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年頭にあたって 

 明けましておめでとうござい

ます。輝かしい新年を迎え、謹ん

でお慶び申し上げます。 

 我が国の経済は、過去に世界経

済に大きな影響を及ぼしたリー

マンショックによる景気低迷か

ら脱却できず、円高・デフレ、更

には政治状況の混迷など、経済社

会状況の不安定要因が重なり、景

気好転の明るい材料がないまま

新年を迎えました。 

 景気低迷の影響は企業の設備投資の抑制や、雇用の悪化、

消費者の買い控え等マイナスの連鎖を引き起こしているよう

に思えます。 

 我が商工会地域においても、不況の影響は製造業における

生産、雇用の調整のみならず卸小売業においても、好転の兆

しがうかがえませんし、しばらくは厳しい経済環境が続くも

のと思われます。くしくも昨年は、昭和 35年に商工会法が施

行されて 50年という節目の年でした。当商工会も平成 19年 

 

4月に合併してから今年の 4月で 5年目を迎

えますが、合併前から考えますと幾多の不況

を乗り越え商工会設立後約 50 年経過しまし

た。この間、我々事業者は好不況の波に揉ま

れながら、今日の経営基盤を確立しました。

これら過去に培った経験を基にこの難局を

乗り切る覚悟です。 

 一方、このような時こそ商工会の役割、能

力が問われ、会員の要望・期待に適切に応え

ることが責務でもあります。会員に頼りにさ

れない商工会は存在価値がありません。職員

は今まで以上に、フットワーク良く行動し皆

様のご要望にお応えする覚悟で業務を遂行

します。又前年に引き続き、各部会活動の一

層の充実を図っていきます。 

 関係機関、行政との連携を更に強め地域経

済の活性化に繋がるよう、役職員一丸となっ

て頑張っていく所存です。皆様方のご支援、

ご協力をお願い申し上げます。 
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福山あしな商工会 

会  長 

林  吉 宏 

商 工 会 法 施 行 5 0 周 年 記 念 式 典 

商工会法は｢地域における商工業の総

合的な改善発達に寄与する｣ことを目的

として昭和 35 年 6 月に施行され今日 50

年が経過しています。 

 これを記念して、｢商工会法施行 50 周

年記念式典｣を平成 22 年 12 月 12 日(日)

に福山市しんいち市民交流センターで開

催しました。 

 

主催者である林吉宏商工会長の力強い

挨拶の後、福山市長の代理として小川経

済環境局長、佐藤県商工会連合会副会長

他のご来賓や商工会関係者、地域の方々

のご出席のもとで 50周年を祝いました。 

又、永年商工会の運営等にご功労いた

だいた方々への記念表彰状授与式も行わ

れ、式典は盛会裏に終了しました。 

会長挨拶 

市長祝辞 

(小川雅朗経済環境局長が代読) 

商工会法施行 50周年記念表彰 
全国商工会連合会長表彰  

役員功労者(11名)  会 長 林  吉宏 副会長 河村和國 
 理 事 小川二郎 理 事 松本晋介 理 事 光成  猛 

 理 事 小田和幸 理 事 貝原良治 理 事 近藤桂吾 

 理 事 土井秀則 理 事 澁谷京子 監 事 江草  修 

女性部功労者 女性部長 澁谷京子 
広島県商工会連合会長表彰     

役員功労者(7 名)  理 事 高木  稔 理 事 臂  孝治 
 理 事 江草寿郎 理 事 小野修司 理 事 河本恒夫 
 理 事 近江俊司 理 事 河上和徳  

優良商工会青年部 福山あしな商工会青年部  
優良商工会女性部 福山あしな商工会女性部  
女性部功労者 澁谷京子  
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－商工会法施行 5 0 周年記念事業－ 

