第

商工会は法律に基づいて設置されており、経営についての相談はすべて無料です。

回 通常総代会が開催されました。

安佐北区飯室 3059-1

835-2133

30

安佐支所

835-0048

この総代会をもって蓼新会長
に バ ト ン を わ た さ れ た、仁 井
前会長

26

就任の辞を述べる蓼新会長

12

議長・金持理事

役員功労者・優良職員表彰

新任職員のごあいさつ

去る平成 年５月 日（土）広島安佐商工会館にて第 回通常総代会が開催され、執行部より提案のあった第１号議
案から第７号議案について、慎重審議の上全議案が可決されました。
今年度は３年に一度の役員改選期。
新たな会長として日本サカス株式会社 蓼 正成氏（佐東）副会長に有限会社アサ
産業の大石 康郎氏（安佐） 堤建設の堤 邦夫氏（可部）が就任されました。
就任にあたるあいさつで蓼新会長は「ただ今の総代会におきまして、新会長を拝命いたしました、蓼 正成と申しま
す。
もとよりその器ではございませんけれども、与えられた責任を誠心誠意全うしていく所存でございますので、どう
ぞ変わらぬ皆様のご支援・ご指導・ご協力をよろしくお願い申し上げます。また、これまで本会を会長として牽引し
ていただきました仁井前会長には、心より感謝を申し上げます。
本当に、ありがとうございました。
」と就任の辞を述べ
られました。
蓼新会長のもと商工会員のみなさまの経営に資する支援を今後も実施してまいります。
お気軽に商工会をご活用ください。

12
877-0844

815-1456
佐東支所

814-3169
1,526 名
安佐南区緑井 6-29-28 （平成 30 年 4 月 30 現在） 877-9352
安佐北区可部 3-26-22

広島安佐商工会
可部本所

FAX
電 話
商工会加盟数
住 所
発行者

広島安佐商工会ホームページ http://www.h-asa.jp/
イベント・研修会などの情報を、随時更新しています。

広島安佐商工会 情報誌

平成 30 年 8 月 3 日
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この度の西日本豪雨による土砂災害・水害で被害に遭われました皆様へ、
謹んでお見舞い申し上げます。
１日も早い復旧と皆様のご健康を心からお祈りいたします。 平成 30 年 ７月

年４月

日（金）、広島安佐商工会館におい

女性部 女性部通常総会

前部長・丸本 昌子氏

平成 年４月 日（日）広島安佐商工会館にお
いて、女性部通常総会が執り行われ、第１号議案
から第 号議案について慎重審議の上、可決承認
されました。
女性部も役員改選が行われ、新部長に佐伯商店
佐伯 美智子氏（可部）が選任されました。
総会終了後 研修会「『笑門来福』～笑って笑っ
て福を呼び込もう！～」を開催し、親睦を深めま
した。

による「広島弁落語」

研修会はジャンボ衣笠氏

新部長となる佐伯 美智子氏にバトンが渡されました。

29

青年部 青年部通常総会
平成

龍三氏（佐東）が選任され、新たなメン

日の早朝、

６月 日、
「かわなみ
サイクリングロード実
行委員会」の主催で勉
強 会 を 開 催 し ま し た。
広島文教女子大学の観
光学講師・山川先生を
お招きし、いわゆる
「観
光資源」のない場所で
も、そこに住む人の営
みをかけ合わせて観光
資源を作り出すことが
できるということを学
びました。

部員
６月 日、６回目となる
「 （
BMS
みんなの再発見）
」を行いました。
部
員一人ひとりが自らのヒストリーを
語る本事業は他商工会でも高く評価
されています。
今回は、昨年度の視察
研修旅行でお世話
に な っ た 埼 玉 県・
新座市の青年部メ
ンバー５名と県青
連・植田会長が見
学に来られ、一同感心しておられました。
誰が発表をしても新しい発見があります。

