
令和３年度販路開拓支援事業として、首都圏や広島県内の百貨店・専門商社等において、「こだわりの商品」を取
扱うバイヤーを迎え、事業者様の新たな販路開拓の機会創出のため「オールクレ・クレコレバイヤーズ商談会」を開
催いたします。

現在、広島県内及び首都圏等での新規販路開拓を目指す呉市内の事業者様を下記のとおり募集しております。
【日にち】令和４年１月中旬頃
【募集数】２０社程度
【締 切】令和３年９月３０日（木）
【申込書】呉広域商工会ホームページよりダウンロード

（https://www.kure-kouiki.jp/）または呉広域商工会で検索
【問合せ】呉広域商工会 経営支援課 佐々木

TEL：０８２３-７０-５６６０
ご興味がありましたら、お気軽に呉広域商工会までご連絡ください。

地区 事業所名 地区 事業所名
倉橋 板岡総業 安浦 ぽこあぽこ音楽教室

川尻 ㈱M‘s industry 安浦 オフィスセレーヌ

安浦 久保田 妙子 安浦 R’s la vie

安浦 ㈱ブリッジ 安浦 ナカモト住設

安浦 ㈱内海運輸 安浦 平⻄精⾁店

安浦 ㈲土本商会 安浦 ㈱伸栄

地区 事業所名 地区 事業所名
蒲刈 Café ななくに 呉市内 デキモトホーム

蒲刈 ㈱下岡鉄工所 呉市内 ㈱HI-TO

豊 ㈱和幸 呉市内 アロフト㈱
呉市内 ハンドワークス

レナイン
呉市内 マグカフェ

Satton

呉市内 Doｍ Cut＆Stand その他 勇建商事

呉市内 技術アドバイザー

商業部会の中に「観光委員会」を設立しました！
～観光情報を共有するメンバーを募集します～

呉広域商工会では、アフターコロナ後に広島県や呉市

が様々な観光施策に取り組む事を想定し、これらを会員の
皆様に反映する目的で観光委員会を設立しました。
飲食・宿泊・体験・特産品販売など観光関連事業者の方

や、観光に興味のある方は、メールアドレスの登録をいた
だき、タイムリーな情報を共有するメンバーとしてご参加く
ださい。
経営発達支援計画に基づき、観光振興支援に取り組ん

で参りますので、奮ってご登録ください。

応 募 先：kure-kouiki@hint.or.jp
（担当：経営支援課 佐々木宛）

お送りいただく内容
①氏名
②事業所名
③メールアドレス
④地区
⑤観光委員会に期待すること

【販路開拓支援】オールクレ・クレコレバイヤーズ商談会・事前セミナーを開催します。

※商談のポイントやアドバイスを中心とした
「商談会事前セミナー」を１１月中旬に開催
いたします。
本セミナーは、商談会出展事業者以外も参
加可能です。

４月１日より川尻支所に着任しま
した銭⻲です。
以前は大崎上島町商工会にて、５

年間会員事業者様のお手伝いをさせ
て頂いておりました。
川尻町は初めてという事もあって

何かとご迷惑をお掛けする事もある
かと思いますが、地域振興と発展のため、少しで
も会員事業者様のお力となれるよう尽力していく
所存です。どうぞよろしくお願いいたします。

４月から商工会の仕事を初め
て努めている住谷です。
前職の呉市役所では、農林水

産や豊浜市⺠センター⻑として、
旧合併町地域の振興に関わって
おり、ご縁を感じています。
瀬⼾内海に⾯した８町の強み

を活かして、商工会地域の活性化に皆様と一緒
に汗をかいて参ります。
どうぞよろしくお願いします。

すみたに ひではる
事務局⻑ 住谷 秀治

ぜにがめ あつし
経営指導員 銭⻲ 敦
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令和３年８月１日発行

■令和３年度通常総代会が開催されました
去る令和３年5月21日(金)、呉森沢ホテルにおいて、呉広域商工会第14回通常総代会が開催されました。
亀山会長は挨拶の中で、新型コロナウィルス感染症の収束に関して先行きは不透明であるが、これまで以上に商

工会事業を活発に行い、会員事業者と地域の活性化に寄与するため「更なる未来へ地域とともに」を目標に事業を
実施していく決意を述べました。
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 令和２年度事業報告・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 令和３年度事業計画書（案）及び収支予算書（案）承認の件
第3号議案 令和３年度借入限度額（案）及び借入先（案）承認の件
第4号議案 呉広域商工会労働保険事務組合事務処理規程の一部改正の件
第5号議案 任期満了に伴う役員選任の件

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。閲覧については、お気軽に各支所窓口にお申し出ください。

