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未来へつなぐ 変わらぬ宇部の心 ～共存同栄～
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第１９8回

　GW期間中の子供の日に3年ぶりに新川市
まつりが開催された。コロナ禍の中で培った
感染症対策を講じた上での開催であったが、
オープニングセレモニースタート前から多く
の子供さんを連れた家族の人出が常盤通りに
あふれ、過去に見ない賑わいであったように
思う。これもここ2年間は行動自粛や移動制
限等があり、心から楽しむ機会が無かった結果
であろう。
　改めて会議所青年部をはじめ、新川市まつ

りの企画・実行に参加いただいた方々、出店や
イベントに協力していただいた方々、裏方で
警備や駐車場管理していただいた方々、まつ
りに関わった全ての人にお礼申し上げます。
　日頃から中心市街地における駐車スペース
の不足を指摘されるが、あれだけの人出を吸
収できた訳なので、その要因については解析
が必要に思う。主だった駐車場空スペースの
情報提供アプリは早くその仕組みを作りたい
し、障害者用の駐車スペースの情報提供が無
かったとの苦情も頂いているので、今後に活
かしていきたい。
　私の新川市まつりの思い出は、長女が小学

1年の時なのでもう35年前の話になるが、植
木市でサクランボの苗木（実が２つ付いてい
た）を買い求めた事である。
　今では庭のど真ん中に大きく育っていて、2
月末頃には普通の桜より一足早く開花し、メジ
ロのつがいが受粉を助けてくれ、GWの時期
には沢山のサクランボの実をつけるので、そ
の実でサクランボジャムを作るのが毎年の我
が家の行事になっている。4，5日かけて毎日
ザルに収穫し、その日のうちにジャムにしてい
る。収穫は私の役目、種取は女房との協同作
業、後は女房の役目であるが、サクランボの実
の重量を計り30重量％の砂糖を加え30分

位寝かした後、グツグツ煮る。最初は泡がたつ
が、段々泡が立たなくなったら出来上がりだ。
　取った種はペーパーフィルターに包んで一
緒に煮るとジャムのとろみ成分である「ペクチ
ン」が抽出されるそうなのでお薦めである。
中々サクランボジャムは市販品はなく高尚な
味覚なので、作ったジャムを毎年子供たちや
知人にあげたりしているが、いつも喜んでくれ
るので肩コリにはなるがやりがいがある行事
である。
　我が家でもパンにのせたり、プレーンヨーグ
ルトと一緒に食べたりで、美味を毎年楽しんで
いる。

雑 感 杉 下 秀 幸

令和3年度 事業報告案・収支決算案等承認されるレポート

レポート

62,4421. 会費 66,196 △ 3,754
2,2422. 特商負担金

3. 事業収入
4. 交付金・委託金
5. 繰入金（一般）
6. 繰入金（その他）
7. その他収入
8. 繰越金

2,020 222
289,379 306,352 △ 16,973

83,006 70,894 12,112
20,563 26,970 △ 6,407

5,411 3,577 1,834
6,391 4,259 2,132

365,897 361,392 4,505
835,331 841,660 △ 6,329

決算額科　　目

合　　計

予算額 比較増減額

　５月２４日（水）、第１９８回通常議員総会を国際ホテ
ル宇部で開催し、役議員等９３名（うち委任状出席３６
名）が出席した。
　総会では、議事に先立ち、先日逝去された常議員・山
田義裕様、議員・大谷幸雄様の生前のご尽力を偲び、参
加者一同で黙祷を行った。続いて、永年継続議員への
日本商工会議所会頭及び宇部商工会議所会頭表彰が
行われ、６名が表彰された。
　議事では４つの議案が審議された。まず、人事異動に
伴う副会頭及び常議員の選任が行われ、副会頭に中嶋
羊治氏（（株）山口銀行執行役員宇部支店長）、常議員に
谷平敏生氏（日本通運（株）宇部支店長）が選任された。

　６月２日（木）、杉下秀幸会頭が篠﨑圭二宇部市長に
「宇部市内における消費喚起策の実施」の要望書を提
出した。
　当所情報サービス部会「中小企業景況動向調査」に
おいて、全産業が「需要の停滞・原材料及び仕入単価の

【収入の部】

■令和3（2021）年度 決算概要（予算との対比）
（単位：千円）

276,6401. 事業費 300,642 △ 24,002
95,8812. 給与費

3. 福利厚生費
4. 会議費
5. 管理費
6. 繰出金（一般）
7. 繰出金（その他）
8. その他支出
9. 繰越金（予備費）

100,056 △ 4,175
20,239 20,868 △ 629

2,297 3,658 △ 1,361
25,500 26,285 △ 785
20,563 26,970 △ 6,407

5,411 3,577 1,834
14,737 14,737 0

374,063 344,867 29,196

決算額科　　目

835,331 841,660 △ 6,329合　　計

予算額 比較増減額
【支出の部】 （単位：千円）

その後、２０２１（令和３）年度事業報告書（案）並びに収
支決算書（案）について説明の後、西田監事より監査報
告がなされ、議場に諮ったところ全会一致で承認された。
　最後に、令和４年度並びに令和５年度特定商工業者
法定負担金について審議がなされ、年間２，０００円の負
担金を賦課することが承認された。
　総会終了後は、同会場で議員懇親会を開催した。新
型コロナウイルス感染症発生後で初の議員懇親会で、
２０１９年１０月に開催した役員議員改選に伴う第１９３
回臨時議員総会以来約２年半ぶりの開催となった。感
染症対策を充分に行った設えの中、ＦａｃｅＴｏＦａｃｅで交
流を深めることができた。

次年度へ向けてスタート！

Face to Face. 気持ちも新たに
通常議員総会開催
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宇部商工会議所会頭表彰

上昇」が経営上の課題とされ、また「コロナ特例融資」の
返済開始に苦慮する中小企業を支援するために消費を
喚起し経済再生効果が期待できるプレミア付き商品券
の発行を要望した。
　篠﨑市長からは、「コロナ禍は全産業に影響を与えて
おり、経済を止めないためにもプレミアム付き商品券を
検討する」と実現に向けて前向きな回答を頂いた。 篠﨑市長に要望書を手渡す杉下会頭（写真右）

（順不同）

プレミアム商品券事業の要望書を
宇部市に提出



ご協賛、誠にありがとうございました！！2022年
新川市まつり
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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。

ご協賛、誠にありがとうございました！！2022年
新川市まつり

※五十音順・敬称略

　５月５日に行われた新川市まつりでは、３年ぶりに常盤通り（国道１９０号）を歩行者天国と
してイベントを開催し、市内外より２万５千人にご来場いただくことができました。イベントが
開催できましたのも、ひとえに皆様の温かいご支援の賜と深く感謝申し上げます。
　今回、会員企業の皆様にご協賛のお願いをしましたところ、７７7社の会員企業の皆様にご
協賛いただき、深く感謝申し上げる次第です。誠にありがとうございました。

(有)アーキテック工洋、(株)アースクリエイティブ、Ｒ、
あいおい歯科インプラント矯正クリニック、(有)アイ
シー・サービス、(有)アイテックス、(同)あいびい、
(有)アイビーコンサルティング、(株)アイム経営
パートナーズ、(有)アイワ工業、(有)アヴェイル、(株)
清、青木石材、(株)青谷工務店、青山鮮魚、明石被服
興業(株)宇部工場、(有)赤のれん、(株)アサヒコーポ
レイション、朝日産業(株)、(株)朝日ミート、(有)アザ
ラシ運送、亜細亜警備保障(株)、アジア宅建(株)、あ
じす牧場(株)、(有)アスウェル、アスカホビー、(有)ア
ズマ建築設計事務所、(株)アパラート・コニシ、(株)
阿比留塗装工業、アマゾン、(株)アモダ、(株)アルモ
ウルド、安全重機(株)、(株)安楽、(有)イエス電器か
ざみ、特定非営利活動法人生きがい支援ハウス和
楽、(有)イケダ商会、いさみ屋、(有)イサム興業、石
田事務所、(株)イシハラ、維新トーヨー住器(株)、い
すゞ 自動車中国四国(株)山口支社宇部支店、税理士
法人いそべ、(株)一栄、社会医療法人いち樹会尾中
病院、一冨士電機商会、(株)伊東工作所、(株)いとう
送電、(株)イトオ楽器店、(有)井上建設、(有)井上広
美社、井上住建、(有)井上製作所、(有)井原板金工作
所、(株)いぶき、(株)今田工務店、(株)岩佐、(有)岩﨑
建設、岩佐マリ子、イワト工業(株)、(有)岩本商会、Ｅ
ｎｇｌｉｓｈ４Ｕ！英会話教室と国際サロン、(株)インテリ
アキシダ、(株)インテリアセンター、インドレストラ
ンサンジワニ、(有)ウイング保険企画、ヴェーネレ山
口、植木理容院、(有)上建設、上條事務所、ウエダ電
機設備、上野税理士事務所、(株)魚かつ、宇田川瓦
工事店、内田鋼機(株)、ウノシマ商事(株)、宇部ＭＣ
過酸化水素(株)宇部工場、宇部エムス(有)、学校法
人宇部学園、宇部蒲鉾(株)、(株)宇部貨物、宇部観光
(株)、宇部管工事(協)、宇部観光料飲組合、宇部機械
工業(株)、(有)宇部機械設計、(株)宇部クリーン、
(有)宇部車海老養殖場、(株)宇部ケイキ、宇部建機
サービス、宇部工業(株)、宇部工業ホールディング
(株)、宇部興産海運(株)、宇部興産機械(株)、宇部興
産コンサルタント(株)、宇部興産セメントサービス
(株)、宇部構内タクシー(株)、宇部・山陽小野田総合
法律事務所、公益財団法人宇部市常盤動物園協会、
宇部市常盤通振興会、宇部市遊技場防犯組合、ウベ
食堂、(株)ウベシンコウ、宇部新天町名店街(協)、
(株)宇部スチール、(株)宇部セントラルコンサルタ
ント、宇部第一交通(株)、宇部中央銀天街(協)、宇部
中央駐車場、宇部手形交換所金融懇談会、宇部電気
工事(協)、宇部電器商業組合、宇部塗装工業(株)、宇
部錦郵便局、(株)宇部日報社、うべ百扇会、宇部物
流サービス(株)、公益社団法人宇部法人会、宇部
ポートサービス(株)、(有)宇部ボルト、宇部マテリア
ルズ(株)、うべ未来エネルギー(株)、ＮＰＯ法人うべ
未来１００プロジェクト、(株)ウベモク、宇部ヤンマー
販売(株)、(株)宇部理化、宇部流通サービス(株)、宇
部旅館ホテル生活衛生同業組合、栄興計電(株)、英
工建設(株)、(有)永設計事務所、(株)エイチ・ケー、
(株)エイム、(株)エー・エム・エス、エクステリア中田、
(有)エクセルフードサービス、ＳＳＲｅｓｅａｒｃｈ、(有)
枝村商会、エトルリア宇部、ＮＩＰサービス、(株)エフ
ケーケー、(有)ＭＫインベストメント、合同会社ＭＫＮ、
(株)Ｍ・Ｔ・Ｃ、(株)エムビーエス、(有)オーエヌ、オー
カ装置工業(株)、大川内塗装工業(株)、(有)大空紙
店、(有)大田金物店、大田自動車工業所、(株)オータ
ニ、大月建築設計事務所、大坪建設(株)、大坪工業

