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宇部商工会議所は、みなさま（商工業者）の強い味方です。お気軽にご活用ください！
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未来へつなぐ 変わらぬ宇部の心 ～共存同栄～

宇部商工会議所
〒755-8558 山口県宇部市松山町一丁目16番18号
TEL0836-31-0251（代） FAX0836-22-3355（代）
中小企業相談所 FAX0836-22-3470
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会員PR「（株）山陽ニット」
新入会員紹介

●レポート
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2面

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2面
2号議員選任告示
商業部会インボイスセミナー開催

●青年部
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4面YEG Times

　9月16日、日本商工会議所100周年記念式典
が天皇陛下御臨席をあおぎ、厳粛の中に挙行さ
れた。コロナ禍の中で出席者も人数制限を設け
た中ではあったが節目の周年事業がリアルに開
催でき、本当に良かった。
　日本の企業の内99.7%、雇用の70%を中小
企業が占めており日本経済において重要な役割
をはたしている。今回は改めて認識した商工会議

所の事について書いてみたい。
　会議所には3つのミッション（政策提言、中小企
業の活力強化、地域経済の活性化）と4つのDNA

（地域性、総合性、公共性、国際性）があり、この指
針を忠実に守り活動している。そしてこの記念式
典において日本商工会議所及び全国商工会議所
としての宣言がなされたので抜粋して紹介したい。
宣言　～地域とともに、未来を創る～
　日本商工会議所は100年間にわたり、地域経
済・日本経済の発展を使命に多様な活動を展開し
てきた。現在、我国はコロナ感染症や本格的な人

口減少社会の到来、デジタル化等、急激な環境変
化に伴う様々な経済社会課題に直面している。
　我々は先人が幾多の困難を克服した歴史を顧
み、日本経済を支える企業、とりわけ中小企業の
発展並びに地域経済の発展に引き続き尽力しな
ければならない。ここに、全国の商工会議所はそ
の団結を一層堅固なものとし、日本と地域の未来
を創造すべく、以下の諸活動に邁進する事を宣言
する。
1.地域・日本経済が停滞から変革への大転換期
を迎えた今、会員企業の声を結集した政策提言

活動を積極果敢に展開する
2.デジタル化や科学技術の進展等、変化の波を
イノベーションに繋げるため、自己変革に挑戦す
る中小企業を強力に後押しする
3.人と企業が輝く地域の創造に向け、地域コミュ
ニティを支える中小企業の活力強化を図る
4.ビジネスモデル変革や価値ある事業に挑戦す
る人材やAIなど先端技術活用の為の専門人材の
育成・投資に尽力する
5.会議所の組織強化及び事業活動の活発化を図
り、自らも時代や社会の変化に絶えず挑戦する

雑 感
杉 下 秀 幸

お問合せ

お願い・お知らせ

宇部観光コンベンション協会
宇部商工会議所
宇部市観光交流課
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TEL34-2050 FAX29-3303
TEL31-0251 FAX22-3470
TEL34-8353 FAX22-6083

宇部まつり 2022

宇部まつり公式ホームページ
https://www.ube-matsuri.com/

第71回 宇部まつり 行事のご案内 ※諸事情により変更となる場合があります。

まつりステージ 平和通りシンボルロード
宇部中央バス停周辺

11：00～17：00 やす子お笑いライブ、高橋洋子ライブ 他

宇部マルシェ 10：30～16：00 キッチンカー、飲食・物販出店

宇部まつりオープニング 陸上自衛隊音楽隊、７市町ゆるキャラ隊 他

南蛮音頭パレード 宇部市老人クラブ連合会 他

コスプレ隊
11：10～13：30

痛車、コスプレイヤー

市民まつりパレード

千
人
パ
レ
ー
ド

常盤通り 国道１９０号 宇部商工会議所華創パレード 他

よさこいパレード 長州南蛮連 他

曳山 石炭餅奉納

曳山・痛車展示 14：00～16：45 パレード終了後展示

協賛企業ブース 11：00～16：00 三井住友建設ほか４社合同

山口ゆめ回廊・うべ♥ＰＲコーナー 市役所前 11：00～16：00 ７市町、人権、国際交流等のＰＲ等

キャンパス広場 11：00～16：00 市内大学、専門学校、高校

ボートトレーニングマシン体験会 市役所横 真締川公園 11：00～15：00 体験、パネル展示

交通局コーナー
新川大橋

11：00～16：00 市営バス展示 他

交通安全フェア 11：00～16：00 パトカー・白バイ展示 他

消防・防災フェア 国道１９０号 旧西中国信用金庫宇部支店前 11：00～16：00 車両の展示、制服の試着 他

キッズ広場 国道１９０号 新町商店街アーチ側 11：00～15：30 遊具、大型スライダー 他（有料）

ストリートライブ in うべ 常盤通り・新川橋（３ヵ所） 11：00～16：00 歌、バンド演奏、ダンス 他

本部周辺広場 魚千代前付近 11：00～16：00 献血、結核予防ＰＲ 他

青空ゾーン 新天町アーケード 西入口周辺 11：00～16：00 体験コーナー、飲食出店 他

行事 会場 開催時間 内容・出演者等

随時更新しますので、お出かけ前にもご確認ください。

オミクロン株対応ワクチン接種ご案内

　当所では、オミクロン株対応ワクチンの集団接種会場設
置を１１月中旬に予定しています。従来ワクチンを上回る重
症化予防効果とともに感染予防効果や発症予防効果も期
待されていますので、接種を希望される会員の方は本紙付
録またはＷＥＢ回答フォームにてお申込みください。お申込
みいただいた方には、後日正式の申込書をご案内します。
また当所集団接種（２回目または３回目）をご利用の会員の
方には、別途郵送でご案内しています。