会員の皆様に平素より呉広域商工会事業に対し、ご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、第14回通常総代会に於きまして、会長に選任されました竹内滝法です。
亀山前会長の当商工会に対する多大な功績に敬意を表しますと共に、会長を引継ぎ、責

任の重大さに身の引き締まる思いを致しております。
当商工会は、全国でも類を見ない８商工会の合併により設立し、現在１４年目を迎えており

ます。それぞれの地域の特色を活かした商工会活動に向け、邁進していくことが最も大きな
課題だと感じております。また、新型コロナウィルス感染症の影響により中小企業・小規模事
業者を取り巻く経営環境は、今までにない厳しい状況にあると感じております。
こうした環境の中、当商工会では今年度の経営理念として「更なる未来へ地域とともに」を

スローガンとして掲げ、様々な補助事業を活用し、会員の皆様の支援に最優先で取組み、中小企業・小
規模事業者様の持続的発展と地域の活性化のため、役職員一丸となって取り組んでいく所存です。
結びに、身近な商工会を目指し、今後とも会員の皆様方のご指導・ご鞭撻並びにご協力を賜りますようお

願い申し上げ、会長就任の挨拶とさせていただきます。

第14回通常総代会に於きまして、副会長に選任されました、音戸地区の栗原富士雄です。
通常総代会では、出席者全員の合意の下、実り多き会にて終了し、役員の一人として嬉し

く思っております。

商工会は地域内の事業者によって構成される会であり、情報交換・収集・発信等々を行って
いる有益な存在であり、経営者にとって、とても貴重な機関だと考えております。現在、世界中
がコロナという魔物に襲われており、会社だけでなく、人の命までも危険に脅かされています。
その中でも我々は生き抜いていかなければなりません。竹内新会長体制の下、商工会の機

能を駆使し、事業を守り発展させなくてはなりません。
会員の皆様におかれましても、健康に留意し、互いに頑張って参りましょう。

第14回通常総代会に於きまして、副会長に選任されました、川尻地区の森川泰博です。
地域の活性化は、商工会会員が重要な役割を担っていると考えております。コロナ禍にお

いて、行事・イベント等がスムーズに運営できず、経済面でも厳しい経営環境が続いています
が、地域や会員事業者の活性化に寄与できるよう、またコロナ後を見据え、竹内新会長の下
で邁進していく所存です。
結びに、皆様方のご協力・ご指導を賜りますようお願い申し上げ、副会長就任の挨拶とさせ

ていただきます。
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竹内 滝法 会長

栗原 富士雄 副会長

森川 泰博 副会長

https://www.kure-kouiki.jp/
mailto:kure-kouiki@hint.or.jp


【伴走型小規模事業者推進事業】
～呉広域商工会 経営支援事例のご紹介～

～春と夏のはちみつ・ご当地コラボ商品開発と域外への販路開拓～

■七国見山養蜂園（蒲刈地区会員）
代表者：⻄村 達哉
社名にもある七国見山（標高457ｍ）は、広島県南西部の瀬戸内

海に浮かぶ上蒲刈島にそびえる山で、安芸・備後・備中・伊予・讃
岐・周防・豊後の７つの国が見えるということからその名がつきました。

代表の西村さんは、３年前に蒲刈町にUターンし、この山の麓で柑橘栽培・養蜂を始め、徐々に養蜂規模の拡
大をしました。現在、量産体制の構築と蒲刈の海人の藻塩とコラボ商品の開発で販路開拓に取り組んでます。

【取り組んだ事業】
・はちみつのご当地コラボ商品開発ではちみつの商品をシリーズ化
・販路開拓では、銀座TAUや商工会主催の商談会への参加
・商工会主催インスタグラマー品評会に参加し評価を受け改善
・商工会主催の東京銀座TAUでのせとうちスキップ物産展へ参加
【活用支援制度】小規模事業者持続化補助金

西村さんから一言

地元蒲刈で養蜂した蜂蜜です。量販品と比べると、花の香りが残っています。そのままパ
ンやヨーグルトにかけるのがオススメです！一年に３度、春、初夏、夏に蜂蜜を採取、限ら
れた生産量です。販路についても、銀座アンテナショップ「TAU」での催事や商工会職員
さんと同行で「ひろしま夢ぷらざ」の催事に参加・商談し、今では常設となってます。