(株)、オートガレージ、オートショップふるや(株)、
(有)オ－トセンタ－ブラザ－、(株)オートパーツ幸城、
大原電器、オーブパーソナリティオフィス、おーぷん
きっちんすま、岡田歯科医院、岡ノ辻工務店、岡藤
土地建物、岡村商事(株)、(株)小川商会、(有)小川蜜
カス本舗、お好み焼きなには、お食事処かくれんぼ、
恩田青果卸売市場、(株)ガーデン梅下、(株)ガーデ
ンｆｉｎａｌｌｙ、海栄工業(株)、カイオートメンテナンス、
(有)春日設計事務所、(株)カドタニ、金子運送(有)、
金重税務会計事務所、上生機工(株)、海浜和風レス
トランかめうら苑、亀浦住建、カワグチ(株)、(有)川口
順克堂、河口雅邦公認会計士事務所、(有)カワサキ
エンジニアリング、カワハラ造形教室、かわむら、
(有)河村ガス商会、(同)河村酒場、環境テラス(株)、
(株)関西観光関西レンタル、(株)関西工芸、関西砿
油(株)、喜久寿し、(株)技工団、貴森(株)、北坂税理
士･社労士事務所、吉南(株)、吉南運輸(株)、喫茶凡、
キッチン&ブティックおいでませ、キッチンＦＵＫＵＤ
Ａ、(株)木下商会、木下税理士事務所、木村鉄工所、
ギャラリー四葉、(株)共営社、共立(株)、協和キリン
プラス(株)宇部営業所、(有)清川、清中鮮魚、(株)き
わなみ、(有)錦水堂、楠むらづくり(株)、(株)クニヒロ
工業、くにみつ、(有)クニモト、久保建工(株)、(有)熊
谷工業、(有)倉本建築板金工業、倉本装飾、(株)クル
ス、クレスティサロン風華、くれ竹、(株)グロリアダッ
シュ、(株)ケー・エス・アール、ｃａｋｅｓｈｏｐＭＩＴＳＵＧＩ、
(株)月華堂、(有)月香園、月香園製茶、(有)月明荘、
(株)建装、建築板金由良、(有)コアーダイヤ、恋、興
安会、(有)興運重機、(有)幸修電業社、工房Ａ＆Ａ、興
洋運輸(株)、興洋産業(株)、興隆産業(株)、肥塚稔子、
古賀設備、(株)国際、国際空手道連盟極真会館山口
県支部河岡道場、(株)ＣＯＣＯＬＡＮＤ、古志津、(株)
コセイ、(株)コタベ宇部営業所、コッヘン白壁、後藤
石油(株)、琴崎産業(株)、琴崎デリバリー(株)、(有)
寿機工、(株)コバヤシ技工、コリアンキッチン大将軍、
(有)斉藤冷機工業、(有)サウンドタウン永谷、佐伯興
業(株)、佐伯行政書士事務所、酒井税理士・行政書
士事務所、榮商事(株)、肴菜厨房みちる、(株)坂本鉄
工所、(株)櫻井工業所、(株)櫻井葬儀店、さくら設計
(株)、サコヤマエクステリア、(有)佐々木工業所、
(株)ササキコーポレーション、佐々木産業(株)、笹山
クリ－ニング(有)、貞政電設、サチ理容院、(株)サニ
クリーン中国宇部支店、サブロクイメージワークス
(株)、(同)サポートセンターぴっころ、サルワーレ、サ
ロン・ド・らいむ、(株)サンアロー、サンエイ興産(株)、
サンエネルギー(株)、サンキ、(株)三基商会宇部営
業所、三興物産販売(株)、(有)三盛、三成建設(株)、
(株)サンテレック、サンテント工芸、三徳漁網店、サ
ントロペ、(有)サンネット宇部営業所、(有)サンヒフ
ク、(有)サンユー流通、山陽建材(株)宇部営業所、
(株)山陽ハイテック、サンヨーコンサルタント(株)、
(有)山和グラウト、三和興産(株)、(有)三和自工、(株)
三和システム、(株)ＳＥＥＫＳ、(株)ジープラネット、
(株)ＪＥＴ建設、(株)志賀工務店、しげなが伐採店、
(有)茂山製鋼原料、(有)システムコム、自然食品館
春、時代屋、(有)篠澤酒舗、(株)シノハラ技研、柴﨑
工業(株)、(株)芝中産業、司法書士なわた事務所、司
法書士つきもと事務所、Ｓｈｉｍａｃｅｒａｍｉｃａ、(株)島
田工務店、シモラク牛乳宇部営業所、写真スタジオ
～エス～、蛇の目、ジャパンフード(株)、宗教法人命
信寺、住健センターウエムラ、十字屋、(同)十兵衛、

(有)ジュンヨウ、(有)松栄運輸、障害者支援施設セル
プ南風、障害福祉サービスセルプ岡の辻、障害福祉
サービスセルプ藤山、(株)商工組合中央金庫下関支
店、宗教法人松涛神社、(株)翔屋、(株)ＳＨＯ－ＫＩ、
(株)ジリオン、新宇部漁業(協)、(有)新栄機械、(有)
新英社印刷所、伸栄電設(有)、新川駅前商店街、新
川海運(株)、新川電機(株)宇部支店、新川物流(株)、
(有)新川利休本舗宇部風月堂、新光工事(株)、新光
産業(株)、新興電気工事(株)、(有)シンゾー、新宅圭
男、新日本近海汽船(株)宇部支店、新明機械工業
(有)、税理士法人新山口会計、(有)信力工建、(有)瑞
鳳、(有)末岡工業、須恵産業(株)、末次木工所、(株)
末永理化学、鈴木治作(株)宇部営業所、医療法人社
団鈴木小児科医院、スズランタクシー(株)、(株)ス
ター電器、ＳｐｉｃｅＢａｒＭｅｌｉｓｓａ、(有)スピリット２１、
(株)諏訪、西華産業(株)山口支店、生活(協)コープ
やまぐち宇部店、成建工業(株)、西部曳船(株)、(有)
西部トモエ交通、(株)西部ホンダ、西部ロジックス
(株)、西洋風料理ＫＥＮ、(株)勢和、(株)星和商事、
(株)セーフティリード、せお産業(株)、(株)セキュア２
４、(有)セキュネット、(有)瀬戸内保温、(有)瀨戸﨑鋼
鉄、(株)ＺＥＲＯ、(株)千粋、セントラルエンジニアリ
ング(株)、セントラル化成(株)、セントラル硝子(株)、
(有)創栄商事、(株)創舎、創上鉄工(株)、相談支援事
業所ぴあ南風、(有)装和、(有)曽木工業、大栄建設
(株)、大永商事(株)、(株)ダイサンプロパン、(有)大
新金属商会、(有)大伸商事、大成建設(株)中国支店
山口営業所、大塔興業(株)、(株)ダイヤス食品、大和
建工(株)、高次建装、ＴＡＫＡ塗装、髙橋旗店、(有)瀧
口板金工業、(有)タグマ、竹田海運(株)、(有)竹の屋
クリーニング、(有)竹花鉄工所、タスクアライブ(株)、
(株)辰巳商会宇部出張所、田中酸素(株)、田中青果
(株)、(株)田辺商会、(有)田辺設備テクノ、(株)タバ
タ、田原建設(株)、田村歯科、(有)田村屋本店、だん
く、(株)タンデムアイ、(株)地域情報新聞、チタン工
業(株)、千年設計(有)、中央壱番街振興会、(有)中央
産興、(有)中央綜合設備、中国アセチレン(株)、中国
警備保障(株)、中国産建(株)、中国水工(株)、(株)中
電工宇部営業所、(有)長栄重機運輸、長栄物産(株)
宇部支店、長州貨物(株)、(有)長伸化学工業所、塚原
建設(株)、(株)つたや、津村米穀店、(株)鶴谷秀電社、
(株)Ｔ・Ｏ・Ｓ、(株)ティーユーエレクトロニクス、テイ
サ産業(株)宇部事業所、テクノＵＭＧ(株)宇部工場、
デコレーター、(有)寺尾工務店、医療法人テレサ会、
デンキのふくやま、(株)東京屋クリーニング、(株)豆
子郎、(有)東洋機工、東洋興業(株)、東洋証券(株)宇
部支店、(有)東冷設備工業、(有)東和商会、(株)東和
通商、トーステ(株)宇部営業所、(株)トータル・コーポ
レーション、トキワ(株)、ときわクリニック、(株)常盤
商会、(有)ときわタクシー、常盤ピーシーオー(株)、
ときわ美容室、常盤モータース(株)、(株)徳商、徳富
でんき、(有)床波電機、(株)戸坂造園土木、(有)トシ
プロジェクト、ドボクリエイト(株)、(株)巴商会、トヨタ
カロ－ラ山口(株)宇部店、(有)トラステック、(有)トラ
スト、トラストロードサービス宇部、内海曳船(株)宇
部出張所、(株)長江ホンダ販売、中嶋電工、(有)永谷
テレビサービス、宗教法人中津瀬神社、(株)長門製
作所、中野右一、(有)中原鉄工所、中原智也法律事
務所、(有)永堀、(株)長松工務店、長峰建工(有)、中
村建設(株)、中村表具店、ナカヤサイクル、(株)永山
本家酒造場、(同)和の会、社会福祉法人南風荘、(有)
にいや、(株)にぎわい宇部、西岐波商興(株)、西岐波
商興会、西日本住宅企業(株)、西日本商事(株)宇部
営業所、西日本石油化学(株)、西日本データシステ
ム(株)、西村運動具店、西村正彦税理士事務所、西
本薬局グループ(株)、ニチアス(株)宇部営業所、(株)
ニッカマ機械研究所、日興石油(株)、日本郵便(株)
宇部郵便局、日本通運(株)宇部支店、公益財団法人
日本電信電話ユーザ協会宇部山陽小野田美祢地区
協会、(株)日本マネジメント、(有)日本流通センター、
ネイチャ・ファーム・マツドミ、(株)ノア、ノア交易(株)、
(有)ノグチ電器、(有)能津電機工業所、(有)ハーモ
ニーズ、ハイツふろーら、量り売り専門店Ｆ、(有)波
雁ケ浜工業所、萩森興産(株)、(株)白清社、(株)ハシ
モト、(株)長谷川工務店、(株)ハタヤマ、白光堂時計
店、ハッピースポット、はつり工房、花本モータース、
(有)濱本義肢製作所、(有)ハミング薬局、(株)林工務
店、林田臣弘税理士事務所、ＰａｒａＧｒａｃｅ、(有)原田
建設、(株)原田青果、原田鉄也税理士事務所、(有)は
ら薬局、ぱわっと宍戸野中店、(株)はんど、ピアノイ
ンステラ、(株)Ｂｅｗｉｎ、ピーシーアール、(株)ピー
ジーシステム、(株)ピースメーカー、ヒーリングサロ