１１月１２日（土）または１３日（日）
午前９：００～１１：３０／午後１３：３０～１６：３０

予定日時

未定会場

ファイザー社製またはモデルナ社製ワクチン

１０月２5日（火）必着回答期限

会員事業所の事業主、役員、従業員、その家族
（１８歳から６５歳）
当所集団接種会場の対象者は、２回目接種日または３
回目接種日から５カ月以上の間隔がある１８歳から６５
歳までの方です。

（注）１８歳以上の４回目接種対象のうち、５月１５日まで
に３回目を接種完了の方には、１０月中旬から住所地の
市役所より接種券が郵送されます。

対象

●ＷＥＢ回答フォーム
https://forms.gle/V5mZLT3YEW7dzLHM8
●送り先・お問合せ
宇部商工会議所総務部
TEL31-0251 FAX22-3355  E-Mail info@ubecci.or.jp

回答・仮申込は本紙付録またはＷＥＢで希望調査・仮申込みのご案内

第71回宇部まつり

宇部まつり実行委員会

3年ぶりの開催！テーマは「新世紀元年うべ 宇部市の歴史は石炭から始まった」
１１月６日（日）１１：00AMスタート！

　新型コロナウイルスの影響により、昨年、一昨年は中止とオンライン開催を
余儀なくされた宇部まつりを３年ぶりに開催いたします。例年の会場レイアウト
とは大きく異なり、今回はメインステージの位置が平和通りへと移ります。常盤
通り～平和通り一帯を歩行者天国にして様々なイベントを開催予定です。
　詳細は、宇部まつり公式ホームページをご覧ください。

当日は、平和通りで８：３０～１７：３０、常盤通り・国道１９０号など
で９：00～１７：３０の間、車両通行止めが実施されます。一部区
間（平和通り）は、１１月５日（土）１２：00～１１月６日（日）２０：00
の間、車両通行止めとなります。

●臨時無料駐車場（９：00～１８：00）
　神原小学校、琴芝小学校、見初小学校、魚市場
●障害者駐車場（９：00～１８：00）
　琴芝街区公園（宇部市観光交流課に申込みが必要。駐車許可証
　の申込期限１１月４日（金）１７：00まで）
●臨時駐輪場
　青少年会館、真締川公園、中央街区公園

華創パレードは
正午出発を予定
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お知らせください！ 街の話題、貴社のホットニュースを・・・担当がお伺いします。

お知らせ 宇部商工会議所

2号議員選任告示
宇部商工会議所の議員任期満了に伴う議員の選挙・選任において、部会選出による2号議員は
次の35事業所に決定いたしました。

選任日：令和4年9月14日
任　期：令和4年11月1日～令和7年10月31日

令和4年 9月14日
宇部商工会議所 選挙長　渡邊 祐二

講師を務める小平敏彦氏

レポート

インボイスでどう変わる？
募集

宇部商工会議所会頭表彰
ご推薦
下さい永年勤続従業員

　当所では、会員企業の従業員であって、
その事業所に１５年以上勤務し、品行方正、
業務に精励し他の模範となる方を「永年勤
続従業員｣として表彰しています。
　なお、推薦要綱は次の通りです。従業員
の方々の勤労意欲向上の一助として本表
彰制度をご活用下さい。

令和５年１月１７日（当所創立記念日）まで
に引き続き１０年以上の会員（法人、個人事
業主）

対象事業所に１５年以上勤務し、品行方正、
業務に精励し他の模範となる方

（注）一つの区分で表彰を受けた方は、次の上位勤続年
数に達するまでは表彰されないものとし、その勤続年
数は、同一の事業所において途中中断されないものと
します。

①勤続15年以上  ②勤続20年以上
③勤続25年以上  ④勤続30年以上
⑤勤続35年以上  ⑥勤続40年以上

被表彰者は、１１月中旬に開催される常議
員会の議決を得て決定します。

本紙付録

11月11日（金）

推薦者（事業所代表者）には、被表彰者１名につ
き５千円、勤続４０年以上の被表彰者は１名に
つき６千円を記念品代の一部としてご負担頂
きます。（勤続３５年、４０年の被表彰者の方には
表彰状を入れる額縁も併せてお渡しいたします）

