
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 昨年来のアベノミクスの効果により、日本経済は明るい兆しの見えてきた 1

年でありました。しかしながら、新聞・テレビなどの報道とは裏腹に地方の中

小企業とりわけ小規模企業は依然として十分な景気回復の実感が得られていな

い状況にあります。2020 年のオリンピック・パラリンピック開催の決定など

明るいニュースもありますが、地方への波及効果は部分的かつ長期的で浸透に

も時間がかかることが予想されます。そのためにも、今年は基本的には本格的

なデフレ脱却と経済再生の道筋を決める正念場の年にせねばなりません。 

会員の皆様におかれましては、厳しい経済情勢ではありますが、経営者とし

ての気概と信念を持ち続け、自助努力を重ねることが大切です。独創的なアイ

デア・創意工夫を持ち、限られた経営資源を最大限活用し成長を図っていくこ

とです。知恵を絞りに絞っても問題解決を図ることは決して容易ではありませ

んが、でもこれよりほかには生きる道はない様に思えます。 

今年が会員の皆様にとつて飛躍の年となるよう祈念しております。 

福山あしな商工会 

会  長 

林  吉 宏 

平成 26年新年互礼会開催 

  平成 26 年 1 月 31 日、福山ニューキャッスルホテルにて、

新年互礼会を開催しました。第一部は小林史明衆議院議員を

お招きして「日本の直面する課題と今後の政策」と題してご

講演いただきました。 

 第二部は筝曲演奏で幕を開け、貝原理事への叙勲記念品贈

呈など、和やかに楽しく行われました。たくさんの来賓の皆

様、会員の皆様にご出席いただき、盛況のうちに終了するこ

とができました。 

 

おめでとうございます 

 

福山あしな商工会 理事 

カイハラ株式会社 会長 

日本綿スフ織物工業組合連合会 理事長 

広島県織物構造改善工業組合 理事長 

貝原 良治 氏 

 平成 25 年秋の叙勲におきまして、当

商工会理事の貝原良治氏（カイハラ株式

会社会長）が旭日小綬章を受章されまし

た。謹んでお祝い申し上げます。 

  

旭
日
小
綬
章 

 



あ  

経済講演会開催 平成２5年１２月 8日（日） しんいち市民交流センターにて 

  福山あしな商工会では、株式会社アオキ代表取締役・

東大阪市モノづくり親善大使の青木豊彦先生をお迎え

し、「まいど！元気だしてやりまひょ」と題して経済講

演会を開催しました。 

 青木先生は、民間初の人工衛星まいど１号開発したの

は、東大阪に、モノづくり業界に若者を呼ぶための手段

であったことや、地域振興は誰かがやってくれるだろう

という他人事ではなく、地域の人それぞれがやる気を持

つことが大事であることなど、中小企業の社長という身

近な視点から熱くお話しくださいました。気さくでユー

モアたっぷりながらもしっかり身のある講演に、聴講者

の皆さんはしっかり聴き入っていました。 

マル経融資（経営改善貸付）のご案内 
～安心して借りられる無担保・無保証人の低利融資～ 

資金使途 

運転資金 
・仕入資金、買掛金・
手形決済資金 
・外注費の支払資金 
・給与、賞与等の支払、
諸経費の支払など 

設備資金 
・車両、機械等の購入
資金 
・工場、店舗等の改装
資金など 

対象の方 

次の要件を満たす中小企業者 
･常時使用する従業員が 20 人以下（商業・サ
ービス業は 5 人以下）の事業者 
･商工会の地区内で 1 年以上事業を営んでいる
方で、商工会の経営指導を受けている方 
･確定申告を行い、税額が発生している場合、
遅延なく納付されている方 
※㈱日本政策金融公庫の非対象業種の方はご利用い
ただけません。 

