⽇より導入されます消費税軽減税率制度の集団講習会を開催いたします。新

税制導入前の再確認の場としてご活用ください。

・安芸灘地区
⽇ 時：令和元年８⽉２８⽇（水）10：00〜12：00
場 所：呉広域商工会 蒲刈支所
講 師：高原浩税理士事務所 高原 浩 税理士

・川尻安浦地区
⽇ 時：令和元年８⽉２８⽇（水）14：00〜16：00
場 所：呉広域商工会 安浦支所
講 師：川⼝勝則税理士事務所 川⼝ 勝則 税理士

・⾳⼾倉橋地区
⽇ 時：令和元年８⽉２９⽇（⽊）13：30〜15：30
場 所：おんど観光文化会館
講 師：川⼝勝則税理士事務所 川⼝ 勝則 税理士

〜お申込み⽅法〜
・別途案内しております申込書にご記
入の上FAXいただくか、お近くの支
所まで直接お問い合わせください。