勤続30年以上の表彰は、日本商工会議所
会頭との連名表彰となります。

宇部商工会議所 総務部（藤上）TEL31-0251

（不足の場合は複写してご使用ください）

永年勤続者（被表彰者）

表彰区分

被表彰者の決定

対象事業所

表彰日

推薦様式

申込締切

負担金

その他

推薦書の提出先・お問合せ

令和5年1月26日（木）

部 会 名 事 業 所 名 所 在 地
三興物産販売(株) 宇部市若松町3-39

中国アセチレン(株) 宇部市大字東須恵3903-3

中野電機(株) 宇部市上町1-4-15

商　業
福永商事(株) 宇部市浜町2-12-4

(株)フジ フジグラン宇部 宇部市明神町3-1-1

(株)丸忠青果 宇部市西平原3-3-10

(株)元山商会 宇部市寿町2-9-15

(株)ローズ 宇部市中央町1-7-26

(株)伊東工作所 宇部市恩田町1-1-10

宇部合成工業(株) 宇部市大字沖宇部5255

工　業 共美工業(株) 宇部市大字川上字白石133-4

萩森興産(株) 宇部市大字沖宇部525-125

UBE三菱セメント(株) 宇部市大字小串1978-2

(株)島田工務店 宇部市小松原町2-4-18

大栄建設(株) 宇部市北琴芝2-12-1-2

建設業 大成建設(株)中国支店 山口営業所 宇部市東本町1-8-1

大塔興業(株) 宇部市大字善和字下柿ノ木原789-6

塚原建設(株) 宇部市大字藤曲1753-46

部 会 名 事 業 所 名 所 在 地
西日本石油化学(株) 宇部市浜町2-11-18

建設業 ユーディーエンジニアリング(株) 宇部市あすとぴあ4-2-6

(株)理化 宇部市大字妻崎開作1050

理　財
(株)西京銀行 宇部支店 宇部市中央町1-5-14

(株)三菱UFJ銀行 宇部支店 宇部市常盤町1-6-34

運輸港湾
興洋産業(株) 宇部市港町1-5-5 宇部興産海運ビル5F

山機運輸(株) 宇部市港町2-1-6

ANAクラウンプラザホテル宇部 宇部市相生町8-1

国際ホテル宇部 宇部市島1-7-1

文化観光 (株)櫻井葬儀店 宇部市明治町1-9-5

(株)東京屋クリーニング 宇部市松山町1-1-7

(有)ビジネスホテル新川 宇部市上町1-5-4

(株)エイム 宇部市大字西岐波1173-147

(株)オータニ 宇部市助田町7-13

情報サービス 児玉印刷(株) 宇部市明神町3-4-3

(有)三共印刷 宇部市大字妻崎開作1953-8

(株)ジャネックス 山口市小郡下郷2139

（部会別・事業所名五十音順）

お申込みは本紙付録で！

　9月8日、当所商業部会（田中
敏夫部会長／（株）丸忠青果代
表取締役）は、宇部興産ビルに
おいてセミナーを開催し、19
名が受講した。
　本セミナーは令和5年10月
1日から始まるインボイス制度
について学ぶため、税理士法人
いそべ共同代表の小平敏彦氏
にご講演いただいた。
　小平氏から具体例を交えな
がらインボイス制度の概要や導
入後の対応方法について分か
りやすく説明があった。
　また、インボイス制度について難しいと
考える人も多いが、事前準備をし、内容を

理解すれば問題なく対応できるとアドバイ
スをいただいた。

令和５年１０月１日より
消費税のインボイス制度が始まります！

商業部会セミナー

情報サービス部会ご案内

　当所では業種別に７つの部会を組織し、情報サービス部会においては、印刷業、情
報通信業、士業など多岐にわたる業種の事業所に所属いただいています。この度、部
会員相互の親睦を深めていただく機会として標記交流会を開催し、所属事業所３社の
発表者による事業内容などのプレゼンテーションを行います。役員改選後、初の部会
事業となりますので、是非ともご参加くださいますようお願い申し上げます。

宇部商工会議所HPへ掲載の申込書にご記入
の上、FAX22-3470までご送信ください。

日時・場所

定員懇親会参加費

11月9日（水） 部会総会終了後

１５名

申込締切 10月25日（火）

お問合せ 宇部商工会議所・中小企業相談所
TEL0836-31-0251

情報サービス部会員
情報サービス部会員以外

・・・・・・・・・・・・・・・ 3,000円
・・・・・・・・・・ 6,000円

※当日、会場にて承ります。

申込方法

交流会発表者
●イヤーエステサロン耳優　　　　　 代表  枝川優子氏
●サブロクイメージワークス(株) 専務取締役  田中翔大氏
●さんぽ代行 ワンスマイル　　　　　代表  斉藤留美氏

●交流会 16：30～17：30／宇部興産ビル203会議室　
●懇親会 17：30～19：00／ANAクラウンプラザホテル「サルビア」

部会交流会・懇親会を開催します
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インボイスでどう変わる？
募集

宇部商工会議所会頭表彰
ご推薦
下さい永年勤続従業員

　当所では、会員企業の従業員であって、
その事業所に１５年以上勤務し、品行方正、
業務に精励し他の模範となる方を「永年勤
続従業員｣として表彰しています。
　なお、推薦要綱は次の通りです。従業員
の方々の勤労意欲向上の一助として本表
彰制度をご活用下さい。

令和５年１月１７日（当所創立記念日）まで
に引き続き１０年以上の会員（法人、個人事
業主）

対象事業所に１５年以上勤務し、品行方正、
業務に精励し他の模範となる方

（注）一つの区分で表彰を受けた方は、次の上位勤続年
数に達するまでは表彰されないものとし、その勤続年
数は、同一の事業所において途中中断されないものと
します。

①勤続15年以上  ②勤続20年以上
③勤続25年以上  ④勤続30年以上
⑤勤続35年以上  ⑥勤続40年以上

被表彰者は、１１月中旬に開催される常議
員会の議決を得て決定します。

本紙付録

11月11日（金）

推薦者（事業所代表者）には、被表彰者１名につ
き５千円、勤続４０年以上の被表彰者は１名に
つき６千円を記念品代の一部としてご負担頂
きます。（勤続３５年、４０年の被表彰者の方には
表彰状を入れる額縁も併せてお渡しいたします）