ンねこねこ、(株)東谷、東谷ビル(有)、(有)ひかり印
刷所、(有)美工舎、医療法人社団久本皮ふ科医院、
(有)ビジネスフォース、(有)ビジネスホテル新川、
(有)ヒップコーポレーション、(株)秀工業、ビューティ
サロンテル、(株)ヒラキ産業、ひらき台手技療術院、
(株)ヒラタ、廣一興業(株)、ひろぎん証券(株)宇部支
店、(株)広島企業宇部テクノリサイクルセンター、
(有)広島屋、ＦＩＸＤＥＳＩＧＮ、フェイシャルサロンムー
ンフラワー、(株)フォー・クオリア、(有)吹上堂、福久
旅館、福正汽船(株)、医療法人社団恒誠会ふくたク
リニック、(有)フクナガ、福永商事(株)、(有)福場工業、
ふくふく亭、(有)ふくや、(株)フジフジグラン宇部、
(有)フジアート、フジイ技工、藤井登記測量事務所、
富士海運(株)宇部営業所、藤川設備設計事務所、フ
ジグラン宇部名店会、藤沢塗装、(有)不二商、(株)フ
ジスイサン、ふじた画房、富士電機(株)山口営業所、
(有)藤中ポンプ店、医療法人社団藤野内科、(株)藤
谷ゴム工業所、(有)フジヤマ、学校法人藤山学園、不
二家ゆめタウン宇部店、(株)藤原・山下設計事務所、
不動建設(株)、不動産＆行政書士オフィス志馬、船
木鉄道(株)、(株)ＢＬＡＳＴ、フラワーズ＆ベルガモッ
ト、(株)ＰＲＩＸ商事、古松商店、医療法人扶老会、プロ
ショップＫＫ、ヘアーサロンニューヨーク、ヘアーサ
ロンムラタ、平和テクノ(株)宇部支店、(株)紅屋、
(株)ベルグ、便利屋だいきち、(有)防長技研、防長建
運(株)、防長商事(株)、(株)防長スイミングサークル、
(株)ホームテリア、ポーラ植木、医療法人恵裕会ほ
かお歯科クリニック、(有)本瀬工務店、(有)本瀬商会、
(有)マイ学習社、(同)米田工業、毎日興業(株)、(株)
マイヘルス、(有)前坂工業所、前田産業(株)、前村電
気工事(株)、(株)マキノ、マグナス工業(株)、正木行
政書士事務所、(有)松井工務店、松岡組、松尾塗装
店、(有)マックスエンタープライズ、松島町繁栄会、
松永貨物(有)、(株)松野工業所、(株)松本工業所、
(株)松本電気商会、(有)松山建設、(有)マテリアル風
船遊、マリンテック、(株)丸忠青果、(有)丸次商店、
(有)丸共工業所、ミータス(株)、三浦塗装、三笠産業
(株)宇部工場、みさき歯科、(有)ミサキ冷熱、三嶋電
業(株)、みすみ商店、ミタケ、(有)道中産業、(株)光
永商会、三素設計(有)、(株)ミツワ、ミドリ産業(株)、
(有)港工業所、(有)三野酒舗、(株)ＭＩＨＯＲＩ、三宅設
備工業、(株)宮商宇部支店、(株)明徳、ミルクファク
トリー、(株)向井海運、社会福祉法人むべの里光栄、
(有)村上機工、村上建設工業(株)、村田建設(株)、村
田製材所、(株)むらや、明光宇部東、メイ・フェア、
(有)明立工業、(有)明菱電機工業所、メディカルケ
ア・カイロ宇部、めぶき労働衛生クリニック、望月商
事(株)、(有)モトナガ企画、(株)元山商会、(株)森國
工務店、森下設備、(有)師井酒店、焼鳥ひろ、焼肉広
州、安田ブルト－ザ開発(株)、(有)安永商会、(有)安
本樹脂産業、(株)やなぎだ、やなぎだ化粧品店、(株)
ヤナギヤ、山縣電工、(株)山縣屋、山機運輸(株)、山
口・アポロガス(株)、山口アポロ石油(株)、(株)山口
井筒屋宇部ショップ、山口宇部空港ビル(株)、山口教
科書供給(株)、山口県信用保証協会宇部支店、山口
県石油商業組合宇部支部、山口興産(株)、山口合同
ガス(株)宇部支店、山口コンクリート打設(株)、山口
産業(株)、山口自動車無線(株)、(株)山口茶業、山口
テレコム(株)、山口トヨペット(株)宇部西店、山口マ
ツダ(株)宇部店、(有)山口臨床検査センター、ヤマ
サンガス(株)、(有)山下工業所、(株)山下工務店、
(株)山十、(株)やまと水産、(株)やまとみ、(有)山中自
動車、山野組、(有)山野工務店、(株)山原商会、(有)
山村建設、ヤマムラ工業、(有)山本写真機店、(株)結
心行房、優、(株)ユーエーエム、ユーディーエンジニ
アリング(株)、(株)ユーテック、(有)ユーデン、ユー
ピーアール(株)、ＵＢＥ(株)、(株)ＵＢＥアセット＆イン
シュアランス、(株)ＵＢＥ科学分析センター、(株)
ユーロードサービス、(有)ユニテック、(株)ヨシイ・デ
ザインワークス、(株)吉村、(有)吉村工業所、吉村自
動車、吉村タイプ(株)、(有)善和産業、よねしろ鍼灸
整骨院、寄恵組、ラーメン大将、(株)ライズ、ラウン
ジカサブランカ、ラウンジ真由美、ラウンジミドル、
ラブラブ、ラリティラボ、(株)理化、リサイクル倉庫
トータルガレージ、Ｒｉｐｐｌｅ、理容ながやま、理容みゆ
き、零心工業、(株)ローズ、(有)ロード・テクノス、ワイ
エム証券(株)宇部支店、ＹＧＰＲＯＤＵＣＥ(株)、(株)
ワイネット、若狭屋、わかばクリーニング、(有)若松
薬局、和興産業(株)宇部工場、(株)鷲見酒舗、和食こ
ばやし、わただ内科、医療法人和同会、(有)ワンアッ
プ、わんぽ(同)
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ご協賛、誠にありがとうございました！！2022年
新川市まつり

宇部会議所だより2022［令和4］年6月15日

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。

ご協賛、誠にありがとうございました！！2022年
新川市まつり

※五十音順・敬称略

　５月５日に行われた新川市まつりでは、３年ぶりに常盤通り（国道１９０号）を歩行者天国と
してイベントを開催し、市内外より２万５千人にご来場いただくことができました。イベントが
開催できましたのも、ひとえに皆様の温かいご支援の賜と深く感謝申し上げます。
　今回、会員企業の皆様にご協賛のお願いをしましたところ、７７7社の会員企業の皆様にご
協賛いただき、深く感謝申し上げる次第です。誠にありがとうございました。