■経 済 講 演 会  

■総代親睦旅行  

■親睦ゴルフ大会 
11月 20日（土）商工会法施行 50周年事業の一環として、会員親睦

ゴルフ大会を新市クラシックゴルフクラブで開催しました。 

来賓に福山市や市議をはじめ各金融機関など商工会関係者をお迎

えし、女性参加者 3 名も花を添えて、総勢 76 名が参加し盛大に催さ

れました。 

当日は晴天にも恵まれ、32 型液晶テレビや米 30 キロなどの豪華景

品をはじめ多数の賞が準備され、ダブルペリアでハンデが 0 の人が 2

名もでるレベルの高い競技が行われました。 

12月 12日（日）商工会法施行 50周年記念式典の

終了後、土曜日朝 8 時からの『ウェークアップ！プ

ラス』のメインキャスターや、日曜日午後 1 時 30

分からの『たかじんのそこまで言って委員会』の司

会でお馴染みの、元読売テレビ解説委員長 辛坊治

郎さんを講師に迎えて、『報道から見た日本』と題し

て記念講演会を行いました。 

自分が入社した経緯から、最近のニュースの裏側

やその後について、ユーモアに富んだ講演は聴講者

を飽きさせず、満席となった福山市しんいち市民交

流センターで、200 人の聴講者の皆さんも満足した

様子でした。 

【手振りを交えて 

解り易く報道社会を】 

【熱心に聴き入る 

 会場の皆さん】 

成績上位は以下の通り 
 

優 勝 佐野 良信 OUT 39 IN 40 ﾊﾝﾃﾞ 7.2 ﾈｯﾄ 71.8 

準優勝 卯元 啓之 〃 46 〃 38 〃 1 2 〃 72 

三 位 藤田 佳久 〃 42 〃 39 〃 8.4 〃 72.6 

          

ﾍﾞｽﾄｸﾞﾛｽ 金光三喜夫 〃 36 〃 37 〃 0 〃 73 

 

12月 19日（日）、商工会の総代

視察研修旅行を、総代家族や従業

員・事務局も含めて 36名の参加を

いただき実施しました。 

前日までの雪が山頂に積もり、

角度によっては富士山のように見

える大山を眺めながら、この度 

新館が増設された足立美術館に到

着し、世界に誇る日本庭園と横山

大観をはじめ、たくさんの名画を

鑑賞いたしました。 

続いての昼食では、皆生温泉の

旅館で蟹会席をいただいた後、希

望者は温泉に入浴したりして、一

年の疲れを癒すことができまし

た。 

その後、境港水産物直売センタ

ーや、お菓子の壽城などでたくさ

んの買物をしながら帰路につきま

した。 

今回の旅行は、愛妻家の夫婦連

れが 9組おられ、女性が全員で 16

人といつもの商工会の行事とは趣

が違う感じでしたが、当日は好天

にも恵まれ、参加者相互の交流と

親睦を深めることができ、大変楽

しい一日でした。 
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－  部 会 活 動 紹 介  － 

謹んで新年のお慶びを申しあげ

ます。旧年中は、青年部活動に対し

まして格別のご高配を賜り、ありが

とうございました。 

青年部では地域経済を支える若

手経営者の団体として、自立した経

営者となるための資質向上事業、研

修事業、地域貢献活動等を積極的に

推進しています。現在部員 36名で 

活動していますが、新入部員を随時 

募集しております。商工会に加入している事業所であり、

40歳までの経営者および後継者の方なら入部可能です。会

員の皆様からの情報もお待ちしております。 

本年も倍旧のご理解とお力添えを賜りますよう、心より

お願い申しあげます。 

 

史跡紹介看板設置(利鎌山城跡) 

女性部／宗近 

繊維産業は、報道では一時期の非常に悪い経済環境からは脱しているように見えますが、中小零
細企業では、原材料や付属品は強含み、販売価格は弱含みと相反する状況下でいかにしてコスト
吸収を行うのかという大きな課題が残されており、厳しい状況が続いています。このような中、
情報発信ツールとして、商工会ＨＰに、希望があった企業の情報を掲載しています。様式として
はまだまだ不十分ですので、会員各位の忌憚のないご意見をお待ちしています。また、所属 200
社強の部会としては掲載数が少なく思います。引き続き情報提出のご協力をお願いします。 
繊維部会企業紹介ページ「匠の部屋」 http://www.hint.or.jp/~f-ashina/takumi/index.html 
【事業内容】視察研修・部会親睦交流会、企業紹介ページ作成 

 

 

部会長 

中根 義明 

繊
維
部
会 

大型小売店進出による商品の低価格化、長引く不況からの消費低迷が重なり大変厳しい状況とな
っています。このような状況下において、商業部会として各事業所が活気を取りもどして、お客
様への感謝と事業所同士の連携を深める為に、本年度販売管理や顧客管理、マーケティングにつ
いて研修会を開催しております。あふれている“モノ”を売るのではなく“価値”を売る為に個々
の事業所が自らの“価値”を見出せるように取り組んでまいります。今後とも商業部会活動につ
きましてご支援ご協力を賜りますようよろしくお願い致します。 

【事業内容】商店街視察研修・販売管理、顧客管理研修 2回・合同年末売出 

 