勤続30年以上の表彰は、日本商工会議所
会頭との連名表彰となります。

宇部商工会議所 総務部（藤上）TEL31-0251

（不足の場合は複写してご使用ください）

永年勤続者（被表彰者）

表彰区分

被表彰者の決定

対象事業所

表彰日

推薦様式

申込締切

負担金

その他

推薦書の提出先・お問合せ

令和5年1月26日（木）

部 会 名 事 業 所 名 所 在 地
三興物産販売(株) 宇部市若松町3-39

中国アセチレン(株) 宇部市大字東須恵3903-3

中野電機(株) 宇部市上町1-4-15

商　業
福永商事(株) 宇部市浜町2-12-4

(株)フジ フジグラン宇部 宇部市明神町3-1-1

(株)丸忠青果 宇部市西平原3-3-10

(株)元山商会 宇部市寿町2-9-15

(株)ローズ 宇部市中央町1-7-26

(株)伊東工作所 宇部市恩田町1-1-10

宇部合成工業(株) 宇部市大字沖宇部5255

工　業 共美工業(株) 宇部市大字川上字白石133-4

萩森興産(株) 宇部市大字沖宇部525-125

UBE三菱セメント(株) 宇部市大字小串1978-2

(株)島田工務店 宇部市小松原町2-4-18

大栄建設(株) 宇部市北琴芝2-12-1-2

建設業 大成建設(株)中国支店 山口営業所 宇部市東本町1-8-1

大塔興業(株) 宇部市大字善和字下柿ノ木原789-6

塚原建設(株) 宇部市大字藤曲1753-46

部 会 名 事 業 所 名 所 在 地
西日本石油化学(株) 宇部市浜町2-11-18

建設業 ユーディーエンジニアリング(株) 宇部市あすとぴあ4-2-6

(株)理化 宇部市大字妻崎開作1050

理　財
(株)西京銀行 宇部支店 宇部市中央町1-5-14

(株)三菱UFJ銀行 宇部支店 宇部市常盤町1-6-34

運輸港湾
興洋産業(株) 宇部市港町1-5-5 宇部興産海運ビル5F

山機運輸(株) 宇部市港町2-1-6

ANAクラウンプラザホテル宇部 宇部市相生町8-1

国際ホテル宇部 宇部市島1-7-1

文化観光 (株)櫻井葬儀店 宇部市明治町1-9-5

(株)東京屋クリーニング 宇部市松山町1-1-7

(有)ビジネスホテル新川 宇部市上町1-5-4

(株)エイム 宇部市大字西岐波1173-147

(株)オータニ 宇部市助田町7-13

情報サービス 児玉印刷(株) 宇部市明神町3-4-3

(有)三共印刷 宇部市大字妻崎開作1953-8

(株)ジャネックス 山口市小郡下郷2139

（部会別・事業所名五十音順）

お申込みは本紙付録で！

　9月8日、当所商業部会（田中
敏夫部会長／（株）丸忠青果代
表取締役）は、宇部興産ビルに
おいてセミナーを開催し、19
名が受講した。
　本セミナーは令和5年10月
1日から始まるインボイス制度
について学ぶため、税理士法人
いそべ共同代表の小平敏彦氏
にご講演いただいた。
　小平氏から具体例を交えな
がらインボイス制度の概要や導
入後の対応方法について分か
りやすく説明があった。
　また、インボイス制度について難しいと
考える人も多いが、事前準備をし、内容を

理解すれば問題なく対応できるとアドバイ
スをいただいた。

令和５年１０月１日より
消費税のインボイス制度が始まります！

商業部会セミナー

情報サービス部会ご案内

　当所では業種別に７つの部会を組織し、情報サービス部会においては、印刷業、情
報通信業、士業など多岐にわたる業種の事業所に所属いただいています。この度、部
会員相互の親睦を深めていただく機会として標記交流会を開催し、所属事業所３社の
発表者による事業内容などのプレゼンテーションを行います。役員改選後、初の部会
事業となりますので、是非ともご参加くださいますようお願い申し上げます。

宇部商工会議所HPへ掲載の申込書にご記入
の上、FAX22-3470までご送信ください。

日時・場所

定員懇親会参加費

11月9日（水） 部会総会終了後

１５名

申込締切 10月25日（火）

お問合せ 宇部商工会議所・中小企業相談所
TEL0836-31-0251

情報サービス部会員
情報サービス部会員以外

・・・・・・・・・・・・・・・ 3,000円
・・・・・・・・・・ 6,000円

※当日、会場にて承ります。

申込方法

交流会発表者
●イヤーエステサロン耳優　　　　　 代表  枝川優子氏
●サブロクイメージワークス(株) 専務取締役  田中翔大氏
●さんぽ代行 ワンスマイル　　　　　代表  斉藤留美氏

●交流会 16：30～17：30／宇部興産ビル203会議室　
●懇親会 17：30～19：00／ANAクラウンプラザホテル「サルビア」

部会交流会・懇親会を開催します

宇部会議所だより

金融・税務・経営・労務・法律・共済相談はお気軽にご相談ください！

2022［令和4］年10月15日

ご案内

粟屋 啓子 宇部市松山町1-7-11
医薬品販売

粟屋漢方堂

藤田 康子 宇部市上町1-7-4
居酒屋

一期一笑

大重 博幸 宇部市西岐波1269-1
自動車販売、アパレル

(株)ＡｔｏＺ

清水 浩子 宇部市南小串1-2-1
洋裁教室

清水洋裁教室

平井 聖子 宇部市妻崎開作90-2
一般営業倉庫業

(株)新川倉庫

三隅 文子 宇部市上町1-2-16
スナック

すなっく文子

松永 節子 宇部市中村3-3-13-1
学習指導

中宇部進学アカデミー

中村 智則 宇部市西岐波4504-6
貸家業

中村 智則

山根 康男 宇部市寿町1-4-13/フリーマガジ
ン発行、マイナビ代理店、HP制作

(株)ビジネスアシスト 宇部営業所

野原 勇太 宇部市若松町3-49 ガレリーフォ
ンナガヤ102／美容業

Ｈａｉｒ Ｓａｌｏｎ ＡＮＴＩＱＵＥ

松山 忠則 宇部市小松原町1-4-20
飲食業

ムットリ

村田 裕一 宇部市中央町2-4-7 ＴＫビル
ルナーレ７Ｆ／ライブハウス

ＬＩＶＥ＆ＢＡＲ Ｒｏｏｍ６１

日浦 千晶 宇部市川上58-8／鋼構造物工
事業、鉄筋工事業、建具工事業

ワイテック(株)

