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Information
お店の人が、プロの技や知識などを直接おしえてくれる！

得する街のゼミナール（まちゼミ）
開催のお知らせ
＜まちゼミとは？＞
“まちゼミ”は、得する街のゼミナールの略であり、愛知県岡崎市を発祥の地として、全国200箇所
以上の地域で実施されております。お店の人が講師になって、「プロならではのコツ」や「使い方、考
え方」などを無料で教えてくれる、少人数制のミニ講座です。皆様のお役に立つことで、「お店」と
「まち」のファンづくり、街の賑わい創りを目指しています。
※安心して受講していただくため、お店からの販売は一切ありません！
開催期間：2019年11月1日（金）～11月30日（土）
実施店舗：実施店舗や時間、ゼミナールの内容については、10月20日（日）の新聞折込チラシ又は、庄
原商工会議所などにチラシがありますので確認下さい。
受 講 料：無料 ※内容によっては、材料費がかかるものもあります。
※材料費は、原則として講座当日に会場で徴収いたします。
申込方法：チラシに掲載されている受けたい講座のお店へ直接お電話で、「まちゼミ申込みです」とお申込
ください。10月20日（日）から申込受付を開始いたします。
問合せ先：庄原商工会議所 TEL0824-72-2121 （休所日：土日祝）
☆各参加店舗で色々な講座がありますので、チラシをご確認頂き、是非受講してみて下さい！！

部会事業

「第5回 お宝ゲットキャンペーン」を実施します！
■開催期間
■対象店舗

12月1日（日）～12月10日（火）
旧庄原市内の約89店舗〈予定〉
（対象：一般卸小売商業部会・観光サービス部会の所属の事業所）
※対象店舗の詳細はポスターでご確認ください
■実施内容 開催期間中、対象店舗へ来店、お買い物をされた
お客様に応募用紙を渡します。
抽選で「比婆牛」「広島菜漬」「参加店で使うこ
とのできるお買物券・お食事・商品引換券」を差
し上げます。
みなさまも是非各店舗に足を運んでみて下さい!!

広島弁護士会所属
（弁護士登録番号47310）

三浦益隆法律事務所
業務内容

弁護士

三浦 益隆

■ 離婚・相続などのご家庭の問題

■ 債権回収・契約書チェックなどの企業様の法務

■ 交通事故・近隣トラブルなどの事故対応

■ その他法律業務全般・訴訟代理

〒727‐0012
広島県庄原市中本町一丁目3－1 渡辺ビル2階
庄原警察署隣 レッツ様2階

〒727-0012
庄原市中本町二丁目13-24

☎０８２４ｰ７４ｰ６３１０

http://sogo-service.sakura.ne.jp

https://www.miuramitsutaka-law-oﬃce.com/
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庄原商工会議所

正副部会長を選任しました
現在、正副部会長の任期は、本年10月31日をもって満了となります。これに伴い、各部会を開催し、新
たに正副部会長を選任しました。
●一般卸小売商業部会
部会長
㈱敬ちゃん時計店
副部会長 ㈲エムランド
副部会長 岡本金物店
●観光サービス部会
部会長
㈱サンヒルズ庄原
副部会長 ㈲石田タクシー
●理財部会
部会長
広島みどり信用金庫
副部会長 広島銀行庄原支店

竹田
宮﨑
岡本

章浩
良治
康男

氏
氏
氏

安部
石田

隆弘
光雄

氏
氏

光永
久末

義則
俊明

氏
氏

●一般サービス部会
部会長
㈱ふじハートサービス
副部会長 ㈲はなや
副部会長 新興運輸㈱
●工業部会
部会長
平和印刷㈱
副部会長 広島和田金属工業㈱
●建設部会
部会長
小林建設㈱
副部会長 ㈱スイセイ設備
副部会長 ㈲山谷建築設計事務所

