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書 面議 決 方式 で第 回 安芸 津 町通 常
会長就任のご挨拶
総代会を開催しました︒当初は入念
な感染症対策の下︑来賓なしの総代
出席型を計画しておりましたが︑発
安芸津町商工会
令を重く受け止め︑急遽︑計画変更
会長 橘 高 信行
を決断しました︒戸惑われた方もい
らっしゃったと思われますが︑諸事
情ご斟酌の上︑何卒ご理解を賜りま
５月 日︑第 回通常総代会にお
すようお願い申し上げます︒
いて安芸津町商工会会長に任命され
令和２年度事業報告及び収支決算
就任いたしました︒微力ではござい
書︑令和３年度事業計画案および収
ますが︑安芸津町商工業の振興と地
支予算書案︑任期満了に伴う役員選
域活性化のため︑精一杯努めますの
任等が諮られ承認されました︒
で︑よろしくお願い申し上げます︒
︻執行部︼※順不同・敬称略
さて︑新型コロナウイルス感染症
・会 長 橘高信行
は一年経ってもその流行が終息する
・副会長 大谷 徹 ・山下 竜一
兆しがありません︒緊急事態宣言は
・ 専務理事 本宮 克博
三度発令され︑一年延期された東京
・理 事 柏迫 孝治・中畦 芳久
オリンピック・パラリンピック開催
上坂 至 ・金澤 伸行
はどうなるかわかりませんが︑ワク
松田 岩城・岩崎 和仁
チン接種が始まりその接種数が拡大
中村 昌典・島村 稔
しておりますので︑トンネルの出口
横田 昌典・荒谷真太郎
が少し見えてきたようにも思われま
丹下 勝紀・佐藤 陽吾
す︒一方︑人口減少と高齢化は年々
吉田 勝彦・歳實 勲
進んでおりますので︑地域活性化へ
伊藤 和典・中村 和彦
の期待はますます高まっていると感
川本 洋一
じております︒
︵青年部長︶御園 隆之
このような中︑商工会は地域の皆
︵女性部長︶高下 昭美
様から身近に感じ︑より一層頼りに
・監 事 柄
宣行・佐藤 智則
なる存在になるために︑東広島市︑
※新任役員を赤字で記載
広島県︑様々な関係団体とチームを
形成し︑灯りをともす活動を推進い
■ 永年勤続者表彰
たします︒
具体的には︑引き続き小規模事業
者の売上及び利益の維持拡大のため
の事業計画作成と実行を支援します︒
また︑展示会や商談会に積極的に
参加し︑販路開拓を推進します︒
このような活動を通じて周りを知
り︑良いところや工夫が要るところ
に気づき︑これまでの自分の行動を
見つめて場合によっては見直してい
く・・・︒このように︑みなさまと
何かがつながり︑そのつながったも
のがさらに何かとつながる︒このよ
うな連鎖反応を起こす触媒になりた
いと心から願っております︒
みなさまのご支援とご鞭撻をこれ
まで以上にお願い申し上げます︒

回通常総代会開催
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５月 日︵木︶︑新型コロナウイル
ス感染症拡大による緊急事態宣言発
令のため︑少数の執行部出席による

■第
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５月 日︵月︶︑工業部会では永年
にわたり町内会員事業所に勤務して
おられる方々の功績を讃え︑表彰を
させていただきました︒
例年開催している表彰式は新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止による
緊急事態宣言発令のため︑２年続け
て中止となりました︒
町内 事業所から 名の方々に︑
表彰状並びに記念品の贈呈がおこな
われました︒
勤続年数
年⁝６名
年⁝２名
年⁝ 名
年⁝８名
年⁝ 名
会員事業所様の益々のご隆盛と︑
お勤めの皆様のご健勝︑ご多幸を祈
念申し上げます︒