田部 絵里 宇部市新町7-6
カイロプラクティック

宇部市常藤町5-31
保険営業

エリーカイロプラクティック院

甲斐 尚美 宇部市芝中町5-12
音楽教室、サックス演者

甲斐音楽教室

川副 泰子
川副 泰子

郡 理恵子 宇部市西岐波229-88
リンパマッサージ

宇部市大字善和462-6
自動車修理

整体サロンオリーブ

新井 里美 宇部市中央町1-6-18
カラオケ、バー

そら

甲斐 信行
Ｂ＆Ｐカイ

森本 綾 宇部市上宇部2450-14
キッチンカー

ピクニックランド

新入会員のご紹介令和4年度
宇部商工会議所

令和4年6月
※順不同・敬称略

事業所名
代表者名 所在地

営業内容

募集 参加登録店舗募集中
令和４年度 宇部市プレミアム付商品券

登録要件 宇部市内に店舗・事業所があり事業を営む者

受付期限 11月11日(金)必着
登録方法 「登録申込書兼誓約書」をご記入のうえ、ＦＡＸまたは郵送にて

お申し込みください。ｗｅｂからもお申し込みいただけます。

登録料・換金手数料無料
公式サイトで参加店を公開します

宇部市プレミアム付商品券公式サイト
https://ube-premium-shohinken.info/

お問合せ 宇部市プレミアム付商品券発行事業事務局（宇部商工会議所内）
ＴＥＬ３７-２００１  ９時～１７時（土・日・祝日を除く）

3
次
募
集
の
締
切
迫
る
！

レポート 会員の声を反映するために

1
VOL.

●共美工業株式会社

　９月１日に杉下秀幸会頭が「会員を知り、
商工会議所事業に反映する」ことを目的と
する会員巡回で共美工業（株）を訪問した。
　代表取締役社長の山田高大氏から、事
業承継のきっかけや承継後の課題や取り
組みについての話を伺った。また、地域内
における事業承継の状況について意見交
換を行った。

山田社長（右）と杉下会頭

天皇陛下（右奥）御臨席の下、特別表彰を受ける川上県連会頭（右）

代表取締役社長　山田高大 氏

当所会員の受付は561社
レポート

特別表彰の代表に下関商工会議所の川上康男会頭

レポート

サービス業
51％

建設業
20％

小売業
15％

製造業
6％

その他
5％

卸売業
3％

株式会社 山陽ニット

●日時：10月26日(水)及び11月5日(土)10時～17時(要予約）
●会場：SDGsてらす
　寿町2-12-23 針間産婦人科前 TEL38-8265
◎ホームページ：商品名「AMISONJI」で検索！
◎ふるさと納税返礼品掲載サイト「ふるさとチョイス」
　https://www.furusato-tax.jp/
◎山口県宇部市公式ECモール「わくわく市場」
　https://ubeichiba.jp/
●お問い合わせ：0836-31-0543

① ②

AMISONJI 販売会＆ファブリック・バンク開催のご案内

ファッション業界の大量輸入・大量廃棄
が問題となる中、当社においても製造工
程から排出する「編み損じた」ニットパー
ツの処理問題は長年の懸案でした。
そこで、一般社団法人SDGsてらすのソ
ーシャルプロジェクトと連携して、サステ
イナブルファッションの新ブランド“Ａ
MISＯＮＪI”を立ち上げ、規格外ニットの
パーツをアップサイクルし、「カラフルベ
スト」（写真①）を発案しました。
さらに未使用ながら廃棄されている大
量の資源を減らすために「ファブリック・
バンク」を創設。これは、不要となった未
使用の糸・布を必要な人へ循環させる仕
組みです。
写真②の「ベストなベスト」は、ここの生
地で制作。ウオーキングやグランドゴル
フ等にもピッタリです。

会 員
P R

「もったいない」から始めた
 “AMISONJI“と

ファブリック・バンク

会頭による会員訪問スナップ2

事業復活支援金
　今年の１月３１日から始まった国の
新型コロナウイルス感染症対策「事業
復活支援金」の受付が６月１７日をもっ
て終了した。
　約4か月半にわたる当所会員の事前
確認受付件数は５６１社。
　申請事業所を業種別に分類すると、
サービス業（飲食業・宿泊業・その他関
連サービス業等）が最も多く、次いで
建設業、小売業、製造業、卸売業の順で
あった。

創立１００周年記念式典開催

　日本商工会議所（会頭：三村明夫）は、９月
１６日（金）に東京国際フォーラムにおいて、
創立１００周年記念式典を開催した。式典に
は、天皇陛下御臨席の下、岸田文雄内閣総
理大臣等の来賓や各地の会頭や役員が出
席した。

　日本商工会議所の創立が決議された１９
２２年６月の商業会議所連合会第２９回定時
総会（於：東京）の開催通知先の６２会議所
が特別表彰され、代表として下関商工会議
所の川上康男会頭に賞状が授与された。

日本商工会議所



宇部会議所だより

格安掛金！　入って安心！　宇部商工会議所の“会員限定共済”

2022［令和4］年10月15日

宇部商工会議所 中小企業相談所 経営支援課
TEL０８３６-３１-０２５１

※本アンケートは会報９月号付録で実施したものと同じ内容です。
　既にご回答いただいている方は回答不要です。

お問合せ
宇部商工会議所 総務部 TEL０８３６-３１-０２５１お申込み・お問合せ

ときわ公園

ご案内お願い
従業員を１人でも雇用したら

これらの事務を代行します
●保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
●概算保険料、確定保険料などの申告および納付に関する事務
●雇用保険の被保険者に関する届出等の事務（資格取得届、資格喪失届・離職票の作成など）
●労災保険の特別加入の申請に関する事務
●その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
●労働保険加入証明書の発行

３大メリット
●個人事業主・法人役員や家族従事者の方も労災保険の「特別加入制度」が適用されます。
●労働保険料の金額に関係なく3回に分割納付できます。
●保険料の申告・納付など煩雑な労働保険事務の負担が軽減できます。

当所の労働保険事務組合
に加入しませんか

当所では労働保険事務組合（厚生労働大臣認可）を設置し、従業
員を雇用している小規模会員事業所を対象に労働保険（雇用保
険・労災保険）業務に関する事務代行を行っています。

8月例会「ニュースポーツがもたらす経済効果」
たから創造委員会　徳 富 直 文

宇部商工会議所青年部

　この度「～ニュースポーツを知ろう～」と
題し、8月例会を開催しました。今年度たか
ら創造委員会は、宇部市の活性化を目的と
して『宇部市のたから』となるようなニュー
スポーツを市に提言する事業を展開してい
ます。その中で当委員会では様々なニュー
スポーツについて検討を重ねた結果「ＨＡＤ
Ｏ」という種目を選定しました。その発表を
兼ねて、皆様にニュースポーツをより深く知
ってもらう内容の例会を行いました。
　１部：「ニュースポーツって何？」、２部：「ニ
ュースポーツがもたらす経済効果」、３部：
「選定スポーツ発表」の３部構成で例会を開
催し、私は２部を担当いたしました。スポー
ツに対する経済効果として、サッカーを引き