(有)アーキテック工洋、(株)アースクリエイティブ、Ｒ、
あいおい歯科インプラント矯正クリニック、(有)アイ
シー・サービス、(有)アイテックス、(同)あいびい、
(有)アイビーコンサルティング、(株)アイム経営
パートナーズ、(有)アイワ工業、(有)アヴェイル、(株)
清、青木石材、(株)青谷工務店、青山鮮魚、明石被服
興業(株)宇部工場、(有)赤のれん、(株)アサヒコーポ
レイション、朝日産業(株)、(株)朝日ミート、(有)アザ
ラシ運送、亜細亜警備保障(株)、アジア宅建(株)、あ
じす牧場(株)、(有)アスウェル、アスカホビー、(有)ア
ズマ建築設計事務所、(株)アパラート・コニシ、(株)
阿比留塗装工業、アマゾン、(株)アモダ、(株)アルモ
ウルド、安全重機(株)、(株)安楽、(有)イエス電器か
ざみ、特定非営利活動法人生きがい支援ハウス和
楽、(有)イケダ商会、いさみ屋、(有)イサム興業、石
田事務所、(株)イシハラ、維新トーヨー住器(株)、い
すゞ 自動車中国四国(株)山口支社宇部支店、税理士
法人いそべ、(株)一栄、社会医療法人いち樹会尾中
病院、一冨士電機商会、(株)伊東工作所、(株)いとう
送電、(株)イトオ楽器店、(有)井上建設、(有)井上広
美社、井上住建、(有)井上製作所、(有)井原板金工作
所、(株)いぶき、(株)今田工務店、(株)岩佐、(有)岩﨑
建設、岩佐マリ子、イワト工業(株)、(有)岩本商会、Ｅ
ｎｇｌｉｓｈ４Ｕ！英会話教室と国際サロン、(株)インテリ
アキシダ、(株)インテリアセンター、インドレストラ
ンサンジワニ、(有)ウイング保険企画、ヴェーネレ山
口、植木理容院、(有)上建設、上條事務所、ウエダ電
機設備、上野税理士事務所、(株)魚かつ、宇田川瓦
工事店、内田鋼機(株)、ウノシマ商事(株)、宇部ＭＣ
過酸化水素(株)宇部工場、宇部エムス(有)、学校法
人宇部学園、宇部蒲鉾(株)、(株)宇部貨物、宇部観光
(株)、宇部管工事(協)、宇部観光料飲組合、宇部機械
工業(株)、(有)宇部機械設計、(株)宇部クリーン、
(有)宇部車海老養殖場、(株)宇部ケイキ、宇部建機
サービス、宇部工業(株)、宇部工業ホールディング
(株)、宇部興産海運(株)、宇部興産機械(株)、宇部興
産コンサルタント(株)、宇部興産セメントサービス
(株)、宇部構内タクシー(株)、宇部・山陽小野田総合
法律事務所、公益財団法人宇部市常盤動物園協会、
宇部市常盤通振興会、宇部市遊技場防犯組合、ウベ
食堂、(株)ウベシンコウ、宇部新天町名店街(協)、
(株)宇部スチール、(株)宇部セントラルコンサルタ
ント、宇部第一交通(株)、宇部中央銀天街(協)、宇部
中央駐車場、宇部手形交換所金融懇談会、宇部電気
工事(協)、宇部電器商業組合、宇部塗装工業(株)、宇
部錦郵便局、(株)宇部日報社、うべ百扇会、宇部物
流サービス(株)、公益社団法人宇部法人会、宇部
ポートサービス(株)、(有)宇部ボルト、宇部マテリア
ルズ(株)、うべ未来エネルギー(株)、ＮＰＯ法人うべ
未来１００プロジェクト、(株)ウベモク、宇部ヤンマー
販売(株)、(株)宇部理化、宇部流通サービス(株)、宇
部旅館ホテル生活衛生同業組合、栄興計電(株)、英
工建設(株)、(有)永設計事務所、(株)エイチ・ケー、
(株)エイム、(株)エー・エム・エス、エクステリア中田、
(有)エクセルフードサービス、ＳＳＲｅｓｅａｒｃｈ、(有)
枝村商会、エトルリア宇部、ＮＩＰサービス、(株)エフ
ケーケー、(有)ＭＫインベストメント、合同会社ＭＫＮ、
(株)Ｍ・Ｔ・Ｃ、(株)エムビーエス、(有)オーエヌ、オー
カ装置工業(株)、大川内塗装工業(株)、(有)大空紙
店、(有)大田金物店、大田自動車工業所、(株)オータ
ニ、大月建築設計事務所、大坪建設(株)、大坪工業

(株)、オートガレージ、オートショップふるや(株)、
(有)オ－トセンタ－ブラザ－、(株)オートパーツ幸城、
大原電器、オーブパーソナリティオフィス、おーぷん
きっちんすま、岡田歯科医院、岡ノ辻工務店、岡藤
土地建物、岡村商事(株)、(株)小川商会、(有)小川蜜
カス本舗、お好み焼きなには、お食事処かくれんぼ、
恩田青果卸売市場、(株)ガーデン梅下、(株)ガーデ
ンｆｉｎａｌｌｙ、海栄工業(株)、カイオートメンテナンス、
(有)春日設計事務所、(株)カドタニ、金子運送(有)、
金重税務会計事務所、上生機工(株)、海浜和風レス
トランかめうら苑、亀浦住建、カワグチ(株)、(有)川口
順克堂、河口雅邦公認会計士事務所、(有)カワサキ
エンジニアリング、カワハラ造形教室、かわむら、
(有)河村ガス商会、(同)河村酒場、環境テラス(株)、
(株)関西観光関西レンタル、(株)関西工芸、関西砿
油(株)、喜久寿し、(株)技工団、貴森(株)、北坂税理
士･社労士事務所、吉南(株)、吉南運輸(株)、喫茶凡、
キッチン&ブティックおいでませ、キッチンＦＵＫＵＤ
Ａ、(株)木下商会、木下税理士事務所、木村鉄工所、
ギャラリー四葉、(株)共営社、共立(株)、協和キリン
プラス(株)宇部営業所、(有)清川、清中鮮魚、(株)き
わなみ、(有)錦水堂、楠むらづくり(株)、(株)クニヒロ
工業、くにみつ、(有)クニモト、久保建工(株)、(有)熊
谷工業、(有)倉本建築板金工業、倉本装飾、(株)クル
ス、クレスティサロン風華、くれ竹、(株)グロリアダッ
シュ、(株)ケー・エス・アール、ｃａｋｅｓｈｏｐＭＩＴＳＵＧＩ、
(株)月華堂、(有)月香園、月香園製茶、(有)月明荘、
(株)建装、建築板金由良、(有)コアーダイヤ、恋、興
安会、(有)興運重機、(有)幸修電業社、工房Ａ＆Ａ、興
洋運輸(株)、興洋産業(株)、興隆産業(株)、肥塚稔子、
古賀設備、(株)国際、国際空手道連盟極真会館山口
県支部河岡道場、(株)ＣＯＣＯＬＡＮＤ、古志津、(株)
コセイ、(株)コタベ宇部営業所、コッヘン白壁、後藤
石油(株)、琴崎産業(株)、琴崎デリバリー(株)、(有)
寿機工、(株)コバヤシ技工、コリアンキッチン大将軍、
(有)斉藤冷機工業、(有)サウンドタウン永谷、佐伯興
業(株)、佐伯行政書士事務所、酒井税理士・行政書
士事務所、榮商事(株)、肴菜厨房みちる、(株)坂本鉄
工所、(株)櫻井工業所、(株)櫻井葬儀店、さくら設計
(株)、サコヤマエクステリア、(有)佐々木工業所、
(株)ササキコーポレーション、佐々木産業(株)、笹山
クリ－ニング(有)、貞政電設、サチ理容院、(株)サニ
クリーン中国宇部支店、サブロクイメージワークス
(株)、(同)サポートセンターぴっころ、サルワーレ、サ
ロン・ド・らいむ、(株)サンアロー、サンエイ興産(株)、
サンエネルギー(株)、サンキ、(株)三基商会宇部営
業所、三興物産販売(株)、(有)三盛、三成建設(株)、
(株)サンテレック、サンテント工芸、三徳漁網店、サ
ントロペ、(有)サンネット宇部営業所、(有)サンヒフ
ク、(有)サンユー流通、山陽建材(株)宇部営業所、
(株)山陽ハイテック、サンヨーコンサルタント(株)、
(有)山和グラウト、三和興産(株)、(有)三和自工、(株)
三和システム、(株)ＳＥＥＫＳ、(株)ジープラネット、
(株)ＪＥＴ建設、(株)志賀工務店、しげなが伐採店、
(有)茂山製鋼原料、(有)システムコム、自然食品館
春、時代屋、(有)篠澤酒舗、(株)シノハラ技研、柴﨑
工業(株)、(株)芝中産業、司法書士なわた事務所、司
法書士つきもと事務所、Ｓｈｉｍａｃｅｒａｍｉｃａ、(株)島
田工務店、シモラク牛乳宇部営業所、写真スタジオ
～エス～、蛇の目、ジャパンフード(株)、宗教法人命
信寺、住健センターウエムラ、十字屋、(同)十兵衛、