４年目以降 １． ％
新型コロナウイルス
・コロナの影響により直近１か月の
感染症対策経営相談窓口
売上が５％以上減少︒
◆東広島市雇用調整助成金受給サポ
安芸津町商工会では︑新型コロナ
ート補助金
ウイルス感染症の影響を受ける事業
新型コロナウイルス感染症の影響
者等に対する相談窓口を︑昨年４月
により︑中小企業者が国の雇用調整
より引続き設置しています︒商工会
助成金の申請に際し︑申請書類の作
員外の方も含めて︑お気軽に利用く
成等を社会保険労務士に依頼した場
ださい︒
合の費用
※商工会 ℡４５
︲ ４１４１
・市内に主たる事業所があり雇用調
◆月次支援金︵国及び県の２種類︶
整助成金の支給決定を受けている者
２０２１年４月以降実施された緊
急事態宣言などの影響を受けて売上 ︵補助金額︶
万円︵上限︑補助対象経費の全
が減少した事業者
額︶
・支給額 法人⁝上限 万円/月
︵補助対象経費︶
個人⁝上限 万円/月
雇用調整助成金の申請に要する社
︿国の月次支援金﹀
会保険労務士への手数料
﹁中 小 法 人 ・ 個 人 事 業 者 の た め の
※詳しくは︑東広島市産業振興課
月次支援金﹂
︲ ４２０︲ ０９２１
℡０８２
・対象月の売上が昨年又は一昨年の
又は商工会へ
同月より ％以上減少
◆雇用調整助成金
○申請期間
事業主が労働者に休業手当等を支
５月分⁝６月 日〜８月 日
払う場合︑その一部を助成する制度
６月分⁝７月１日〜８月 日
です︒
〇申請 パソコン等電子申請
特例措置により︑助成率及び上限
★申請時には安芸津町商工会︵登録
確認機関︶での事前確認が必要です︒ 額の引き上げを行っています︒
この特例措置は︑令和２年４月１
※℡０１２０
︲ ２１１
︲ ２４０
日から令和３年６月 日までの期間
︿広島県の月次支援金﹀
を１日でも含む賃金締切期間︵判定
﹁頑張る中小事業者月次支援金﹂
算定期間︶が対象です︒
・対象月の売上が昨年又は一昨年の
以下の条件を満たす全ての業種の
同月より ％以上減少
事業主が対象です︒
○申請期間
①新型コロナウイルス感染症の影響
５月分⁝６月 日〜８月 日
により経営環境が悪化し︑事業活
６月分⁝７月１日〜８月 日
動が縮小している
〇申請 郵送又はオンライン申請
②最近１か月間の売上高または生産
︲ ２４８
︲ ６８５３
※℡０８２
量などが前年同月比５％以上 減
◆小規模事業者持続化補助金
少している
︿一般型﹀
③労使間の協定に基づき休業などを
小規模事業者が商工会と共に事業
実施し︑休業手当を支払っている
計画を作成し販路開拓に取り組む事
※その他︑詳しいことは︑
業の費用の一部を補助
広島労働局職業安定課
・補助上限
万円
︲ ５０２
︲ ７８３２
℡０８２
︵補助率２/３︶
又は商工会へ
︿低感染リスク型ビジネス枠﹀
小規模事業者が商工会と共に感染
イベント情報
拡大防止と事業継続を両立させるた
◆見立て細工展
め︑対人接触機会の減少に資する前
︽２６１年の歴史をもつ見立細工︾
向きな事業費用の一部を補助
自分の店で売
・補助上限 １００万円
っている商品を
︵補助率３/４︶
使って何かに見
★申請に必要な事業計画作成を商工
える物を作る︑
会でサポートします
というのが見立
◆資金繰り支援
細工︒
日本政策金融公庫の新型コロナウ
７月末に実施
イルス対策マル経融資は︑商工会で
予定ですが︑新
経営指導を受けている小規模事業者
型コロナウイル
を対象にした無担保無保証人の融資
ス感染症の影響
制度です︒
により︑実施形態について継続協議
・年利率⁝当初３年間 ０． ％
16
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しておりますので︑詳細につきまし
ては後日チラシにてお知らせ致しま
す︒
主催 商工会商業部会
◆祇園祭り 神事のみ開催
７月 日︵土︶ 日︵日︶
今年の絢爛豪華な大名行列は︑コ
ロナ感染症拡大防止のため中止とし
神事のみの開催となります︒
◆住吉祭 神事のみ開催
７月２８日︵水︶２９日︵木︶
コロナ感染症拡大防止のため︑両日
とも︑榊山八幡神社で神事のみの開
催となります︒
◆東広島花火大会
コロナ感染症拡大防止のため中止
となりました︒