※本制度は㈱日本政策金融公庫から融資を受ける制

度で、公庫での審査の結果、ご希望に添えない場合
もございますので予めご了承ください。 

限 度 額 １，５００万円 

利率(年利) １．６０％（平成 26 年 1 月 16 日現在） 

返済期間 
７年以内 

（据置１年以内） 
１０年以内 

（据置２年以内） 
※お申し込みの際は、決算書・確定申告書（直前２期分）、直近６カ月

以内の試算表及び科目明細表、借入金一覧表、所得税・法人税・市民税

等の納付状況のわかるもの等をご用意ください。 

商工会員のための共済 商工貯蓄共済 
～月々2,000円（１口）で大きな安心～ 

毎月の掛け金から、年払いの
共済料と手数料を差し引いた
残りの大部分が貯蓄積立金と
なります。1 年ごとの積立金
は、預入期間 1 年の大口定期
扱いとなります。利息は複利
で計算されるので、自己資金
が蓄積され、将来の資金づく
りにも最適です。 
（10 年満期・中途解約可） 

斡旋対象者 
加入して10か月経過
し正常に掛金を払い
込まれた方 
融資限度額 
１口あたり 100 万円
以下（10 万円単位） 
融資利率 
広島銀行短期プライ
ムレート＋ 0.30％
（変動） 

○基本モデル(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    50 万円   1500 万円 

  55～65 歳    25 万円    750 万円 

 

※一口あたりの
保険料は加入モ
デル･年齢･性別
によって異なり
ます。 

 

さらに！「医療保障特約」を付加できます。（別途保険料必要） 
・入院時に 1 泊 2 日から日額 1 万円（5 千円）の給付金 

・手術 1 回につき手術の種類により給付金 

・入院等なかった時は 5 年毎に 10 万円（5 万円）の無事故給付金 

貯蓄 融資 

保障 

商工会の共済制度「かがやき」に新タイプⅣ型「きらり」が登場！ 

保障内容 満 3 歳以上 60 歳未満 満 60 歳以上満 65 歳未満 満 65 歳以上満 75 歳未満 

死亡 
交通事故 ２００万円 １５０万円 １００万円 
傷害 １５０万円 １００万円 ５０万円 

疾病 １００万円 ３０万円 １０万円 
高度障害 疾病 １００万円 ３０万円 １０万円 

入院 
交通事故・傷害 

５，０００円（1 日～60 日） 
４，０００円（1 日～60 日） ３，０００円（1 日～60 日） 

疾病 ３，０００円（1 日～60 日） ２，０００円（1 日～60 日） 

通院(注 1) 交通事故・傷害 ２，０００円（1 日～60 日） １，５００円（1 日～60 日） １，０００円（1 日～60 日） 

 （注１）事故の日から９０日以内を限度として、通院日数６０日分を上限とします ※上表のとおり被共済者の年齢が満６０歳および満６５歳に達した時点で共済金額の変更があります。 

①ケガや病気による死亡・入院、ケガの通院をトータルに保障する総合タイプ！ 
 ◆満３歳から満 70 歳未満のご健康な方ならどなたでもご加入いただけます。（満 75 歳未満までご継続いただけます） 
  ◆ケガや病気による死亡・入院、ケガによる通院等基本的な保障をしっかりと網羅。日常生活の備えとして最適です。 

②入院が 1日目から保障だから、日帰り入院の場合も安心！（免責日数ゼロ） 
 ◆ケガによる入院だけでなく、病気による入院も 1 日目からの保障です。 

③ケガによる通院も、1日目から保障！（免責日数ゼロ） 
 ◆日常生活で発生する些細なケガも、1 日目からの保障です。 

きらり 
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本年度、青年部では森田剛史青年部長（㈱青木鐵工）を中心とし、大きな活動事業として、新入部員加入勧