(有)ジュンヨウ、(有)松栄運輸、障害者支援施設セル
プ南風、障害福祉サービスセルプ岡の辻、障害福祉
サービスセルプ藤山、(株)商工組合中央金庫下関支
店、宗教法人松涛神社、(株)翔屋、(株)ＳＨＯ－ＫＩ、
(株)ジリオン、新宇部漁業(協)、(有)新栄機械、(有)
新英社印刷所、伸栄電設(有)、新川駅前商店街、新
川海運(株)、新川電機(株)宇部支店、新川物流(株)、
(有)新川利休本舗宇部風月堂、新光工事(株)、新光
産業(株)、新興電気工事(株)、(有)シンゾー、新宅圭
男、新日本近海汽船(株)宇部支店、新明機械工業
(有)、税理士法人新山口会計、(有)信力工建、(有)瑞
鳳、(有)末岡工業、須恵産業(株)、末次木工所、(株)
末永理化学、鈴木治作(株)宇部営業所、医療法人社
団鈴木小児科医院、スズランタクシー(株)、(株)ス
ター電器、ＳｐｉｃｅＢａｒＭｅｌｉｓｓａ、(有)スピリット２１、
(株)諏訪、西華産業(株)山口支店、生活(協)コープ
やまぐち宇部店、成建工業(株)、西部曳船(株)、(有)
西部トモエ交通、(株)西部ホンダ、西部ロジックス
(株)、西洋風料理ＫＥＮ、(株)勢和、(株)星和商事、
(株)セーフティリード、せお産業(株)、(株)セキュア２
４、(有)セキュネット、(有)瀬戸内保温、(有)瀨戸﨑鋼
鉄、(株)ＺＥＲＯ、(株)千粋、セントラルエンジニアリ
ング(株)、セントラル化成(株)、セントラル硝子(株)、
(有)創栄商事、(株)創舎、創上鉄工(株)、相談支援事
業所ぴあ南風、(有)装和、(有)曽木工業、大栄建設
(株)、大永商事(株)、(株)ダイサンプロパン、(有)大
新金属商会、(有)大伸商事、大成建設(株)中国支店
山口営業所、大塔興業(株)、(株)ダイヤス食品、大和
建工(株)、高次建装、ＴＡＫＡ塗装、髙橋旗店、(有)瀧
口板金工業、(有)タグマ、竹田海運(株)、(有)竹の屋
クリーニング、(有)竹花鉄工所、タスクアライブ(株)、
(株)辰巳商会宇部出張所、田中酸素(株)、田中青果
(株)、(株)田辺商会、(有)田辺設備テクノ、(株)タバ
タ、田原建設(株)、田村歯科、(有)田村屋本店、だん
く、(株)タンデムアイ、(株)地域情報新聞、チタン工
業(株)、千年設計(有)、中央壱番街振興会、(有)中央
産興、(有)中央綜合設備、中国アセチレン(株)、中国
警備保障(株)、中国産建(株)、中国水工(株)、(株)中
電工宇部営業所、(有)長栄重機運輸、長栄物産(株)
宇部支店、長州貨物(株)、(有)長伸化学工業所、塚原
建設(株)、(株)つたや、津村米穀店、(株)鶴谷秀電社、
(株)Ｔ・Ｏ・Ｓ、(株)ティーユーエレクトロニクス、テイ
サ産業(株)宇部事業所、テクノＵＭＧ(株)宇部工場、
デコレーター、(有)寺尾工務店、医療法人テレサ会、
デンキのふくやま、(株)東京屋クリーニング、(株)豆
子郎、(有)東洋機工、東洋興業(株)、東洋証券(株)宇
部支店、(有)東冷設備工業、(有)東和商会、(株)東和
通商、トーステ(株)宇部営業所、(株)トータル・コーポ
レーション、トキワ(株)、ときわクリニック、(株)常盤
商会、(有)ときわタクシー、常盤ピーシーオー(株)、
ときわ美容室、常盤モータース(株)、(株)徳商、徳富
でんき、(有)床波電機、(株)戸坂造園土木、(有)トシ
プロジェクト、ドボクリエイト(株)、(株)巴商会、トヨタ
カロ－ラ山口(株)宇部店、(有)トラステック、(有)トラ
スト、トラストロードサービス宇部、内海曳船(株)宇
部出張所、(株)長江ホンダ販売、中嶋電工、(有)永谷
テレビサービス、宗教法人中津瀬神社、(株)長門製
作所、中野右一、(有)中原鉄工所、中原智也法律事
務所、(有)永堀、(株)長松工務店、長峰建工(有)、中
村建設(株)、中村表具店、ナカヤサイクル、(株)永山
本家酒造場、(同)和の会、社会福祉法人南風荘、(有)
にいや、(株)にぎわい宇部、西岐波商興(株)、西岐波
商興会、西日本住宅企業(株)、西日本商事(株)宇部
営業所、西日本石油化学(株)、西日本データシステ
ム(株)、西村運動具店、西村正彦税理士事務所、西
本薬局グループ(株)、ニチアス(株)宇部営業所、(株)
ニッカマ機械研究所、日興石油(株)、日本郵便(株)
宇部郵便局、日本通運(株)宇部支店、公益財団法人
日本電信電話ユーザ協会宇部山陽小野田美祢地区
協会、(株)日本マネジメント、(有)日本流通センター、
ネイチャ・ファーム・マツドミ、(株)ノア、ノア交易(株)、
(有)ノグチ電器、(有)能津電機工業所、(有)ハーモ
ニーズ、ハイツふろーら、量り売り専門店Ｆ、(有)波
雁ケ浜工業所、萩森興産(株)、(株)白清社、(株)ハシ
モト、(株)長谷川工務店、(株)ハタヤマ、白光堂時計
店、ハッピースポット、はつり工房、花本モータース、
(有)濱本義肢製作所、(有)ハミング薬局、(株)林工務
店、林田臣弘税理士事務所、ＰａｒａＧｒａｃｅ、(有)原田
建設、(株)原田青果、原田鉄也税理士事務所、(有)は
ら薬局、ぱわっと宍戸野中店、(株)はんど、ピアノイ
ンステラ、(株)Ｂｅｗｉｎ、ピーシーアール、(株)ピー
ジーシステム、(株)ピースメーカー、ヒーリングサロ

ンねこねこ、(株)東谷、東谷ビル(有)、(有)ひかり印
刷所、(有)美工舎、医療法人社団久本皮ふ科医院、
(有)ビジネスフォース、(有)ビジネスホテル新川、
(有)ヒップコーポレーション、(株)秀工業、ビューティ
サロンテル、(株)ヒラキ産業、ひらき台手技療術院、
(株)ヒラタ、廣一興業(株)、ひろぎん証券(株)宇部支
店、(株)広島企業宇部テクノリサイクルセンター、
(有)広島屋、ＦＩＸＤＥＳＩＧＮ、フェイシャルサロンムー
ンフラワー、(株)フォー・クオリア、(有)吹上堂、福久
旅館、福正汽船(株)、医療法人社団恒誠会ふくたク
リニック、(有)フクナガ、福永商事(株)、(有)福場工業、
ふくふく亭、(有)ふくや、(株)フジフジグラン宇部、
(有)フジアート、フジイ技工、藤井登記測量事務所、
富士海運(株)宇部営業所、藤川設備設計事務所、フ
ジグラン宇部名店会、藤沢塗装、(有)不二商、(株)フ
ジスイサン、ふじた画房、富士電機(株)山口営業所、
(有)藤中ポンプ店、医療法人社団藤野内科、(株)藤
谷ゴム工業所、(有)フジヤマ、学校法人藤山学園、不
二家ゆめタウン宇部店、(株)藤原・山下設計事務所、
不動建設(株)、不動産＆行政書士オフィス志馬、船
木鉄道(株)、(株)ＢＬＡＳＴ、フラワーズ＆ベルガモッ
ト、(株)ＰＲＩＸ商事、古松商店、医療法人扶老会、プロ
ショップＫＫ、ヘアーサロンニューヨーク、ヘアーサ
ロンムラタ、平和テクノ(株)宇部支店、(株)紅屋、
(株)ベルグ、便利屋だいきち、(有)防長技研、防長建
運(株)、防長商事(株)、(株)防長スイミングサークル、
(株)ホームテリア、ポーラ植木、医療法人恵裕会ほ
かお歯科クリニック、(有)本瀬工務店、(有)本瀬商会、
(有)マイ学習社、(同)米田工業、毎日興業(株)、(株)
マイヘルス、(有)前坂工業所、前田産業(株)、前村電
気工事(株)、(株)マキノ、マグナス工業(株)、正木行
政書士事務所、(有)松井工務店、松岡組、松尾塗装
店、(有)マックスエンタープライズ、松島町繁栄会、
松永貨物(有)、(株)松野工業所、(株)松本工業所、
(株)松本電気商会、(有)松山建設、(有)マテリアル風
船遊、マリンテック、(株)丸忠青果、(有)丸次商店、
(有)丸共工業所、ミータス(株)、三浦塗装、三笠産業
(株)宇部工場、みさき歯科、(有)ミサキ冷熱、三嶋電
業(株)、みすみ商店、ミタケ、(有)道中産業、(株)光
永商会、三素設計(有)、(株)ミツワ、ミドリ産業(株)、
(有)港工業所、(有)三野酒舗、(株)ＭＩＨＯＲＩ、三宅設
備工業、(株)宮商宇部支店、(株)明徳、ミルクファク
トリー、(株)向井海運、社会福祉法人むべの里光栄、
(有)村上機工、村上建設工業(株)、村田建設(株)、村
田製材所、(株)むらや、明光宇部東、メイ・フェア、
(有)明立工業、(有)明菱電機工業所、メディカルケ
ア・カイロ宇部、めぶき労働衛生クリニック、望月商
事(株)、(有)モトナガ企画、(株)元山商会、(株)森國
工務店、森下設備、(有)師井酒店、焼鳥ひろ、焼肉広
州、安田ブルト－ザ開発(株)、(有)安永商会、(有)安
本樹脂産業、(株)やなぎだ、やなぎだ化粧品店、(株)
ヤナギヤ、山縣電工、(株)山縣屋、山機運輸(株)、山
口・アポロガス(株)、山口アポロ石油(株)、(株)山口
井筒屋宇部ショップ、山口宇部空港ビル(株)、山口教
科書供給(株)、山口県信用保証協会宇部支店、山口
県石油商業組合宇部支部、山口興産(株)、山口合同
ガス(株)宇部支店、山口コンクリート打設(株)、山口
産業(株)、山口自動車無線(株)、(株)山口茶業、山口
テレコム(株)、山口トヨペット(株)宇部西店、山口マ
ツダ(株)宇部店、(有)山口臨床検査センター、ヤマ
サンガス(株)、(有)山下工業所、(株)山下工務店、
(株)山十、(株)やまと水産、(株)やまとみ、(有)山中自
動車、山野組、(有)山野工務店、(株)山原商会、(有)
山村建設、ヤマムラ工業、(有)山本写真機店、(株)結
心行房、優、(株)ユーエーエム、ユーディーエンジニ
アリング(株)、(株)ユーテック、(有)ユーデン、ユー
ピーアール(株)、ＵＢＥ(株)、(株)ＵＢＥアセット＆イン
シュアランス、(株)ＵＢＥ科学分析センター、(株)
ユーロードサービス、(有)ユニテック、(株)ヨシイ・デ
ザインワークス、(株)吉村、(有)吉村工業所、吉村自
動車、吉村タイプ(株)、(有)善和産業、よねしろ鍼灸
整骨院、寄恵組、ラーメン大将、(株)ライズ、ラウン
ジカサブランカ、ラウンジ真由美、ラウンジミドル、
ラブラブ、ラリティラボ、(株)理化、リサイクル倉庫
トータルガレージ、Ｒｉｐｐｌｅ、理容ながやま、理容みゆ
き、零心工業、(株)ローズ、(有)ロード・テクノス、ワイ
エム証券(株)宇部支店、ＹＧＰＲＯＤＵＣＥ(株)、(株)
ワイネット、若狭屋、わかばクリーニング、(有)若松
薬局、和興産業(株)宇部工場、(株)鷲見酒舗、和食こ
ばやし、わただ内科、医療法人和同会、(有)ワンアッ
プ、わんぽ(同)