６月

左のQ
R
コ
ー
ドで
ネット申込で
きます。

今年もやりま
す
参加者募集中

30

13

て青年部通常総会が執り行われ、第１号議案から第
４号議案について慎重審議の上、可決承認されまし

高田

青年部も役員改選が行われ、新部長にハイフィー

た。
ルド

歳の若き新部長、高田 龍三氏

バーで３年間の活動が始まりました。

弱冠

毎年恒例の主張発表大会、今年は

て太田川河川敷の清
名で大量の

掃を行いました。
部員

ゴミを回収し、さ

25

27

主張発表大会

議員秘書経験を持つ、行政書士の部員・西川。
なかなか聞けない体験談に一同引き込まれました

「絆感謝運動」とし

10

わやかな朝を迎え
ました。

!!

部員・竹田 奈々氏が発表の場に立
ちました。５月 日の安佐地区予選
を突破し、６月 日の芸北大会まで
進みましたが辛くも敗退。ですが、
年々レベ ル
が上がる主
張発表大会
にあって非
常に高く評
価された 、
堂々たる発
表でした。

17

27

10：00～16：00

観光創造に
「化学反応」
おける
勉強会

30
31

BMS（部員みんなの再発見）
かわなみサイクリングロード実行委員会主催

太田川清掃

児玉前部長から高田伸部長へ、
バトンは渡されました。
胴上げされる児玉前部長
芸北地協会長・竹本氏から賞状を
受け取る竹田氏

絆 ボランティア
●

12 25

第 43 号（2）

スクラム安佐
平成 30 年 8 月 3 日

日

（3）第 43 号

スクラム安佐

マル経融資のご案内
商工会では、株式会社 日本政策金融公庫の「マル経融資（経営改善資
金融資制度）」を取り扱っています。
◆融資枠：2,000 万円まで
◆返済期間：運転資金は 7 年以内、設備資金は 10 年以内
◆据置期間：運転資金は 1 年以内、設備資金は 2 年以内
◆金利：1.11%（平成 30 年 7 月 11 日現在）
マル経融資の三つの特徴
○担保不要 ○保証人不要 ○低金利
※ご利用にあたっては、半年以上の経営指導を受けている商工会または商工会議所の推薦が必要です。

平成 30 年 8 月 3 日

始め
か?
ません

商工会推奨の
楽々経理ソフト

「ネット de 記帳」はインターネットを利用して行う、インストールいらず
の経理ソフトです。
個人事業主で青色申告者の場合、ネット de 記帳で作
成する帳簿なら 65 万円の青色申告特別控除を受けることもできます。
ぜひネット de 記帳を皆様の経営管理にお役立てください！
記帳代行料（商工会で記帳を代行）
自計（自分で記帳入力）
年間入力数 500 以下 1,000 以下 2,000 以下 2,001 以上
月額（税込）4,000 円～ 5,000 円～ 6,000 円～ 7,000 円～

システム使用料金
年額 32,400 円 ( 税込 )

※詳しくは商工会事務局でおたずねください

スクラム安佐

平成 30 年 8 月 3 日

第 43 号（4）

平成30年7月豪雨災害に関する支援情報について
この度の豪雨災害に際して、被災事業者等に対する国や県等の支援施策が下記のとおり実
施されています。各施策について、詳細については各支所窓口にご相談ください。
1．金融支援施策

（１）既往債務の返済条件緩和等の対応
①広島県
・緊急対応融資（倒産防止等資金）
・緊急対応融資（セーフティーネット資金）

②日本政策金融公庫
・災害貸付（主に小規模事業者向け）
・災害復旧貸付（主に中小企業向け）

（２）貸付制度（詳細は別添⑤参照のこと）
①中小企業整備基盤機構
・小規模企業共済災害時貸付

２．その他施策
（１）既往債務の返済条件緩和等の対応

日本政策金融公庫、
商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、
今

般の災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請されています。
上記金融機関へ返済や貸出等がある場合には、
必要に応じて各金融機関に相談ください。