奨に力を入れています。その名も、やろうぜ！勧誘！略して「やろかん！」です。やろかん！メンバーの中心

となったのが河本好則幹事（河本石材）です。今現在も鋭意継続中で、目標を１０人以上とし活動しています。 

部員候補者には積極的に事業参加を呼び掛け、青年部はどのような活動をしているのか？どんな構成メンバ

ーなのか？そんな不安を解消する為、事業参加し一緒に活動することで理解していただけたと実感しています。 

来年度も継続実施してまいりたいと思いますので、情報および加入希望をどんどんお知らせください。 

熱い思いを持った部員が勧誘に行かせていただきます！ 

企画交流事業では、原田知道委員長（㈲アート・くれない）を中心とし、交流を主とした事業を担当しまし

た。日頃部員を支えてくれる家族、本業が忙しい中事業参加している部員の交流の場、地域と連携、経営者・

後継者を支える良き伴侶を見つける等部員を取り巻く環境に目を向け、事業の遂行に見た目はクールながら、

熱き思いで取り組みました。 

広報メディア事業では、貞清直人委員長（㈲サキオ）を中心とし、主に事業及び部員、青年部事業のＰＲに

取り組み、青年部ＨＰの作成更新に力を入れました。 

青年部ＨＰ：http://www.hint.or.jp/~f-ashina/seinenbu/ あしな青年部で検索 

 

本年度、佐藤大地部員（ユーセイ建設㈱）が広島県商工会青年部連合会会長に就任しました。 

青年部員一丸となって、佐藤大地県青連会長を応援し協力していきます。 

また来年度は、商工会青年部中国四国ブロック大会が広島市で開催され、中国四国９県から選抜された主張

発表各県代表者が発表を行います。 

当青年部でも、代表となれる様に来年度発表者を選出します。乞うご期待！！ 

研修事業では、徳毛裕介委員長（㈲徳毛レジン）を中心とし主な事業として、「経営者育成塾～Dreams Of 

BINGO～」と題し計４回に渡る研修を計画。 

第１回目にはワールドカフェという会議手法を用いて、気軽に話しが出来る雰囲気の中で経営者・後継者が

持つ悩みを打ち明け、それをみんなで共有することが出来ました。 

第２回目には伊豆田功氏（アイムサプライ㈱）を講師としてお招きし、「今そんなことしょうる場合なんよ！

～明日への種まき～」と題して熱い講義をしていただきました。 

第３回目には、「そこまで言っちゃう！？経営者・後継者だよ！全員集合！！」と題し、数人の部員が熱いパ

ネルディスカッションを行い、それをもとにグループワークとして「理想の経営者像」をテーマに、理想や想

い今まで誰にも話していなかった「ホンネ」を出し合いました。 

そして最後の第４回目には、福山市役所前から上下町まで歩く、「５０ｋｍ夜間歩行」に参加。 

「やってやれない事はない やらずに出来る訳がない！～挑戦～」と題し、部員１２名・新入部員候補者１名

が参加し、体力・気力の限界を超えた中にきっと何かを見つけたと思います。 

 

消費税転嫁対策個別相談会を開催します 

  

                                        
＊福山あしな商工会 新市本所＊ 

平成 26 年 2 月 18 日（火）午前９時～正午 

講師：税理士 千葉 時博 先生 

平成 26 年 2 月 25 日（火）午前９時～正午 

講師：税理士 小林 清 先生 

＊福山あしな商工会 芦田支所＊ 

平成 26 年 2 月 18 日（火）午前９時～正午 

講師：税理士・公認会計士 石原 広一 先生 

平成 26 年 2 月 25 日（火）午前９時～正午 

講師：税理士 千葉 時博 先生 

新市本所 TEL（0847）52-4882・FAX（0847）52-7177 
芦田支所 TEL（084）958-5858・FAX（084）958-4065 

チラシの参加申込書、または直接
お電話にてお申し込みください。 

 

今回は青年部活動をピックアップ！ 

青年部では随時部員を募集中です。 

http://www.hint.or.jp/~f-ashina/seinenbu/


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

←↑デニムの耳でバッグを編む講習会を開催 

 