お礼

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！

視 察
報 告

商業部会
開催

2022［令和4］年6月15日

3年ぶりの開催となった女性会チャリティーバザー

令和４年度 定時総会・定時総会式典を開催
総務広報委員会　中 垰 二 郎

宇部商工会議所青年部

　去る4月20日(木)、令和四年度宇部商工
会議所青年部(以下：青年部)の定時総会お
よび式典が執り行われました。昨年同様、宇
部市文化会館文化ホールにてマスク着用、
手指の消毒、席の間隔を広く取るなど新型
コロナ対策を徹底した上で、飲食を伴う懇
親会は行わない形での開催となりました。
　定時総会では令和3年度の事業報告、収
支決算、監査報告が承認され、無事に前年
度を締めくくるとともに、令和4年度の年間
事業計画、収支予算が承認され、改めて今
年度のスタートを切ることとなりました。

　その後の式典では来賓の方々をお招き
して日頃のご支援に対する感謝をお伝えす
るとともに、今年度の執行部・理事・監事・各
委員会による新体制を紹介させていただき、
引き続き変わらぬご支援・ご協力をお願いし
ました。飲食や懇親会の廃止はもちろん、で
きるだけ接触の機会も避けながらいかに当
会の目的、魅力を理解してもらうか、担当で
ある総務広報委員会で話し合いを重ねて作
り上げました。
　今年度は中野光国会長の「完全燃焼～誰
かのために心の炎を燃やせ～」というスロ

ーガンのもと、私利私欲のため
ではなく誰かのためにやれるこ
とを全力でやる、そして宇部に
なくてはならない組織を目指し
ます。
　新型コロナの発生以降、経済
的にも精神的にも余裕がなく
なり、誰かのために全力で動く
ことが難しい状況に置かれてい
る人も多いのではないかと思
います。当会においてもそれま
で当たり前にできていた毎月の
例会や懇親会がことごとく中止となり、会員
一人ひとりのモチベーションの低下が組織
として深刻な問題となってきています。
　宇部市を含め山口県では未だ新型コロ
ナウイルスの感染拡大に収束のめどが立た

ない状況の中、この度あらためて青年部会
員が集合し、同じ目的に向かって協力して準
備をし、一つの事業を無事に成し遂げられ
たことは、当会の組織としての魅力を再認
識するとても良い機会になったと思います。

レポート 宇部商工会議所 女性会

チャリティーバザー

レポート めざせ！起業家

起業塾22開講
ウィズコロナ時代を生き抜く！

支援施策活用講習会

　宇部商工会議所女性会（河野
幸恵会長／（有）ＫＣＥ）は５月５
日に新川市まつり会場にてチャ
リティーバザーを実施した。
　本バザーは小・中学校交通遺
児教育援助会並びに常盤公園
に寄付を行うために毎年実施し
ていたが、過去２年間は新型コ
ロナウイルス感染症の影響で
開催できず、今年度は３年ぶり
の実施となった。
　当日は開始早々たくさんの
来場者が訪れ、想像以上のにぎ
わいの中、予定時間より早く完
売した。
　バザーの収益金は、今年も小・中学校交通

遺児教育援助会並びに常盤公園に寄付する
事を予定している。

くまもと花とみどりの博覧会「まちなかエリア」会場にて

片山塾長

令和４年度 視察研修会

くまモンのまち「熊本」へ
　５月２０日（金）・２１日（土）、当所商業部会（田
中敏夫部会長／（株）丸忠青果代表取締役）は
３年ぶりとなる視察研修会を熊本県熊本市で
開催し、熊本商工会議所、サクラマチクマモト、
熊本城、くまもと花とみどりの博覧会を視察し
た。参加者は１０名。
　１日目の熊本商工会議所では、事務局から
観光振興の取組みについて説明があり、その

後、小売商業部会の正副部会長と意見交換が
行われた。コロナ禍で先行きが見えないが、観
光需要の回復にはインバウンド需要の回復が
不可欠なため、今後はインバウンド需要の回
復を見据えた取組みを進めていくとのことだ
った。複合商業施設のサクラマチクマモトでは、
テナントだけでなく施設のシンボルともいえる
屋上のサクラマチガーデンも視察した。熊本

城ではボランティアガイドの説明を受け
ながら時折質疑応答を交えつつ視察した。
　２日目のくまもと花とみどりの博覧会
では、３ヶ所あるエリアのうち「街なかエ
リア」を視察した。視察日が博覧会の最終
日前日ということもあって様々なイベン
トが行われており、ワークショップでは参
加者がストラップ製作体験をすることが
できた。
　初日の天候には恵まれなかったものの、
視察を通じて参加者同士の親睦も深まる
など成功裡に終えることができた。

　５月２６日（水）令和４年度起業塾２２が開講
した。
　本年度は２４名の受講生を迎え、昨年度に
引き続き新型コロナウイルス感染症対策とし
て、受講者・講師・スタッフの手指消毒・検温、会
場内の消毒、座席の間隔を十分に開ける等の
対策を徹底した上での実施となった。
　初回講義では開講にあたり、起業塾２２の塾
長である片山民夫氏（クロスネットワーク代表
／中小企業診断士）が、「起業にあたり既に先
駆者がいる業種への挑戦は困難ではあるが、
経営の原理原則を知り計画を立て、マネジメ
ントサイクルを回せば成功する。起業塾でそ
の糸口をつかんで欲しい」と挨拶した。
　その後、講義に移り、初回講師の伊藤勝彦
氏（（株）シンプルシステム代表取締役／中小
企業診断士）が自身の経歴や創業体験を交え
て、起業にあたり必要な考え方や制度を話し

た。受講生はメモを取りつつ、真剣に講義に耳
を傾けていた。
　なお、このセミナーは約２ヵ月間（２部構成）、
全１１回の行程で行い、最終日の８月６日（土）
には創業に向けて作成した事業計画を「ビジ
ネスプランコンテスト」で発表する事となって
いる。
　また、今後の県内の新型コロナウイルス感
染拡大状況によっては、Zoomでのオンライ
ン形式のみの実施となる可能性もある。

ご案内

開催日

会　場

受講料

講　師

７月１３日（水）
14：00～16：00

内　容 ●ウィズコロナ時代における経営課題
●活用できる支援策の見つけ方
●支援策活用のヒントと注意点
●小規模事業者持続化補助金
●事業再構築補助金ほか支援施策
●事業計画書の作成のポイント

申込方法

宇部商工会議所２F 及び
Zoomによるオンライン
無料
シンプルシステム株式会社
代表取締役  伊藤勝彦 氏

宇部商工会議所 中小企業相談所
TEL０８３６-３１-０２５１

宇部商工会議所ホームページ
https://www.ubecci.or.jp/
より申込書をダウンロードし必要事項
を記入のうえＦＡＸ、または申込フォー
ムにアクセスして必要事項を入力のう
え送信ください。