会員事業所紹介

10

11

︱ 川本ストアー ︱
﹁買 い 物 ﹂
は日常生活の
中で欠かすこ
とのできない
ことのひとつ︒
しかし現在
それぞれの理
由でその﹁買
い物﹂に不自
由している人
たちが増えて
いるというニ
ュースも目にする機会が多くなりま
した︒
自分の住む町で買物が困難な人た
ちの力になりたい︑フレッシュで旬
なものを届けたい︑それを食べて元
気でいて欲しい︒そんな思いが詰ま
った﹃移動スーパーとくし丸﹄︒
町内を３コース︑週に１回または
２回︑自宅前や最寄りの安全が確保
で き る 広 場 な ど を 巡 り ま す︒︵ 停 車
困難な場所もある為︶
そして当社では︑市や町︑民生委
員さんと﹁見守り協定﹂を結んでい
ます︒利用される全てのお客様と直
接顔を合わせ︑会話をすることで地
域の防犯や一人でお住まいの高齢者
の見守り役としての役目を果たすこ
とを目指します︒
売上を上げることはとても大切な
ことですが︑決して売りすぎること
だけはしないよう心がけています︒
食べきれなくて捨ててしまう︑そ
んなことだけはしないで済むように︒
気兼ねなく︑長期的に利用してい
ただけるよう販売スタッフ︑当社と
お客様の間で生まれる関係性を築き
保ちながら﹁買い物﹂という日常風景
を守ってゆく︒それが川本ストアー
の﹁移動スーパーとくし丸﹂です︒

お 買 い 物 は 町 内 で！

安芸津町商工会商品券の使用期限は発行日から六ヶ月間です。
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みなみ酒店

青年部
■ 新入部員

紹介

令(和３年 月 日施行

芽生・前田

円香

宙邑

◆ 第２００回 珠算検定試験合格者

稜馬・濵田

小陽・賴岡

奏祐・金井

美織

︻一級︼ 髙田

新

・花井

・杉本

︻二級︼ 入川

海

悠

柊伍・大歳

立原清士郎・田中

空

令(和３年６月 日施行

︻三級︼ 西

２

)

)

神賑行列

ている︒

神賑行列は︑文政２年︵１
８１９年江戸時代中期︶に書
かれた﹁国郡志用書上帳﹂の
風早の項に︑江戸時代中期よ
り︑子供から年寄まで参加し
盛大に行われたことが書かれ
ている︒
神賑行列が始まった当初か
ら今日まで途絶えることなく
風早地域の大切な伝統・文化
として
現在ま
で受け
つがれ

︵東広島市重要無形民俗文化財︶

祝詞山八幡神社

〜安芸津の文化財・史跡シリーズ〜

観 光 協 会 コ ー ナ ー

柚名

◆ 第２０１回 珠算検定試験合格者

︻二級︼ 大歳

響輝・能島美古都・八幡

︻一級︼ なし

︻三級︼ 小川

21

20

ごあいさつ

また︑外出時にはマスク着用︑
会議はリモート︑列へ並ぶときに
はソーシャルディスタンスとライ
フスタイルが変化しつつあります
が︑そうした中にも新しい﹁縁﹂
を
見つけ︑紡ぎ︑安芸津を盛り上げ
てまいりたいと思います︒