合いに自分なりの考えをまとめ、少しでも自
分の考えを理解していただこうと工夫を重
ね発表させていただきました。
　ニュースポーツは数百種目あり、おなじ
みの「ゲートボール」や「グランドゴルフ」、
最近知られてきている「モルック」、「ボッチ
ャ」、そして「枕投げ」、「スポーツ雪合戦」も
種目としてあります。色々なニュースポーツ
が各地域に根付き広がり、ある地域では「ス
タックライン」という種目でワールドカップ
を開催するまでに盛り上がりを見せていま
す。
　これらを踏まえ「ＨＡＤＯ」とは、屋内でヘ
ッドマウントディスプレイをかぶり、腕に専用
のアームセンサーを装着することで、エナ

ジーボールを放つことができる最新のAR
スポーツで、若い世代中心の種目かと思わ
れがちですが体験してみると意外と簡単に
プレイができ、私（４０代）を踏まえ世代関係
なく老若男女が楽しめる種目です。すでに
各地域に広がりを見せ、ある高校ではＨＡＤ
Ｏ部ができたりと教育機関からも注目を集
めています。
　この「ＨＡＤＯ」を宇部市に提案をするこ
とで、市全体が盛り上がり、熱狂の渦の中し

っかりと地域に根付けば、世界一を決めるワ
ールドカップのような大規模な大会を開催
するのも夢ではない！？また、チームが有名
となり地元企業からの支援も増えることで
優秀な選手が多く育てば、自ずとサポータ
ーも増え観客動員数が多くなれば、より大
きな経済効果を生んでいくと思います。そ
して１０年後、『宇部市といえば「ＨＡＤＯ」。』
と全世界の人々が言ってくれる、そんな地
域になっていることを期待しています。

募集 TOKIWA
ファンタジア2022

W
EB
ア
ン
ケ
ー
ト

宇部商工会議所

事業承継に関する調査
にご協力ください

　事業承継について、山口県ではこれまで山口県事業承継支援ネットワーク会議
を設置し、県内支援機関が連携のもと支援に取り組んでおり、当所におきましても、
「事業承継支援」を重点支援策の一つとして位置づけ、支援を実施しているところ
です。
　しかしながら、昨年の民間調査会社の調査では後継者不在率が全国ワースト５
位と、本県の後継者不在率は全国平均より高い状況にあります。
　このため、山口県では今年度から新たな取組として専門スタッフ（経営課題診
断員）が事業所を巡回訪問し、事業承継の取組の早期着手を支援しています。
　当所におきましては、会員事業所の現状把握を目的に、会報９月号の付録にて
実施をさせていただきましたが、より多くの事業所のご回答をいただきたく、イン
ターネットによるアンケート回答フォームを当所ホームページに開設いたしました。
　業務御多忙の折、誠に恐縮ですが、本アンケート調査に御協力賜りますようお
願い申し上げます。

インターネットによる

回答フォームは
こちらから

会員限定

応募資格
宇部市内外を問わず、保育幼稚園、
小中学校、高校、大学、企業・団体、
個人の方
部門

●ビギナー部門（幼稚園・保育園・小中学校）
●学生部門（高校・大学）
●一般部門（企業・団体他）

賞金
●大賞・・・・・・・・・・・・・・10万円×1本

（3部門総合）
●各部門賞
  ・優秀賞
  ・デザイン賞
  ・アイデア賞
●市民賞

・・・・・・・・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・・・・・・・・

2万円×1本
1万円×1本
1万円×1本
2万円×1本

点灯期間

出展場所 ときわ公園遊園地ほか
令和4年11月27日（日）～令和5年1月9日（祝）

応募方法 ときわ公園公式サイトの「お知らせ」から申込書を
ダウンロードして事務局へ提出してください。

応募締切 令和4年11月1日（火）

お申込み・お問合せ TOKIWAファンタジア推進協議会事務局  〒755-0001 宇部市大字沖宇部254番地 TEL0836-54-0551 FAX0836-51-7205

イルミネーションコンテスト出展者募集



宇部会議所だより

格安掛金！　入って安心！　宇部商工会議所の“会員限定共済”

2022［令和4］年10月15日

宇部商工会議所 中小企業相談所 経営支援課
TEL０８３６-３１-０２５１

※本アンケートは会報９月号付録で実施したものと同じ内容です。
　既にご回答いただいている方は回答不要です。

お問合せ
宇部商工会議所 総務部 TEL０８３６-３１-０２５１お申込み・お問合せ

ときわ公園

ご案内お願い
従業員を１人でも雇用したら

これらの事務を代行します
●保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
●概算保険料、確定保険料などの申告および納付に関する事務
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D I G E S Tやまぐち
観光事業者支援窓口