～新事業！テイクアウト専門店の開始！！～

■宇田敬商店(川尻地区会員)
代表者：宇田 敬
半世紀に渡り、地元に愛されている「宇田敬商店」が、このたび広横路１丁

目８-３０でテイクアウト専門店「BENTO STAND SHE」を開店しました。
宇田さんは、コロナ禍において新たな商圏で売上創出するため、テイクアウト

専門店の開店を計画され、当商工会へご相談いただきました。
開店に際して重要となる、補助金申請及び事業計画・収支計画を一緒に検

討して作成していきました。
しっかり下処理されたおかずは、注文を受けて調理することで短時間で出来

たてのお弁当やお惣菜を提供することを実現しており、近隣にお住いの方や
お勤めの方から人気を博しています。

お近くにお越しの際は是非、お立ち寄りください。今後、季節や要望に応じ
て「かき氷」なども販売予定。インスタグラムも要チェックです。

宇田さんから一言

【活用支援制度】呉市ビジネスモデル転換支援事業

補助金申請は、自分一人では難しいことがあります。商工会と一緒になって、
作成することでチャレンジすることができました。採択後の着手方法や報告につ
いても、事前説明があったことで資料保管も漏れなく準備できました。

会員であることで気軽に相談ができ、情報提供や制度説明をしてくれるので本
当に助かっています。

最後に、川尻・横路のお店にも是非ご来店ください。

新型コロナウィルス感染症対策支援について 【国】月次支援金
給付額

●中小法人等 上限２０万円/月
●個人事業者等 上限１０万円/月

申請方法

電子（オンライン）申請
※スマホ申請可能

申請期限

■４月/５月分【間近】
令和３年８月１５日
■６月/７月分
対象月の翌月から２か月

給付対象者

①緊急事態宣言又はまん延防止等重点措
置に伴う飲食店の休業等により影響を
受けている。

②①の影響により、月の売上が2019年又
は2020年の同じ月と比べて50％以上減
少している。

給付額

●中小法人等 上限２０万円/月
●個人事業者等 上限１０万円/月

申請方法

郵送もしくオンライン申請
※スマホ申請可能

給付対象者

【広島県】頑張る中小事業者月次支援金

広島県内に本社・本店のある中小法人また
は個人事業者
●緊急事態宣言に伴う飲食業の休業等の影
響により、売上が30%以上減少している。

●売上が50%以上減少している場合、国の
月次支援金の給付を受けている。

申請期限

■５月分【間近】
令和３年８月２０日
■６月分
令和３年８月３１日

広島県感染症拡大防止協力支援金等の
給付対象者は対象外となります。

～ふすま框乾燥機の導入による生産性向上及びHPから新規集客～

■⾦平畳製造所（音⼾地区会員）
代表者：⾦平 文乗

昭和１５年の創業以来、一貫して通常畳の製造販売を倉橋・音戸地区の顧客を対象として事業を営んでおり、地
域の方々のおかげで現代表で３代目となりました。

昨今の建築業界では、洋風建築の新規着工件数が増加し、和風建築の割合が減少しており、畳業界は縮小傾向
にあります。金平さんは、子育て世代を中心に薄型のモダン畳のニーズが高まっていることに着目し、最先端設備を
導入することにしました。これにより、薄型畳の内製化・短納期対応・生産性向上に取組ことができました。

【活用支援制度】ものづくり補助金 【取組内容のイメージ】

金平さんから一言

ものづくり補助金の申請がこれまで３回不採択で心が折れかかっていましたが、「あきら
めてはいけない、あきらめたらそこで試合終了ですよ。」と商工会担当者に励まされ、よう
やく４回目で採択されました。本当に嬉しくて、これから設備導入して頑張っていけます。
ありがとうございました。

～調理技術を活かしたデリバリー等の強化と食品製造環境の構築～

■五月荘（安浦地区会員）
代表者：池田 佳幸

創業１２０年の老舗料亭「海軍さんの料亭 五月荘」。４代目店主池田さんのその
卓越した技術は、「プロが選ぶ観光食事部門100選」入選、全国日本調理協会師
範など非常に高い評価をいただいています。

コロナ禍を受け、宴会中心の業態からテイクアウトや食品製造業に進出しインター
ネット通販へ業態転換し、「料亭の味を気軽に全国へ」という想いからオンライン販売
システムを構築しました。販売チャンネルの構築や設備等の導入が必要であったため、
商工会に相談しクラウドファンディングや補助金を活用することで事業を実現しました。

商工会にはいつもお世話になっています。外出自粛等より、外食が難しい状況となって
いますが、当店の料理が皆様の食卓に彩を加える一助となれば幸いです。
業態転換をする際に身近な商工会に相談し、親身に相談に乗っていただいてます。補
助金活用など様々な情報とアドバイスに感謝してます。

池田さんから一言

【活用支援制度】 呉市ビジネスモデル転換支援事業
小規模事業者持続化補助金
クレワン・グランプリオンライン商談会へ参加

お客様との調整、図面の
作成、各事業者へ見積もり
依頼、工事監視、保険加入、
申請確認