お問合せ



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6月15日

ご入会
ありがとうございます！

ご案内

魚谷美沙子 黒石北4-2-48 コナイン202
090-8993-3925／エステティックサロン

＆ＣＯＣＯＲＯ

上村聡明 明神町1-5-4-1
090-3748-5682／底引網漁

上村聡明

橋村香織 上町1-7-26／21-3584
スナック

Ｈ

林　由梨香 南小羽山町1-13-1
080-6308-0710／ネイルサロン

船木1236／69-0707
とび・土工

Ｏｎ

郷頭広介 宮地町16-25-7／39-6774
美容業 

ＣＡＳＡ

河口　悟 床波5-12-5-5
漁業

河口　悟

栗栖眞知子
(有)栗栖工業

岩﨑　肇 川上1093
090-6834-8110／造園業

景樹園

松本　勝 善和387-46
090-7999-1138／建築大工

建匠勝琉

中田竜也 大字上宇部2797-3
37-4888／車輛関連

ジーワン

山本裕司 西宇部南2-13-20
39-7560／定食販売

Ｇｉｏ’ｓ ｋｉｔｃｈｅｎ

木村愛子 西本町1-1-31／21-8302
理容室

四車理容院

上野千晴 南小羽山町1-2-1
080-9865-7636／美容室

ｓｐａｈａｉｒ ｂａｓｔｅｔ

亀井隆弘 西岐波1192-51／52-2965
空調設備

西部メンテナンス

河村典子 大字善和字東上瀬戸原207-8
62-2263／建設業

新天町2-3-14
090-3631-8749／飲食業

(有)エーゼット

星山和子
御食事処ひので

鴻池和栄 中央町1-10-13 第一ビル５階
35-1144／スナック

大字東須恵306／41-7975
広告看板

ＣＡＳＴＥＬ

蔵川晃一郎 東須恵2765-2
大工工事

蔵川晃一郎

小山　豊
(有)広告美術 山創

天野　洋 沖ノ旦604-1
090-2293-0154／占術

サンアンドムーン

松山良恵 若松町6-8／090-5698-8008
観葉植物の販売

幸せのプランテリア
大字妻崎開作1487-9 2F
090-1189-3657／営業コンサルタント

山下　恵
ＯｒｉＯｒｉコンサルティング

松井武士 浜町1-2-6 宇部コムズビル５階
43-7875／パーソナルトレーニングジム、鍼灸院

Ｇｒａｖｉｔｙ

新入会員のご紹介令和4年度
宇部商工会議所

令和4年4月
※順不同・敬称略

事業所名
代表者名 所在地／電話番号

営業内容

ご案内 中小企業者等に対する消防用設備等に係る融資制度
令和4年度

株式会社日本政策金融公庫
中小企業事業 国民生活事業

金融機関名

貸付区分

融資対象者

利　率

期　間

限度額

独立行政法人福祉医療機構

地域活性化・雇用促進資金
社会環境対応施設整備資金

特定事業（※1）を営む中小企業者（※2）であって
一定基準（※3）を満たすもの

～7億2千万円

信用リスク・融資期間等に応じた所定の利率

20年以内（据置2年以内）

生活衛生資金貸付
・一般貸付
・振興事業貸付
・特例貸付（環境対策関連貸付（防災・環境対策資金））

一般貸付
振興事業貸付　生活衛生関係営業者（※4）
特例貸付

一般貸付 ： ～4億円（※5）
振興事業貸付 ： ～7億2千万円（※6）
特例貸付 ： 一般貸付又は振興事業貸付それぞれの限度額に、
上乗せ3千万円

年0.30～2.80％
（融資要件、返済期間、担保の有無等により異なる利率が
適用される）

一般貸付 ： 13年以内（据置1年以内）
振興事業貸付 ： 20年以内（据置2年以内）
特例貸付 ： 20年以内（据置2年以内）

（業種または資金使途により、返済期間は異なる）

福祉貸付
医療貸付

福祉貸付 ： 社会福祉事業施設を設置し、又は経営する
　　　　　社会福祉法人等
医療貸付 ： 病院、診療所等を開設する医療法人等

福祉貸付 ： （基準事業費－法的・制度的補助金）×95％
医療貸付 ： ・病院・介護老人保健施設 ： ～7億2千万円
　　　　　・介護医療院 ： ～12億円
　　　　　・診療所 ： ～5億円（※7）

年0．40～0．90％（固定金利）
年0．40～0．50％（10年見直し金利）

（※8）

30年以内（据置3年以内）
（融資対象施設、貸付金額等により、償還期間又は据置期間は
異なる）

●株式会社日本政策金融公庫  http://www.jfc.go.jp/  ●独立行政法人福祉医療機構  http://hp.wam.go.jp/お問合せ

※1

※2
※3

※4
※5

※6

※7
※8

特定事業：農業、林業、漁業、金融・保険業（保険媒介代理業及び保険サービス業を除く）、不
動産業のうち住宅及び住宅用の土地の賃貸業、非営利団体、一部の風俗営業、公序良俗に
反するもの、投機的なもの、独立行政法人福祉医療機構の貸付対象のもの等以外の業種
株式会社日本政策金融公庫法第２条第３号に規定する中小企業者をいう。
地域活性化・雇用対策資金については、特定の地域において、３名以上（特定の要件を満た

す場合は１又は２名以上）の雇用創出効果が見込まれる設備投資を行う方
社会環境対応施設整備資金については、自ら策定したＢＣＰ（緊急時企業存続計画または事
業継続計画）に基づき、防災に資する施設等の整備を行う方
株式会社日本政策金融公庫法第２条第１号に規定する生活衛生関係営業者
業種ごとの貸付限度額：旅館業…４億円、一般公衆浴場業…３億円、興行場営業及びサウナ

営業…２億円、クリーニング業…１億２千万円、その他…７千２百万円
業種ごとの貸付限度額：旅館業及び興行場営業…７億２千万円、クリーニング業…３億円、そ
の他…１億５千万円
業種限度額：医療従事者養成施設…５億円、助産所…１億円
保証人不要制度を適用する場合は、利率を0.050～0.150％上乗せ

※利率は、令和4年4月1日現在のものであり、詳しくは、各金融機関へお問い合わせ下さい。

ＰＲチラシ同封サービス

ビジネス情報宅配便
必要部数
申込期限
納品期限

3，000枚
発行日の前月20日
発行日の前月27日

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

【お問合せ先】宇部商工会議所 総務部 TEL31-0251

●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！

※利用規定の詳細・申込書は、当所のホームページからダウンロードできます。

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。

会員限定



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6月15日

ご入会
ありがとうございます！

ご案内

魚谷美沙子 黒石北4-2-48 コナイン202
090-8993-3925／エステティックサロン

＆ＣＯＣＯＲＯ

上村聡明 明神町1-5-4-1
090-3748-5682／底引網漁

上村聡明

橋村香織 上町1-7-26／21-3584
スナック

Ｈ

林　由梨香 南小羽山町1-13-1
080-6308-0710／ネイルサロン

船木1236／69-0707
とび・土工

Ｏｎ

郷頭広介 宮地町16-25-7／39-6774
美容業 

ＣＡＳＡ

河口　悟 床波5-12-5-5
漁業

河口　悟

栗栖眞知子
(有)栗栖工業

岩﨑　肇 川上1093
090-6834-8110／造園業

景樹園

松本　勝 善和387-46
090-7999-1138／建築大工

建匠勝琉

中田竜也 大字上宇部2797-3
37-4888／車輛関連

ジーワン

山本裕司 西宇部南2-13-20
39-7560／定食販売

Ｇｉｏ’ｓ ｋｉｔｃｈｅｎ

木村愛子 西本町1-1-31／21-8302
理容室

四車理容院

上野千晴 南小羽山町1-2-1
080-9865-7636／美容室

ｓｐａｈａｉｒ ｂａｓｔｅｔ

亀井隆弘 西岐波1192-51／52-2965
空調設備

西部メンテナンス

河村典子 大字善和字東上瀬戸原207-8
62-2263／建設業

新天町2-3-14
090-3631-8749／飲食業

(有)エーゼット

星山和子
御食事処ひので

鴻池和栄 中央町1-10-13 第一ビル５階
35-1144／スナック

大字東須恵306／41-7975
広告看板

ＣＡＳＴＥＬ

蔵川晃一郎 東須恵2765-2
大工工事

蔵川晃一郎

小山　豊
(有)広告美術 山創

天野　洋 沖ノ旦604-1
090-2293-0154／占術

サンアンドムーン

松山良恵 若松町6-8／090-5698-8008
観葉植物の販売

幸せのプランテリア
大字妻崎開作1487-9 2F
090-1189-3657／営業コンサルタント

山下　恵
ＯｒｉＯｒｉコンサルティング

松井武士 浜町1-2-6 宇部コムズビル５階
43-7875／パーソナルトレーニングジム、鍼灸院

Ｇｒａｖｉｔｙ

新入会員のご紹介令和4年度
宇部商工会議所

令和4年4月
※順不同・敬称略

事業所名
代表者名 所在地／電話番号

営業内容

ご案内 中小企業者等に対する消防用設備等に係る融資制度
令和4年度

株式会社日本政策金融公庫
中小企業事業 国民生活事業

金融機関名

貸付区分

融資対象者

利　率

期　間

限度額

独立行政法人福祉医療機構

地域活性化・雇用促進資金
社会環境対応施設整備資金

特定事業（※1）を営む中小企業者（※2）であって
一定基準（※3）を満たすもの

～7億2千万円

信用リスク・融資期間等に応じた所定の利率

20年以内（据置2年以内）

生活衛生資金貸付
・一般貸付
・振興事業貸付
・特例貸付（環境対策関連貸付（防災・環境対策資金））

一般貸付
振興事業貸付　生活衛生関係営業者（※4）
特例貸付

一般貸付 ： ～4億円（※5）
振興事業貸付 ： ～7億2千万円（※6）
特例貸付 ： 一般貸付又は振興事業貸付それぞれの限度額に、
上乗せ3千万円

年0.30～2.80％
（融資要件、返済期間、担保の有無等により異なる利率が
適用される）

一般貸付 ： 13年以内（据置1年以内）
振興事業貸付 ： 20年以内（据置2年以内）
特例貸付 ： 20年以内（据置2年以内）

（業種または資金使途により、返済期間は異なる）

福祉貸付
医療貸付

福祉貸付 ： 社会福祉事業施設を設置し、又は経営する
　　　　　社会福祉法人等
医療貸付 ： 病院、診療所等を開設する医療法人等

福祉貸付 ： （基準事業費－法的・制度的補助金）×95％
医療貸付 ： ・病院・介護老人保健施設 ： ～7億2千万円
　　　　　・介護医療院 ： ～12億円
　　　　　・診療所 ： ～5億円（※7）

年0．40～0．90％（固定金利）
年0．40～0．50％（10年見直し金利）

（※8）

30年以内（据置3年以内）
（融資対象施設、貸付金額等により、償還期間又は据置期間は
異なる）

●株式会社日本政策金融公庫  http://www.jfc.go.jp/  ●独立行政法人福祉医療機構  http://hp.wam.go.jp/お問合せ

※1

※2
※3

※4
※5

※6

※7
※8

特定事業：農業、林業、漁業、金融・保険業（保険媒介代理業及び保険サービス業を除く）、不
動産業のうち住宅及び住宅用の土地の賃貸業、非営利団体、一部の風俗営業、公序良俗に
反するもの、投機的なもの、独立行政法人福祉医療機構の貸付対象のもの等以外の業種
株式会社日本政策金融公庫法第２条第３号に規定する中小企業者をいう。
地域活性化・雇用対策資金については、特定の地域において、３名以上（特定の要件を満た

す場合は１又は２名以上）の雇用創出効果が見込まれる設備投資を行う方
社会環境対応施設整備資金については、自ら策定したＢＣＰ（緊急時企業存続計画または事
業継続計画）に基づき、防災に資する施設等の整備を行う方
株式会社日本政策金融公庫法第２条第１号に規定する生活衛生関係営業者
業種ごとの貸付限度額：旅館業…４億円、一般公衆浴場業…３億円、興行場営業及びサウナ