宇部会議所だより

新型コロナウイルス感染症対策　「３つの密（密閉、密集、密接）」を避けましょう！

2022［令和4］年10月15日

宇部市の
経済ダイジェスト

卸売業

小売業

［令和4年8月］

人　口 人160,838

● 女性 人83,953● 男性 人76,885

●

●
輸　出
輸　入

百万円
百万円

9,525
96,653

世帯80,090世帯数

宇部港外国貿易

千円
千円
千円
千円

人
人
件
倍
千円

利用率利用実績

ANA

山口宇部空港（旅客数）

（65.9％）
（62.5％）

人
人

11,500
11,035

●

●
東　　京→山口宇部
山口宇部→東　　京

事業所
人

7,015
74,419

資料：平成２９年刊山口県統計年鑑事業所
●

●
事業所数
従業者数

事業所

百万円

168

427,079

　　　　　資料：平成２９年山口県の工業工　業
●

●

事業所数
（従業者4人以上）

製造品出荷額等

2,196,210
2,109,810

383,550
41,104,156

信用保証の状況
●

●

●

●

保証申し込み額
保証承諾額
保証承諾額
取引債務残高

（当年度）

（当年度） 　　　

（当月中） 　　　

1,611
703
250
1.58

111,923

就労の状況
●

●

●

●

●

新規求人数
新規求職者数
就職件数
有効求人倍率（パート含）
雇用保険給付金

JAL

店
百万円
店
百万円

327
214,978

1,098
152,231

資料：平成26年経済産業省商業統計調査商　業

●

●

年間商品販売額

年間商品販売額

（52.2％）
（55.2％）

人
人

10,063
10,637

●

●
東　　京→山口宇部
山口宇部→東　　京

SFJ
（63.3％）
（66.2％）

人
人

8,829
18,460

●

●
東　　京→山口宇部
山口宇部→東　　京

宇部市の
経済ダイジェスト

上記の統計データのほか、当所では毎月、各分
野の経済統計調査を行っています。

お問合せ ： 総務部

ハローワーク宇部管内

やまぐち
観光事業者支援窓口

山口県PR本部長
ちょるる■各種支援制度に関する相談

■各種助成等申請に向けた書類作成支援

山口県観光政策課内（県庁8階）
TEL 083-933-3245
E-mail:kankou-soudan@pref.yamaguchi.lg.jp

宇部商工会議所
TEL 0836-31-0251

＜窓口の設置に関するお問合せ先＞　山口県観光政策課総務企画班
　TEL：083-933-3175　E-mail：a16200@pref.yamaguchi.lg.jp

施設の経営に関するご相談にも応じます。

お気軽にご連絡ください。

支援内容

総合窓口

地域窓口

令和4年1月開設

2030年までに、安価かつ信頼できる現代的エネルギーサービスへの普
遍的アクセスを確保する。
2030年までに、世界のエネルギーミックスにおける再生可能エネルギー
の割合を大幅に拡大させる。
2030年までに、世界全体のエネルギー効率の改善率を倍増させる。
2030年までに、再生可能エネルギー、エネルギー効率及び先進的かつ環
境負荷の低い化石燃料技術などのクリーンエネルギーの研究及び技術へ

1.

2.

3.
a.

のアクセスを促進するための国際協力を強化し、エネルギー関連インフラ
とクリーンエネルギー技術への投資を促進する。
2030年までに、各々の支援プログラムに沿って開発途上国、特に後発開
発途上国及び小島嶼開発途上国、内陸開発途上国の全ての人々に現代的
で持続可能なエネルギーサービスを供給できるよう、インフラ拡大と技術
向上を行う。

b.

目標７（エネルギー）
エネルギーをみんなにそしてクリーンに

すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代
的なエネルギーへのアクセスを確保する

ＳＤＧｓの17のゴール ： 目標7の詳細

目標７を構成する５個のターゲット

ＳＤＧｓ：持続可能な開発目標／第11回ご存じですか？

ビジネス情報
宅配便

貴社のイベント情報やサービスのＰＲチラシ
を宇部会議所だより（毎月15日発行）に同封
してみませんか？当所会員事業所、各地商工
会議所、官公庁等へお届けします。

※ご利用にあたっては、別途利用規定への同意が必要とな
　ります。

ＰＲチラシ同封サービス

お問合せ

料金（1枚1回当り・税込）

Ａ4・Ｂ5版 その他サイズ
31,350円 36,300円

●経営者へ直接ＰＲできます！
●発送コストを大幅削減できます！

必要部数
申込期限
納品期限

3，000枚
ご利用希望月の前月20日
ご利用希望月の前月27日

宇部商工会議所 総務部  TEL31-0251

会員限定
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https://www.ubecci.or.jp/宇部商工会議所ホームページ http://www.ubecci.or.jp/uyeg/青年部ホームページ

無料専門相談／秘密厳守
宇部地域中小企業支援センターでは、中小
企業の皆様の不安や疑問に各分野の専門
家がお応えします。ご希望の方は、下記お問
合せ先までご連絡ください。事前予約を承
ります。

行政書士・産業カウンセラー 山本 敦子

　マンションでエレベーターから出て歩きだ
したとたんに慣れない気配に不吉な予感が
した。次の瞬間目の前に一輪車に乗った子
供二人が現れ、なすすべもなく立ちすくんだ
が幸運にも衝突を免れた。後ろを走って追っ
てきた父親が大きな声で一言。「だから曲が
り角はスピードを落とさないとだめだろう！」
いやいや、そもそも共有スペースで一輪車に
乗せるのがNGですよ。せめて驚かせてすみ
ませんとかないの？と言いたいところだがこ
れが言えない。それでも屈託のない子供の
笑顔には救われる。
　最近は長距離バスの背もたれにもアクリ
ル板がとりつけてあり、リクライニングすると
後ろの空間がかなり狭くなってしまう。しか
し、前の座席の乗客から「シート倒していい
ですか」と言われると嫌ですとは言いにくい。
休憩後は倒さないかもと淡い期待を抱くも、

もはや確認さえ無いままシートを倒されしか
も隣の乗客とのルーチンおしゃべりが延 と々
続く。こういうときにはイヤホンが頼みの綱。
音量を上げて好きな音楽を聴けば結界を張
ることができる。イヤホン発明者に感謝！
　他人の認識や行動をすんなり受け入れら
れるかどうかは相手との関係性によるところ
が大きい。親密な人、尊敬する人の言動には
抵抗を感じにくい。また初対面でもにこやか
に挨拶を交わしたとたん相手の行動が不快
でなくなることもある。もちろん自分自身の
心理状態も重要なポイント。不満だらけで肯
定的になれないと感じるときには脳内幸せ
ホルモンのバランスが悪いのかも。自分への
ご褒美？可愛いペット？そろそろ旅や友人と
の再会も実現できそうな今日この頃、「幸せ
ってなんだっけ？」とのんびり考えている暇
はない。