役員決定

ました︒
コロナ禍で︑いつもの様な活動
は制限されるかもしれませんが︑
安芸津町︑地域を少しでも盛り上
げられるよう︑活動してまいりた
いと思いますのでよろしくお願い
します︒
︵地域活性委員長 日浦 聖司︶
■ 新年度

はじめまして︒
木谷で農産品製造
販売をしておりま
す甲斐 直樹︵甲
斐農園︶と申しま
す︒
このたび先輩方にお誘い頂き︑
安芸津町への熱い思いに共感し︑
安芸津町商工会青年部へ入部いた
しました︒
青年部の皆様と共に︑安芸津町
のさらなる活性化と経営者として
の資質向上を目指し︑青年部活動
と事業活動に励んでまいります︒

給与の支払人員が 人未満の事
業者︵源泉徴収義務者︶は︑税務
署に納期特例の届出をしていれば︑
半年分︵１月〜６月分︶をまとめ
て納めることができます︒
くれぐれもお忘れなく！

事業系一般廃棄物排出方法
変更について説明会

月１日の広島中央エコパーク
︵高効率ごみ発電施設及び汚泥再
生処理センター︶の供用開始に伴
い︑変更点と事業系ごみの適正な
排出についての説明会︵１時間程
度︶を開催します︒
〇日時 ７月８日︵木︶ 時〜
７月９日︵金︶ 時〜
７月 日︵月︶ 時〜
○会場 安芸津生涯学習センター
︵支所３階︶
○申込 ７月５日までに事業所名︑
参加者名︑電話番号︑希
望日を書いて
ＦＡＸ ０８２︲４２６︲３１１５
︵東広島市役所 廃棄物対
策課宛︶で申込み
○お問い合せ
０８２︲４２０︲０９２６
TEL

■ 新入会員紹介

○ 安芸津整体元気
︵津田 茂雄︶
整体業
小松原地区

○３１６４
︵瀬戸口るみ︶
美容業
風早地区

︵事業承継は除く︶

14 18 14

どうぞよろしくお願い申し上げます︒

典

一口２千円／月の掛金で︑３つ
の安心が手に入ります︒
①貯蓄︵ 年満期で満期時に貯蓄
積立金と配当金が戻ります︶
②保障︵万一の場合に保険金が支
払われます︶
③融資︵有利な条件で融資資格が
できます︶
特

①年度ごとに２名を限度として︑
口数に応じて一般健康診断や人
間ドックを受けられる際の助成
制度︵最高１人につき１万５千
円︶があります︒
②掛金を年払いした場合には︑年
掛金の３％を報奨金としてお支
払いします︒
なお︑加入できる方は︑商工会
会員及びその家族︑従業員です︒
※詳しくは商工会まで！

源泉所得税の納付
〜納期特例申請者〜

10

○大本水産
︵大本 彰 ︶
かき養殖業 風早地区

〇会 長：本宮
〇副会長：佐藤
梶原
松田

克博
伸次郎
真一
岩城

よろしくお願い申し上げます。

■ 安芸津町観光協会 新役員
令和３年度通常総会において、
新役員が選出されました。
新執行部は次のとおりです。

https://www.akitsu-kankou.jp

12

４月開催の通常総会におきまし
て︑今年度の新役員を選出いたし
ました︒新執行部は次のとおりで
す︒
皆さん︑よろしくお願い申し上
げます︒

（Ｋ・Ａ）
一緒に活動をしませんか？

10

◆執行部◆

女性部では、新入部員を随時募集しています。

■ 委員長 ごあいさつ
今年度の資質向上委員会では研
修や活動を通じて︑個人や団体の
スキルアップを目的に活動してい
きたいと考えています︒
コロナ禍で不安定な状況ではあ
りますが︑﹁いまだからこそ︑でき
ることは何か﹂を考えるチャンス
と捉え︑この１年間︑コロナに負
けない新しい何かを探して︑さら
なる成長をしていけるように頑張
ってまいりたいと思います︒
︵資質向上委員長 金澤 佑介︶