（２）専門家派遣事業

資金繰りや事業計画の見直しなど、
事業者からの相談に対して、専門家のアドバイス等を受けたい場合には、下記の事業を活用ください。

①ミラサポ

②エキスパートバンク

③経営安定特別相談事業

お問い合わせ先一覧
【融資に関するご相談】
●日本政策金融公庫
広島支店（中小企業事業）… 082-247-9151（平日 9：00 ～ 17：00）
広島支店（国民生活事業）… 082-244-2231（平日 9：00 ～ 17：00）
【信用保証に関するご相談】
●信用保証協会
広島県信用保証協会 ……… 082-228-5501（平日 9：00 ～ 17：00）

【全般的なご相談】
●商工会
広島県商工会連合会
●商工会議所
広島商工会議所

……………… 082-247-0221

…………………… 082-222-6610

●その他機関
（独）中小企業基盤整備機構 中国本部 ……………
広島県中小企業団体中央 …………………………
よろず支援拠点・（公財）ひろしま産業振興機構 …
中国経済産業局 産業部 中小企業課 ……………

082-502-6300
082-228-0926
082-240-7706
082-224-5661

●（全国共通）商店街からのご相談
全国商店街振興組合連合会 ……… 03-3553-9300
（受付時間 平日 9：00 ～ 17：00）

「スクラム安佐」
に広告を載せてみませんか?
「スクラム安佐」は、広島安佐商工会の会員さん 1,600 余りの事業所に年 4 回
（1 月・4 月・7 月・10 月）、確実に届く会報誌です。

その紙面を広告媒体として活用してみませんか？

もし今すでにチラシをお持ちなら下記の無料同梱サービスをご利用いただけま
すが、そうでない場合、いちから広告を作成するには手間暇がかかります。
それを当会がお手伝いします！
くわしくは今回の「スクラム安佐」同梱の申込用紙（右図）をご覧ください。
※先着最大８事業所様に限定させていただきます。
※応募が少ない場合、広告スペースの設置を中止させていただく場合があります。

福利厚生部会からお知らせ

安佐支所：9 月頃
可部支所：城下町松江と出雲路の旅
佐東支所：10 月頃
安佐支所：出雲大社と玉造温泉の名旅館
可部支所：11 月頃
「佳翠苑皆実」
に行く日帰りの旅♪
※集団健康診断については、検診日が
近づいてきたら別途ご案内します
日
（日）佐東支所：山口ゆめ花博散策と菜香亭散策の旅♪

日帰り旅行
ことしは

9月16

集団健診

編集後記
平成 26 年の土砂災害から４年、中断した
ままになっていた可部の「高松山大文字ま
つり」が復活しました。といっても、「大」
の字をかたどっているのは、火ではなく LED。
今年はまだ完全復活というわけではなくて、 ４年ぶりの高松山大文字
LED ランプと電気設備を山に持ち込んで試験
的に灯してみた、ということのようです。
280 年の歴史を持つとされる大文字まつ
り。LED でもいいから、完全復活してほしい
じつは LED。
ものですね。

工業部会
研修会のお知らせ
日時：平成 30 年
9月5日
（水）
19：00 ～
内容：建設キャリアアップについて

会員さんのチラシ、無料発送します !
次回の「スクラム安佐」は、10 月上旬に会員さんのご自宅に直接配達
される予定となっております。
その際、自社のチラシも同梱してほしいという会員事業者の方は、
9 月 28 日 ( 木 ) までにチラシを可部本所まで
お持ちください。
（支所への持込みは 9/26( 火 ) まで）
なお、下記の点を予めご了承ください。
◆1 事業者さん当たり 1 部限りです。
◆Ｂ4・Ａ3 サイズは二つ折りに。
◆原則 1 枚もののチラシで。
◆配布地域の指定はできません。 ◆必要部数は 1,650 部です。