 

部会長 

高木  稔 

長引く不況やデフレ経済の下で、国内の景気は着実に改善しているものの、経営環境は依然とし
て厳しい状況にあります。こうした中、工業部会では自社の繁栄はもちろん、地域経済の発展に
も企業としてどう取り組んでいくべきか、今後の方向性について考えていきたいと思います。 
今年度中の予定としては、２月１６日に広島県立総合技術研究所 東部工業技術センターでの設
備視察と、業務や利用方法などについての研修会を計画しております。 
これからも、各部会との連携を図りながら部会活動を実施していきたいと思いますので、皆様の
ご支援とご協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 
【事業内容】視察研修（10／7 岩国・江田島海上自衛隊） 部会研修会・部会親睦交流会 
 

 

部会長 

藤岡 孝之 

今、我々建設業者がおかれている経営環境は、かつてないほどの大きな変革の嵐の中にあるので

はないかと考えております。 

建設部会では、これら環境の変化に対し引き続き市議会議員の方々を囲んでの研修会を開催し現

況を訴え、入札制度の改善をお願いしています。又、地域貢献活動として、清掃ボランティア活

動も行っております。地域に感謝し地域に貢献できる我々でありたいと願っております。 

【事業内容】視察研修・地域行政研修会・部会員交流会・親睦ｺﾞﾙﾌ大会・地域清掃活動 

 

部会長 

棗田 修成 

サービス部会は文字通り、「サービス業」で表現されるように、多種、多様の会員さんが所属さ
れています。景気低迷の中、開業・廃業の多い業種でもありますが、少しでも部会員さんのお役
に立てるよう様々な企画をしています。 
今年度は、顧客満足度向上プログラム研修を実施しましたし、2 月にはポップ講習会を予定して
います。また、リフレッシュを兼ねて「竜馬」ブームで人気の高知への一日研修も楽しみました。
引き続き、多くの部会員さんのご参加をお待ちしています。 

ご希望の、研修、講座等がありましたら事務局まで情報提供をお願いします。 

【事業内容】商店街視察研修・顧客満足度向上プログラム研修・ポップ講習会・親睦交流会 
 

 

部会長 

江草 寿郎 

商
業
部
会 

工
業
部
会 

建
設
部
会 

皆様、新年明けましておめでとうご

ざいます。本年もどうぞよろしくお願

いいたします。 

女性部は今年度も様々な事業を行

いました。6月にはごきぶり駆除用の

団子を作り、地域の公共施設や福祉施

設等に配布。8月には、芦田町の福相

学区盆踊り大会でカレーや唐揚げ、コ

ロッケのバザーを初めて出店し、地域

の皆様からの好評を得ました。 

また、12月には昨年度に続いてプリザーブドフラワー講習

会を開催し、お正月用の作品を制作しました。 

 その他、古切手やプルトップ、ペットボトルキャップの収

集も行っています。興味を持たれた方は仲間に加わってみま

せんか。お待ちしています。 

サ
ー
ビ
ス
部
会 

福相学区盆踊り大会バザー 

 

部長 

藤井 紀年 

青 年 部 女 性 部 

 