藤谷
金山
松田

善久
一宏
尚人

氏
氏
氏

河上 誠司
芥川信一郎

氏
氏

小林
原田
倉田

氏
氏
氏

茂樹
昌秀
洋二

11月1日に臨時議員総会を開催し、
新体制となります
観光サービス部会
・理財部会

地域観光資源プチツアーを開催しました

10月２日に、初めての試みとなる観光サービス部会・
理財部会主催の「地域観光資源プチツアー」を開催しまし
た。両部会から計10名の会員様にご参加いただき、９月か
ら開業している「ひろしま古民家ステイズ」の長者屋(比和
町三河内)と不老仙(上谷町)の２か所を視察しました。
現地には古民家ホテル開業の責任者である㈱瀬戸内ブラ
ンドコーポレーション木村洋氏を招き、両ホテルの特徴や
歴史などの説明から庄原市に古民家ホテルを開業した経緯
や、これからの観光戦略などもお話しいただきました。
参加者アンケートでは、ほとんどの方に「古民家ホテル
を利用したい、知人に紹介したいと思う」とのお声を頂
き、古民家ホテルを深く理解していただくことができまし
た。
「地域観光資源プチツアー」ですが、次回の開催も検討
しております。改めてお知らせさせていただきますので、
ぜひご参加ください！

夜間の宴会予約承ります
人数・時間・内容 お問い合わせください
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令和 庄原市プレミアム付商品券
元年度

事業者向け説明会開催について

消費税・地方消費税率引上げが、低所得者及び子育
て世帯の消費に与える影響を緩和することと、地域に
おける消費を喚起し、低所得者及び子育て世帯主向け
に「プレミアム付商品券」を発行します。「プレミア
ム付商品券」を取扱う予定の事業者向けに説明会を開
催しました。
説明会では小売業や飲食店などおよそ60の事業者
が参加し、参加した事業者から「いろいろなお店で使
えた方が消費者にとって便利だと思うので取扱うことにしました」と意見をいただきました。
利用期間は令和元年10月1日～令和2年3月31日までです。
ご不明な点は、庄原市生活福祉部社会福祉課（73-1210）までお問い合わせください。

セミナーを開催しました

～現金しか使えないお店は選ばれないかも知れない！
？～

「キャッシュレス決済入門セミナー」
～消費税引き上げに備えた売上アップを計るための～
9月20日 に、ナインソーツコンサルティング㈱
ャッシュレス決済入門セミナーを開催しました。

代表取締役

中小企業診断士 野村忠史氏によるキ

【内 容】
◎消費税軽減税率制度の概要
◎キャッシュレス化ってなに？
◎キャッシュレス化のメリット・デメリット
◎キャッシュレス化すると、なぜ売上高が上がるの？
◎POSレジ導入のための軽減税率対策補助金の活用
◎最新決済システムのご紹介（Airペイ、楽天ペイ、LINE Pay、Paypay等）
◎２～５％のポイント還元とは？
近年、買い物の支払時にクレジットカードやスマートフォン、電子マネー等で支払う「現金を使わな
いお金のやり取り（キャッシュレス）」が急速に普及しています。１０月の消費増税に伴い、政府は、
中小店舗で現金以外の支払い方法で買い物をした人に５％ポイント還元するなどの景気対策を検討して
います。これからは「現金しか使えないお店は取り残されてしまう」と言っても過言ではありません。
本セミナーでは、電子マネーの基礎からキャッシュレス化のメリット・デメリット、最新決済サービス
まで、皆様に役立つ情報をご紹介・解説していただきました。

2,700
1時間

当日

内装仕上工事知事許可番号（26）13812

24時間

1,080 円 3,240 円 4,320 円
1,296 円 5,940 円 7,020 円
1,620 円 8,100 円 9,180 円

TEL・FAX（0824）72-0602
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No.

87

！

学校法人庄原学園 庄原幼稚園

住所

〒727-0013

TEL

0824-72-0144

庄原市西本町一丁目４-２８
0824-72-0144

FAX

会 員 情 報

Ｅ-Mail

syouyo@polka.ocn.ne.jp

ブログ

Blog.goo.ne.jp/kotorinomori2012

保育時間

こんな仕
事
やってま～す

８時30分～16時
＊月曜日～金曜日
＊土曜日
＊預かり保育
（延長保育）

8時30分～16時まで（夏休みはありません）
8時30分～11時まで（月1回の登園日あり）
・おはようコース（7時40分から受入れ）
・なかよしルーム（18時30分まで）