令和３年度の通常総会に合わせて開催された主張発表大会で、中央
地域協議会の石中裕美さん（黒瀬商工会）が最優秀賞に選ばれ７月７日
に高知県で開催される中・四国大会に出場されることになりました。
参加者を制限されての開催となり応援には行けませんが、オンライ
ン配信をされますので安芸津からエールを送りましょう。

・部 長
★ 随時︑新入部員募集中！
御園 隆之︵御園呉服店︶
青
年部活動状況は
・フェイスブック
・副部長
・インスタグラム
有田 昌弘︵㈲有田園芸農場︶
・ユーチューブ
三ノ京豊和︵ リバーサイドキッチン︶
をご覧ください！
・資質向上委員長
金澤 佑介︵ ㈲パナックみなみ︶
商工貯蓄共済制度
・地域活性委員長
日浦 聖司︵㈱日浦造園土木︶
〜三つのメリット・助成制度〜

５月７日
主張発表大会」
「広島県商工会女性部連合会
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平素より、女性部活動に対しご理解とご協力を賜り誠にありがとう
ございます。この度の通常総会における任期満了に伴う役員改選で、
部長の再任を受ける事となりました。部長就任も３期目となります
が、地域の皆様と諸先輩、部員の方々と共に楽しく活動が出来る事を
大変嬉しく思っております。
今後も、地域に「元気」を届けられるような活動
を行いたいと考えております。
今年度もどうぞよろしくお願い申し上げます。

今年度︑地域活性委員会では︑
あきつふれあい夏祭り︑あきつフ
ェスティバルへの出店を企画し︑
安芸津町を盛り上げられればと考
えておりましたが︑残念ながらあ
きつふれあい夏祭りは中止となり

「通常総会」 ４月２０日／２６名出席
令和３年度の通常総会を、ご来賓に山下商工会
長と三浦事務局長を迎え感染対策を行い開催しました。
初めに、山下商工会長にご挨拶を頂き、先般開催された広島県商工
会女性部連合会の令和２年度の臨時総会で会長表彰された本宮悦子さ
ん、大本浩美さんへ表彰状の伝達をしていただきました。
その後の審議で、今年度の予算、事業案も承認され、続いての役員
改選で承認を頂いた新役員の紹介がありました。（本庄千加子さん・
柏迫千草さん）そして、永年にわたり役員として女性部活動を支えて
頂いた山下智子さん、藤川和枝さんが退任され、感謝の言葉を述べら
れました。
今後とも、ご指導をよろしくお願い致します。
今年度も新型コロナウイルス感染防止対策を行いながら、「あきつ元
気プロジェクト」「献血の手伝い」などの事業に取り組んで参ります。

■ 御園青年部長

部長挨拶
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源泉所得税の納期特例分の納付
期限は︑７月 日︵月︶となってお
ります︒
12

高下

昭美

平素は安芸津
町商工会青年部
におきまして︑
ご理解ご協力を
賜り厚くお礼申
し上げます︒今年度より︑部長に
選任頂きました御園呉服店の御園
隆之と申します︒
私が部長に就任した際︑スロー
ガ ン に 掲 げ た の が﹁ 縁 ﹂ で ご ざ い
ます︒
青年部に入部して 年目になり︑
家族︑青年部員はもちろん先輩や
多くの地域の皆様に支えられてき
ました︒その﹁恩﹂を返せている
かと自問すると自信はございませ
んが︑部員はもとより地域の皆様
が﹁縁﹂を紡ぐお手伝いが恩返し
に繋がると考えています︒
昨年から続く新型コロナウィル
ス感染症に伴い︑今年も７月・８月
に開催される予定だった祭りは中
止が次々と決定され︑とかく縁が
紡ぎ辛い世の中になっております︒

エプロン コーナー