事業所名 代表者名  業務内容 

大田 丈浩 大田 丈浩 新市 生命保険代理店 

山本電気工事 山本 貴典 網引 電気工事業 

江草 由美子 江草 由美子 網引 ハウスクリーニング業 

赤帽佐藤急便 佐藤 和己 金丸 貨物運送業 

山本 幸次 山本 幸次 新市 内装工事業 

eco ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ大事屋 桑田 裕嗣 戸手 中古品小売業 

ハナタニ 花谷 誠二 戸手 建設業 

田中 俊行 田中 俊行 新市 インターネット広告業 

株式会社 LED EYES 追林 朋久 網引 ｱﾊﾟﾚﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業 

有限会社ツートップ 馬屋原 勤 網引 縫製加工業 

小森管工 小森 敬市 網引 一般管工事業 

株式会社ヤマワ 田邉 貴慶 戸手 衣料品販売業 

株式会社セカイトンボ 笹山 テツヤ 新市 縫製加工業 

松葉裁断センター１階 松葉 辰昭 網引 繊維製品加工業 

松葉裁断センター２階 松葉 月三 網引 繊維製品加工業 

有限会社川上組 川上 力生 網引 建築工事業 

love puppies hiroshima 谷口 允昂 戸手 ブリーダー業 

内装工房プロット K 藤田 政幸 網引 内装仕上工事業 

株式会社マツバ 松葉 耕二 新市 リユース家電卸売業 

豊田製作所 豊田 秀之 戸手 機械部品加工業 

郡 弘晃 郡 弘晃 福田 建築工事業 

坂井 伸之 坂井 伸之 福田 大工工事業 

羽原 高節 羽原 高節 福田 内装工事業 

立座 廣一 立座 廣一 福田 大工工事業 

有地 基 有地 基 上有地 林業 

戸田林業 戸田 秀次 上有地 林業 

建築業 山路組 山路 高資 上有地 大工工事業 

 発行：福山あしな商工会 （本   所）〒729-3103 福山市新市町新市 820-1    ☎0847-52-4882 
（芦田支所）〒720-1262 福山市芦田町下有地 910-7  ☎084-958-5858 

 広島県の最低賃金 
時間額 

７３３円 
（平成 25年 10月 24日発効） 

産業別 時間額 

製鉄・鉄鋼業等 847 円 

建設・建築用金属製品製
造業 

812 円 

機械器具製造業 820 円 

電子部品等情報通信機
械器具製造業 

780 円 

自動車・同付属品製造業 801 円 

船舶製造・修理業等 842 円 

各種商品小売業等(百貨
店･総合ｽｰﾊﾟｰ等) 

770 円 

自動車小売業(二輪自動
車小売除く) 

798 円 

 

最低賃金に算入しない賃金 
①精皆勤手当、通勤手当、家族手当 
②時間外、休日及び深夜の割増賃金 
③臨時に支払われる賃金及び１か月
を超える期間ごとに支払われる賃金 

（産業別：平成 25 年 12 月 31 日発効） 

新
入
会
員
さ
ん
紹
介 

 

 

 

事業所 
所在地 

※上記の産業に該当する事業所で働く労
働者には、事務職等の職種を問わず、それ
ぞれの「特定（産業別）最低賃金」が適用
されます。ただし、次の①～④に該当する
場合は広島県最低賃金が適用になります。 
①年齢 18 歳未満または 65 歳以上の者②
雇入後 6 月未満の者であって、技能習得中
の者③清掃又は片付けの業務に、主として
従事する者④各産業における「特定の軽易
業務」に主として従事するもの 

部 会 
 

活 
 

動 
 

写 真 
 

館 
 

今年度の各部会活動の 

一部をご紹介します 

→菓子博と大和ミュ

ージアムを見学 
 

 

 

→㈱島根富士通のノート
パソコン製造工場を見学 

 

 

↓平成の大遷宮を行

った出雲大社へ参拝 

 
 

↓動物園まつりでコロ

ッケや手作りのブルー

ベリージャムを販売 
 