未来を生きる子どもたちのために

―幼児教育をもっと豊かに―

大正７年に創立された庄原幼稚園は、今日まで地域の多くの皆様に支えられ、お陰様で
昨年創立100周年という節目の年を迎えました。これまでお寄せくださいました温かいご
支援に深く感謝申し上げます。
本園では、創立以来『教育は愛なり』の建学の精神を堅持しながら、健康と知恵と感性
を育むことを教育目標とし、「みんなげんきで、かしこく、ゆたかな子」をめざす園児像
に、教職員一丸となって教育実践に取り組んでいます。
さて、10月から「幼児教育の無償化」がスタートしました。この制度には、今以上に
多様化していく社会の中で、子どもたち一人ひとりが自分らしく活躍できる大人に育って
ほしいとの願いが込められています。その願いに応えるべく頑張って参りますので、今後
とも庄原幼稚園に対しまして、限りないご支援を賜りますようお願い申し上げます。

園児募集

新年度入園願書受付11月１日から
満３歳の誕生日から入園できます

このコーナーは会員さんが自由に使っていただけます。会社（事業所）
・お店の紹介をしませんか？
お申込み・お問合せ 庄原商工会議所 会員情報担当 北村

遠慮なくなんでもお問い合せ下さい。

広島北部地域職業訓練センター職業訓練
講

座

名

中間管理職研修
（リーダーのための実践心理学講座）
日商簿記３級受験準備講座（昼の部）
日商簿記３級受験準備講座 (夜の部）

期

間

時間

定員
10
10

12/4・12/5

水・木

9:00～
16:00～

12/19 ～ 2/20

月・木

13:30～
16:30

月・木

18:30～
21:00

12/19 ～ 2/20

（時間は変更になる場合があります）
受 講 料 (会員)
〃
(一般)

(人)

10

18,000円（昼食費込）
20,000円

〃

20,000円（ﾃｷｽﾄ代別)
23,000円

〃

18,000円（ﾃｷｽﾄ代別)
21,000円

〃

県立広島高等技術専門校委託訓練（公共職業訓練）
求職者を対象とした職業訓練講座です。
（実施場所：三次市職業訓練センター）
講
ＩＴビジネス科

座

名

期

間

1/23 ～ 4/22

（3 か月）

時間

定員

9:00～
16:00～

15

(人)

※定員になり次第、受付を締め切らせていただきます。ご了承ください。 ※時間は変更になる場合があります

http://www.nswest.co.jp

庄原市新庄町３６６－２
ＴＥＬ 0824-72-2033
ＦＡＸ 0824-75-0020
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無料

Information

融資

まるごと

日本政策金融公庫国民生活事業
◎マルケイ融資（小規模事業者経営改善資金）
2,000万円
1,500万円を超える融資の場合は事業計画書の提出が必要です。

（運転資金:7年以内・設備資金:10年以内）

金
利 1.21％（10/1現在）
◎普通貸付
運転資金 4,800万円（５年以内）
設備資金 4,800万円（10年以内）
金
利 1.25％～
（返済条件により利率が変わります。）
◎セーフティネット貸付
運転資金 4,800万円（５年以内）
設備資金 4,800万円（15年以内）
金
利 1.25％〜
返済期間、担保保証人の有無によって利率が変わります。