ペットを触るとほんわか落ち着く皆様
科学的に正しい脳の反応です

レノファ山口情報
試合結果

ITコンサルタント
伊藤 香
（PMのみ）

司法書士・行政書士
月本

（AMのみ）

司法書士・行政書士
月本

（AMのみ）

中小企業診断士
伊藤 勝
（PMのみ）

税理士・中小企業診断士
小平

（PMのみ）

税理士・中小企業診断士
小平

（PMのみ）

税理士・中小企業診断士
小平

（PMのみ）

月 火 水 木 金 土 日

22 23

3024 25 26

31 1 2

17 18 19 20 21

2927 2810
月
〜
11
月

■無料窓口相談日程（10月後半～11月前半） ※時間は原則9：00～12：00、13：00～16：00

※日程は変更になる場合があります。

6

11 12 137 8 9 10

18 19 2014 15 16 17

543

■相談時間は1時間程度です。　■予約の方を優先いたします。

お問合せ 宇部商工会議所 中小企業相談所　ＴＥＬ31-0251 ＦＡＸ22-3470

●賃金制度や労働時間を見直したい。
●就業規則、社会保険、給与体系等を見直したい。
●労使間や職場内のトラブルを解決したい。

社会保険労務士 上條 昭夫

労務

●新たな技術で特許権を取得したい。
●商品名を商標権で保護したい。

弁理士 藤本 昌平

知的財産権《要予約》

ＩＴコンサルタント 伊藤 　香

ＩＴ全般・キャッシュレス●不動産登記の手続きについて知りたい。
●会社の設立方法について聞きたい。
●売掛金の回収をしたい。
●契約上のトラブルを解決したい。

司法書士・行政書士 月本 信行

法務

●経理処理の方法について聞きたい。
●事業承継について相談したい。

税理士・中小企業診断士 小平 敏彦

税務

●新しく事業を始めたい。
●ビジネスプランや経営戦略を立てたい。

中小企業診断士 伊藤 勝彦

創業・経営革新・経営全般

社会保険労務士
上條

（PMのみ）

●ＩＴ（ＳＮＳ、ＨＰ、ネットショップ等）導入・
　見直しを検討したい。
●店舗のキャッシュレス化について相談したい。

宇部地域中小企業支援センターのご案内

あなたの企業を

バックアップ

行事名開催日 場所/時間など

※新型コロナウイルス感染症の状況により、変更になる場合があります。

■宇部商工会議所　11月15日（火）までのスケジュール

文化観光部会 視察研修会 北九州市方面/終日
宇部市プレミアム付商品券交換締日（中小店）
正副会頭会議・第740回常議員会
第199回臨時議員総会・議員懇親会

国際ホテル宇部/正副会頭15時～・常議員15時45分～
臨時議員総会16時半～・議員懇親会18時～

10月17日（月）
10月21日（金）

10月25日（火）

10月28日（金）
11月1日（火）

11月6日（日）

11月8日（火）

11月9日（水）

11月10日（木）
11月11日（金）
11月15日（火）

宇部市プレミアム付商品券交換締日（大型店）
宇部市産業祈念祭 献花9時45分～・祈念祭10時30分～

8時40分スタート/宇部72カントリークラブ
18時～/ANAクラウンプラザホテル宇部

宇部市プレミアム付商品券交換締日（中小店）
11月2日（水） 運輸港湾部会 親睦ゴルフ大会

懇親会
宇部まつり・華創パレード 中心市街地
女性会 役員会 当所/13時半～
建設業部会 第２回部会総会 宇部興産ビル301号室/10時～
工業部会 第２回部会総会 宇部興産ビル401号室/15時半～
商業部会 第２回部会総会 宇部興産ビル302号室/18時～

文化観光部会 第２回部会総会 宇部興産ビル301号室/13時半～
情報サービス部会 第２回部会総会 宇部興産ビル301号室/16時～
運輸港湾部会 第２回部会総会 宇部興産ビル302号室/13時半～

理財部会 第２回部会総会 宇部興産ビル３０２号室/10時～

宇部市プレミアム付商品券交換締日（中小店）
宇部市プレミアム付商品券交換締日（大型店）

まちかど
見・聞・録

宇部と俵田三代 －俵田勘兵衛・俵田明・俵田寛夫－

　宇部市制１００周年出版企画実行委員会が８月３０日に発
行した「宇部と俵田三代―俵田勘兵衛・俵田明・俵田寛夫―」
（編著：堀雅昭、UBE出版）を当会報読者の中から５名の方に
プレゼントいたします。
　ご希望の方は、１１月１１日（金）までに事業所名、住所、氏
名、電話番号を記入し、ハガキまたはファックスにて事務局に
お申し込みください。応募者多数の場合は、抽選となります。
※ご応募は、当所窓口に受け取りに来て頂ける方に限ります。

〒755-8558 宇部市松山町１-１６-１８ TEL0836-31-0251 FAX0836-22-3355
●応募先：宇部商工会議所 総務部

試合日程（ホームゲーム）

試合結果

開催日 開始時間 対戦相手 会場
１１月１２日（土） １５：００ しながわシティ

バスケットボールクラブ 俵田翁記念体育館１１月１３日（日） １４：００

第35節～第39節

35月１０日（土） 対ＦＦ町田ゼルルビ 110　　5月１４日（水） 対 対ーエン金ン 11１
35月１８日（日） 対ＦＦＣ琉 110　　5月24日（土） 対 スザクサ サツ 61１
310月2日（日） 対いわててルーーャャ盛 212

対東京八王子ルートレインズ　10月1日（土）89185　10月2日（日） 66169

※観戦される場合は、事前に山口ペイトリオッ のＨＰ（https://patriots.co.jp）をご確認ください。

山口ペイトリオッツ情
報

読者プレゼント