部長 

澁谷 京子 
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【㈲徳毛レジン】 

芦田町上有地 678-1 

☎084-958-4581 

http://www.tokumo-r.co.jp 

地域でがんばっておられる 

…ユニーク会員さん… 
シリーズ No.5 

－ 会 員 さ ん 紹 介 － 

今回は有限会社徳毛レジンさん

をご紹介します。 

同社は、現会長の徳毛直文さん

（56）が昭和 52 年に設立した FRP

（ガラス繊維強化プラスチック）素

材の成型を中心に営む会社で、平成

22 年 9 月に後継者の徳毛裕介さん

（30）が代表取締役に就任しまし

た。 

一番の強みは、成型の難しい製品

を短期間で納品できること。FRP 製

品の製作は人手に頼る作業が大半

で、時間もかかり、作業者の腕によ 

FRP は、丈夫で軽い上、紫外線や

熱、薬品等に強く、幅広い分野での

活用が期待できる素材です。徳毛社

長は「固定観念にとらわれず、現在

は金属や木で製造されている製品

を FRPで製造するなど、素材の可能

性を追求して、幅広く自社製品を開

発していきたい」と意欲的です。 

FRP に関することなら何でも有限

会社徳毛レジンさんにご相談くだ

さい。 

り品質が変わります。しかし同社

は、長年の経験と技術を持つ熟練従

業員を中心に、従業員全員で仕事に

対する理解と研究を重ね、短納期、

コスト削減かつ高品質な製品作り

を実現しています。 

これまでは、福祉機器メーカー最

大手の扱う浴槽を主に、タンク類や

各種遊具などメーカーからの受注

生産をしていましたが、リーマンシ

ョック以降受注が減少。「受注生産

だけでは将来の展望が見えない」と

自社製品の開発と販路拡大に乗り

出しました。 

一般ユーザーからの需要を開拓

しようと、オーダーメイドの製品を

「浴槽.jp」と名付け、同名の HP 

（http://www.yokusou.jp/）を開

設。1 個から量産まで何個でも注文

可能で、これまで蓄積してきた高い

技術力とノウハウを活かし、奥行き

や深さなどを 1mm単位で指定でき、

複雑な３D 曲線も自由に成型できま

す。「現在、引き合いは福祉施設の

施行者が多いですが、一般住宅の注

文も増えてきており、手応えを感じ

ています」と徳毛社長は話します。 

ＦＲＰは、丈夫で軽い上、紫外線

や熱、薬品等に強く、幅広い分野で

の活用が期待できる素材です。徳毛

社長は「固定観念にとらわれず、現

在は金属や木で製造されている製

品を FRPで製造するなど、素材の可

能性を追求して、幅広く自社製品を

開発していきたい」と意欲的です。 

FRP に関することなら何でも有限会

社徳毛レジンさんにご相談くださ

い。 

今回の商工会の会員さん自慢は

おうちカフェの出来る“すっげーお

いしい珈琲の専門店”さんです。  

福戸橋を降りてすぐの国道 486号

線沿いにある白い小さな建物。 

 

そこに一歩足を踏み入れると、コ

ーヒーの香りに包まれる珈琲好き

にはたまらない幸せの空間があり

ます。そこの住人は、コーヒー豆に

こだわりを持ち、一粒一粒をとても

大切に愛情込めて焙煎するイケメ

ンマスターと、べっぴん従業員さ

ん。イケメンマスターがつくるコー

ヒーは、香りもコクも最っ高です。

新市にこんな専門店があったん

だ！と思うこと間違いなし。 

そして、私のお勧めは、『小倉バ

ターベーグル』！最近のベーグルは

食べやすさにこだわりすぎて本来

のベーグルとは少し違ってきてい

る感じがあるのですが、ビーンズさ

んのベーグルは歯ごたえのある、噛

めば噛むほど味のある本当のベー

グルです。そのベーグルに、小倉と

バターがドッキング！もうたまら

ない♪。12 時になると『「小倉バタ

ーベーグル」とコーヒーのセット』

と電話で注文し、500円を握りしめ、

いそいそと事務所から車を走らせ 

受け取ったら事務所に帰って、持っ

てきたサラダで、事務所ランチを決

め込んでいます（笑）。休日はお友

達を呼んで家で手軽におうちカフ

ェを気取ります。 

カウンターでコーヒーを飲みな

がら、イケメンマスターやべっぴん

従業員さんとおしゃべりするのも

楽しいので、一度ドアをくぐってみ

てください。 

小倉ﾊﾞﾀｰ ﾍﾞｰｸﾞﾙ ｾｯﾄ 500円 
小倉ﾊﾞﾀｰ ﾍﾞｰｸﾞﾙ   250円 
ﾍﾞｰｸﾞﾙ             150円 
ｺｰﾋｰ              300円 

＝ 好評企画 ＝ 

おいしい会員さん紹介 
シリーズ No.2 

【ﾋﾞｰﾝｽﾞｺｰﾋｰｶﾝﾊﾟﾆｰ㈲】 

 

 

 

 

 

 
新市町戸手 780-1 
☎0847-51-5662 
  0120-785-663 
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■公庫融資制度のご案内 

－ 商 工 会 か ら の お 知 ら せ － 

資金制度 
●経営環境変化資金 
(資金繰りで運転資金が必要な方) 

●企業活力強化資金 
(事業所の増改築や移転等) 

●IT資金 
(ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰの購入等をお考えの方) 

対象の方 
社会的、経済的環境の変化等に
より、売上が減少する等業況が
悪化している方 

合理化、共同化を図るための設
備を取得される方(小売、卸、
飲食、ｻｰﾋﾞｽ業の方) 

｢情報化投資｣を行う場合で一
定の要件に該当する方 

融資範囲 4,800万円 7,200万円(内運転 4,800万円) 7,200万円(内運転 4,800万円) 