県融資制度
◎小規模事業資金（信用保証付）
運転資金 1,250万円（10年以内）
設備資金 1,250万円（10年以内）
金
利 1.40％

庄原市融資制度
運転資金
設備資金
金
利

1,000万円（10年以内）
1,500万円（10年以内）
2.10％（信用保証付）

詳しくは、庄原商工会議所までお問い合わせ下さい。



TEL72-2121

11月14日は世界糖尿病デー

糖尿病について考えてみませんか？

糖尿病予防キャラクター

腹ハッチー

糖尿病は、血液中の糖が多い状態が長く続く病気で、40歳以降に増えてくる病気です。庄原市は、
全国平均や県平均と比較しても糖尿病の方が多く、また庄原市国保の病気別にみた総医療費が1番高く
なっています。
糖尿病は自覚症状が少ないため、放置する人が多いのが現状です。しかし、放置し続けると、気付か
ないうちに全身の血管が傷つきます。長い間傷つけられた血管は、屋外に放置したホースのように硬く
もろい血管になり、心筋梗塞や脳梗塞、重症化すると人工透析が必要になる糖尿病性腎症や失明の原因
になる糖尿病網膜症等、様々な合併症を引き起こします。
糖尿病は、食べ過ぎや運動不足、肥満やストレス等の生活習慣の乱れと体質が発症に関係しているた
め、生活習慣の改善や健診で体の状態を確認して、発症を予防しましょう。
糖尿病について考え、予防や治療の大切さを意識することを目的に制定された11月14日の「
世界糖尿病デー」に合わせて、庄原市内でも啓発イベントが開催されます。ご家族や大切な方と一
緒に糖尿病について考え、予防に取り組むきっかけにしてみてください。
【庄原市内での糖尿病に関するイベント情報】
11月8日～11月17日
庄原赤十字病院、庄原市役所本庁舎ほかがブルーにライトアップ
※ブルーは糖尿病予防運動のシンボルカラーです。
11月17日（日）10:00～ カラダ・ココロ すこやかフェスタ・ブルーライトアップイベント
（詳細は同封のチラシをご確認ください。）
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木 曜 会

9月

9月19日に木曜会を開催いたしました。今回
は、庄原市 庄原自治振興区、事務局長 滝口博
章氏と歴史文化継承委員 奥田虎昭氏から
『いに
しえの郷「庄原」からのつたえごと』と題してお
話をしていただきました。
「歴史文化継承事業」の紹介に始まり、
「 永江
の荘」の成り立ち、領主と領地の区割り、庄原地
域に関わる商人の紹介、庄原の発展経過などに
ついてお話しくださいました。
また、庄原地方の旧名称「永江庄」に関わる江
戸時代以前の歴史、丑寅神社の鳥居に残る「庄
原村」の文字、上野池にある江戸時代の碑など、
市内に残っている庄原の歴史を物語る歴史遺産

についても紹介していただきました。江戸時代
の庄原商人のお話からは、庄原の風土、気風な
ど感じ取ることができ、暫し昔の庄原市内へタイ
ムスリップしたようでした。
人口減少が進む庄原市ですが、古の人々が築
き上げた庄原市の歴史を知った上で新しい庄原
市について語り合うことも大切かもしれません
ね。
しば

いにしえ

景況早見表
見通し

従業員
前年比

特に好調

見通し

サービス

前年比

売

見通し

卸

前年比

設

見通し

建

仕入単価 販売単価 資金繰り
前年比

売

見通し

小

採算

前年比

造

見通し

製

全
中
全
中
全
中
全
中
全
中
全
中

売上高
前年比

全企業

前年比

産業別

業況

見通し

項目別

国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国

（50＜DI）

好

調 （25≦DI＜50）

まあまあ （0≦DI＜25）

不

振 （▲25≦DI＜0）

きわめて不振 （DI＜▲25）

※上記マークを参考にして景況早見表をご覧下さい。

民間車検場

株式会社
広島県庄原市新庄町王子88-59

広島県庄原市新庄町382-1

印刷の原点を大切にし、
新しい時代への進化を成す

みづほ

TEL 0824-72-1163㈹
本 社 ・ 工 場／ 〒727-0004
広 島 支 店／ 〒733-0842
三 次 営 業 所／ 〒728-0013
安 芸 高 田 営 業 所／ 〒731-0501

TEL 0824-72-4521㈹

広島県庄原市新庄町5088番地58
広島県広島市西区井口一丁目15-25-112
広島県三次市十日市東六丁目13-35
広島県安芸高田市吉田町吉田758-3-503

www.shinseiart.com
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TEL 0824-72-7890 FAX 0824-72-2128
TEL 082-276-0073 FAX 082-276-4031
TEL 0824-62-3716 FAX 0824-62-5635

Information

●お問い合せ先

庄原商工会議所

庄原市東本町1-2-22
TEL0824-72-2121

FAX0824-72-6608

業務のご案内
●不動産の名義変更 ●成年後見
●相続登記・遺言
●会社の登記
●借金の整理
●簡易裁判所訴訟代理等

〒７２７ｰ０００４
広島県庄原市新庄町２８１－１

詳しくはホームページに記載しています。
庄原 司法書士

広島北部司法事務所

検索

（訴訟代理権認定第524014号）
（司法書士登録番号828号）
平成２９年４月１日より庄原市役所前に事務所移転しました。

新住所 〒727-0012 広島県庄原市中本町一丁目8番16号 TEL0824-72-2315
（要予約）
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