返済期間 
設備 15年内(うち据置 3年内) 設備 20年内(うち据置 2年内) 設備 15年内(うち据置 2年内) 

運転 8年内(うち据置 3年内) 運転 7年内(うち据置 1年内) 運転 7年内(うち据置 1年内) 

利率(年利) 

基 準：2.25%～ 
特利 G：2.05%～(雇用維持･拡大) 
特利 N：1.95%～(最近の売上が減

少等) 
特利R:1.75%～(特利G,N両該当) 
※設備資金は基準利率適用 

基 準：2.25%～ 
特利 A：1.85%～ 
特利 C：1.35%～ 
(特利 A,Cはお問合せください) 

 

基 準：2.25% 
特利 A：1.85% 
特利 C：1.35% 
(特利 A,Cはお問合せください) 

※特定の設備資金は特利 C適用 

 

※設備資金は、融資日から 2年間、制度利率から 0.5%引下げとなります。 

■リーグ保証制度のご案内 

対象の方 

次の要件を満たす中小企業者 
･同一事業を 1年以上営み、税務申告を 1回以上行っている事 

･県内商工会の会員であり、会員歴又は指導実績が 6ヵ月以上ある事 

･商工会費及び公租公課の滞納がない事 

･法人=本制度借入残高と直近決算における借入金の合計額が年商以内である事 

･個人=所得を計上している事 

限 度 額 500万円以内、かつ運転資金の場合は月商 3ヵ月以内(ただし、保証後の総保証残高は 5,000万円以内) 

保証料率 年 0.45%～1.90% 資金使途 運転、設備資金 保証期間 7年以内(据置 6ヵ月以内含) 

担  保 原則不要 保 証 人 原則法人代表者以外不要 申込窓口 各金融機関 

 

※商工会員メリットの一つです。 

 ■商工会員のための共済 商工貯蓄共済 

商工貯蓄共済は、商工会の正規事業として国から認められ、
全国の商工会員が加入している商工会独自の制度です。 

貯蓄・保障・融資が一体となった商工会員のための制度です。 

～月々2,000円(1口)で 3つの安心～ 

○積立金及び利息 
掛金より年払いの共済料と手数料を差引いた大部分が大口定
期扱いとして蓄積されます。(10年満期・中途解約可) 

○基本ﾓﾃﾞﾙ(一口あたり) 
被保険者の 

加入時年齢 

保険金 

(一口) 

加入限 

度金額 

 6～14歳  100万円 1000 万円 

 15～46歳  100万円 3000 万円 

 47～54歳  1500 万円 1500 万円 

 55～65歳  750万円 75 0 万 円 

※一口あたりの保険料は、加入ﾓﾃﾞﾙ･ 

年齢･性別によって異なります。 

○保障重視ﾓﾃﾞﾙ(一口あたり) 
被保険者の 

加入時年齢 

保険金 

(一口) 

加入限 

度金額 

 6～14歳  500万円 1000 万円 

 15～39歳  500万円 6000 万円 

 40～48歳  300万円 6500 万円 

 49～56歳 1 50万円 3000 万円 

 57～65歳                 75万円 1500 万円 

 

2.保障 

○あっせん対象 
10 ヵ月以上正常に 

掛金を払込まれた方 

○融資限度額 
一口あたり 100 万円以下 

○融資利率 
広銀短期ﾌﾟﾗｲﾑﾚｰﾄ+0.30%(変動) 

信保付は(上記利率-0.75%)です
が別途保証料 0.5～2.2%が必要

です。 

■改正 広島県最低賃金 ○県最低賃金は、県内で働くす

べての労働者に適用されます。 

年齢･性別･雇用形態(臨時･ﾊﾟｰ

ﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ等)を問いません。 

なお、下記の産業に該当する事

業所ではそれぞれの｢県特定(産

業別)最低賃金｣が適用されます

(一部除外者有り)。 

○派遣労働者は派遣先事業場適

用の最低賃金となります。 

製鉄、鉄鋼業等 823円 自動車･同付属品製造業 781 円 

建設･建築用金属製品製

造業 
790円 船舶製造･修理業等 821 円 

機械器具等製造業 796円 
各種商品小売業 

(百貨店、総合ｽｰﾊﾟｰ等) 
764 円 

電子部品等情報通信機

械器具製造業 
755円 

自動車小売業 

(二輪自動車小売除く) 
775 円 

 

※最低賃金に算入しない賃金(1)精皆勤、通勤、家族手当(2)時間外、休

日、深夜割増賃金(3)臨時の賃金、1ヶ月を超える期間ごとの賃金 

広島県最低賃金 

時間額 704 円 

(平成 22 年 10月 30日発効) 

3.融資 

1.貯蓄 
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■新入会員紹介 

事業所名 代表者名 業務内容 

山本組 山本 康久 大工工事業 

中村小売 中村 一己 婦人服小売業 

福山中央整体院 古川 昌彦 整体業 

西本 安彦 西本 安彦 多種サービス業 

ｶﾗｵｹ喫茶ぱんだ 森田 教久 喫茶店 

次栄管工 岡田 宏次 管工事業 

プラザ 山本 直子 飲食業 

ｴｽﾊﾟｼｵ・SE・ 丹上 洋史 ｶｼﾞｭｱﾙｼﾞｰﾝｽﾞ製造業 

㈲ﾋﾟｭｱ･ﾊｰﾄ 梶原 順子 老人福祉・介護事業 

㈲小森ｶｯﾃｨﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 小森  守 縫製、裁断業 

COCORON 出原 昌樹 ｼﾞｭｴﾘｰ製造小売業 

 

－ 掲 示 板 － 

■行事予定 

1月 20日(木） 納期特例源泉所得税納付期限 

1月 26日(水) 決算説明会（支所） 

2月 16日（水） 工業・繊維部会研修・親睦交流会 

2月 25日（金） 決算・申告相談会(支所) 

3月 4日（金） 決算・申告相談会(本所) 

3月 7日（月） 決算・申告相談会(支所) 

3月 18日（金） 消費税申告相談会(本所) 

 

 

       経  営       

●経営指導員が経営に関する相談に応じます 

●経営革新のお手伝いをします 

●事業を始める方のために創業支援を行います 

●農商工連携による新事業創出のお手伝いをします 

●専門家による経営診断が無料で受けられます 

●専門家による事業承継の相談に応じます 

●顧問弁護士・弁理士による相談が受けられます 

●特許・商標等知財に関する相談に応じます 

●講演会・研修会への参加ができます 

●パソコンの操作指導が受けられます 

●JANコードの取得、更新をします 

●最新の経営情報をお届けします 

       労  務       

●労働保険の事務代行が受けられます 

●各種助成金や給付制度の相談に応じます 

●社会保険への加入手続き等の指導が受けられます 

       税  務       

●青色申告の記帳指導・申告相談を行います 

●経理業務を簡易にします（ネットｄｅ記帳） 

       金  融       

●無担保・無保証人・低利のマル経融資・金融相談を行いま

す 

●信用保証制度の紹介をします 

●県・市・公的機関の融資制度の紹介と斡旋をします 

       共済制度       

●商工会独自の共済制度（商工貯蓄共済で大きな安心）に加

入できます 

●事業主の退職金制度（小規模企業共済）に加入できます 

●取引先のもしもの時に備えて（経営セーフティ共済）に加入

できます 

●従業員の退職金制度に加入できます 

 

●中小企業ＰＬ保険に加入できます 

●商工会員のための企業年金制度（全国商工会経営者年金制

度）に加入できます 

●病気やケガで働けない期間、所得補償（休業補償制度）に加

入できます 

●個人情報漏えいによる損害を補償する制度（個人情報漏えい

保険）に加入できます 

●もしかの人身事故にそなえて自動車事故費用共済に加入で

きます 

●安心を明日につなぐ県火災共済に加入できます 

●傷害事故等による経済的負担を保障する制度（かがやき）に

加入できます 

       その他       

●商工会は地域の世論を代表します 

●地域産業おこしを支援します 

●部会活動（商業・工業・サービス・建設・繊維）に参加できます 

●青年部・女性部活動に参加して自己啓発 

●ビジネスマッチングの機会や、会員相互の受発注が広がりま

す 

●従業員表彰を行います 

●ぽっぽカード事業を応援しています 

●特産品の販路開拓を応援します（全国商工会連合会が運営

するアンテナショップ、むらからまちから館の利用） 

●各種検定を主催・共催しています 

●商工会館をお安くご利用できます 

●年末にビジネスノートをご進呈します 

 

商工会員募集!!  

お問合せは、商工会へ！ 

（℡本所 0847-52-4882・支所 084-958-5858） 

■発 行 福山あしな商工会 〒729-3103 広島県福山市新市町新市 820-1 ℡（0847）52-4882 

活用しよう！商工会のメリット！商工会はメリットの宝庫です！ 