営業…２億円、クリーニング業…１億２千万円、その他…７千２百万円
業種ごとの貸付限度額：旅館業及び興行場営業…７億２千万円、クリーニング業…３億円、そ
の他…１億５千万円
業種限度額：医療従事者養成施設…５億円、助産所…１億円
保証人不要制度を適用する場合は、利率を0.050～0.150％上乗せ

※利率は、令和4年4月1日現在のものであり、詳しくは、各金融機関へお問い合わせ下さい。

ＰＲチラシ同封サービス

ビジネス情報宅配便
必要部数
申込期限
納品期限

3，000枚
発行日の前月20日
発行日の前月27日

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

【お問合せ先】宇部商工会議所 総務部 TEL31-0251

●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！

※利用規定の詳細・申込書は、当所のホームページからダウンロードできます。

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。

会員限定

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6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4月］

人　口 人161,174

● 女性 人84,133● 男性 人77,041

●

●
輸　出
輸　入

百万円
百万円

8,279
52,060

世帯79,964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）

（51.0％）
（45.2％）

人
人

8,732
7,738

●

●
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

374,730
391,630
391,630

41,614,972

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） 　　　

1,816
1,080

307
1.52

64,695

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

（46.5％）
（43.6％）

人
人

7,081
6,571

●

●
東　　京→山口宇部
山口宇部→東　　京

SFJ
（50.1％）
（46.9％）

人
人

6,692
6,264

●

●
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

検索山口県労働委員会

２０３０年までに、全ての子供が男女の区別なく、適切かつ効果的な学習成果を
もたらす、無償かつ公正で質の高い初等教育及び中等教育を修了できるように
する。
２０３０年までに、全ての子供が男女の区別なく、質の高い乳幼児の発達・ケア及
び就学前教育にアクセスすることにより、初等教育を受ける準備が整うようにす
る。
２０３０年までに、全ての人々が男女の区別なく、手の届く質の高い技術教育・職
業教育及び大学を含む高等教育への平等なアクセスを得られるようにする。
２０３０年までに、技術的・職業的スキルなど、雇用、働きがいのある人間らしい仕
事及び起業に必要な技能を備えた若者と成人の割合を大幅に増加させる。
２０３０年までに、教育におけるジェンダー格差を無くし、障害者、先住民及び脆
弱な立場にある子供など、脆弱層があらゆるレベルの教育や職業訓練に平等に
アクセスできるようにする。
２０３０年までに、全ての若者及び大多数（男女ともに）の成人が、読み書き能力
及び基本的計算能力を身に付けられるようにする。

1.

2.

3.

4.

5.

6.

２０３０年までに、持続可能な開発のための教育及び持続可能なライフスタイル、
人権、男女の平等、平和及び非暴力的文化の推進、グローバル・シチズンシップ、
文化多様性と文化の持続可能な開発への貢献の理解の教育を通して、全ての
学習者が、持続可能な開発を促進するために必要な知識及び技能を習得できる
ようにする。
子供、障害及びジェンダーに配慮した教育施設を構築・改良し、全ての人々に安
全で非暴力的、包摂的、効果的な学習環境を提供できるようにする。
2020年までに、開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国、並
びにアフリカ諸国を対象とした、職業訓練、情報通信技術（ICT）、技術・工学・科学
プログラムなど、先進国及びその他の開発途上国における高等教育の奨学金の
件数を全世界で大幅に増加させる。
２０３０年までに、開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国にお
ける教員研修のための国際協力などを通じて、質の高い教員の数を大幅に増加
させる。

7.

a.

b.

c.

目標４（教育）
質の高い教育をみんなに

すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、
生涯学習の機会を促進する

ＳＤＧｓの17のゴール ： 目標4の詳細

目標４を構成する１０個のターゲット

ＳＤＧｓ：持続可能な開発目標／第8回ご存じですか？

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

労働ほっとライン
のご利用を！

労働問題でお困りの方はありませんか?

●E-mail ： roudou@pref.yamaguchi.lg.jp

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/174/

このほか、県では「あっせん」も行っています。
詳しくはWebで

ご相談は、メールでも受け付けています。

●電　話 ： 083-933-3232
●相談員 ： 社会保険労務士
●相談料 ： 無料（通信料が発生します）

●相談日 ： 月曜日～金曜日9：00～18：00
（但し、祝日、年末年始を除く）

※回答は平日返信となります。

賃金、労働時間、退職、解雇、セクハラ、パ
ワハラなど、各種の労働相談を電話により
承ります。

山口県では、各種労働問題にお
応えする「労働ほっとライン」を
開設し、社会保険労務士が電話
相談に無料で応じています。



無担保・無保証人・低金利

【お問合せ先】

宇部商工会議所 中小企業相談所
TEL0836-31-0251

マルケイ融資
融 資 額
融資期間

利　　率

２，０００万円以内
運転資金 7年以内
設備資金 10年以内
1．21％  （6/7現在）

宇部市内で
契約トラブル急増中！！

宇部会議所だより2022［令和4］年6月15日

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

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）

中小企業診断士
伊藤 勝
（PM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）

月 火 水 木 金 土 日

25 26

327 28 29

4 5 6

20 21 22 23 24

230 16
月
〜
7
月

■無料窓口相談日程（6月後半～7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。

10

15 16 1711 12 13 14

22 23 2418 19 20 21

987

■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

無料専門相談のご案内／相談無料・秘密厳守

●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）

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、下記申込先
までお問合せください。事前予約を承ります。

●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

行政書士・産業カウンセラー 山本 敦子
まちかど
見・聞・録

口からはみ出たキャベツもご愛敬
ボンちゃんに元気をもらう月島

　中央区月島に行くなら夕方がお奨め。ホコ天
のもんじゃストリートを散歩しているケヅメリクガ
メのボンちゃんに会えるかもしれない。
　月島は明治２５年に東京湾澪浚計画（澪浚は
水路しゅんせつの意味）によってできた埋立地。
東京大空襲を免れ、いまでも極細の路地にはレ
トロな昭和初期の風情が残っているが、５０軒を
超えるもんじゃ焼き店のほとんどはブームに乗じ
て商売替えした店か貸店舗。二階の外壁には
元の看板がそのままの店もある。
　ボンちゃんはお盆にペットショップで買われ
たからボンちゃん。飼い主さんが「触っていいよ。
ご利益があるから。」と明るく言ってくれる。手を
消毒しなくてもいいのかな？と遠慮がちに立派
な甲羅をさすると気持ちがほわっと温かくなった。
１０年以上見ていなかったボンちゃんは老けた？

感じも無く100㎏の巨体なのに結構な速さでグ
イグイ歩く。リクガメの寿命は５０年以上。２６歳の
ボンちゃんはまだ若者なのかも。しばらくして振
り返ると小さな子供が嬉しそうに甲羅にまたが
っていた。
　飼い主さんは月島の老舗の葬儀屋さん。聞く
ところによると、１２年前には看取った元街ネコ
のお葬式を出したらしい。遺影や祭壇はお手の
もの。たくさんの老若男女の弔問客が紙コップ
のミルクで献杯し、明るく見送ったそうだ。会葬
御礼は地元のお店の招き猫煎餅。そのお菓子
屋さんもその後閉店し今は無い。
　タワマン増加で子供の人口も大幅に増えた
中央区。店並は変わっても、温かな下町情緒の
残る街で子供たちの歓声を浴びながらグイグイ
歩くボンちゃんの姿をまた見に行きたい。

ご注意

開催日
５月８日（日）

５月１４日（土）

節
23

予定（第23節～第27節） ※キックオフ時間は変更される場合があります。

勝ち：〇  負け：●  引分け：△

24
25

レノファ山口情報
節
15

結果（第15節～第20節）
対戦相手

ツエーゲン金沢
スコア
0－1

会場
石川西部

入場者数
4,012

16 ヴァンフォーレ甲府 1－1ＪＩＴス 4,563

勝敗
●
△

５月２２日（日）17 V・ファーレン長崎 1－2みらスタ 4,613●
５月２５日（水）18 モンテディオ山形 0－1ＮＤスタ 3,873●
５月２９日（日）19 横浜ＦＣ 0－1ニッパツ 6,069●

６月５日（日）20 ザスパクサツ群馬 2－1みらスタ 2,782○

試合結果と今後の日程

開催日
６月２６日（日）

キックオフ※
１９：００

７月２日（土） １４：００
７月６日（水） １９：００

対戦相手
ヴァンフォーレ甲府
ブラウブリッツ秋田

大分トリニータ

会場
みらスタ
ソユスタ
みらスタ

26 ７月１０日（日） １９：００ アルビレックス新潟 みらスタ
27 ７月１８日（月） １９：００ ロアッソ熊本 えがおＳ

※今後の状況により、リモートマッチ（無観客試合）や日時等変更もありますので、観戦される場合
はレノファ山口ＦＣのＨＰ（http://www.renofa.com/）をご確認ください。

　個人事業主も含む事業者間の契約には、特定商取引法のクーリング・オフ
による救済規定は適用されません。法律上、事業者間で結んだ契約を後から
取り消すことは難しいことから、この仕組みを悪用した契約トラブルが管内で
数多く発生しています。
　当所へ寄せられているのは、ウェブサイト作成、ネット環境整備、アクセス解
析の代行等といった契約に関するもので、これらに共通するのはセールスの
際に「初回（月）無料」、「少額から始められる」、「本日中に契約すれば利用料
金が〇〇％お得になる」といった言葉が巧みに使われており、「契約が自動更
新され解約できなくなった」、「勝手に長期契約になっていた」など後々のトラ
ブルにつながっています。
　電話や訪問によるセールスでは、その場での契約を避け、見積書や契約内
容を詳しくご確認下さい。また、対象が所在の明らかでない県外の業者であ
る場合は、契約後に連絡が取れなくなる事案も報告されていますのでくれぐ
れもご注意下さい。
　当所では信頼できる地元事業者の利用をお勧めしております。

ご注意ください！

新型コロナウイルス感染症対策
緊急経営相談窓口
　当所では、中小企業・小規模事業者の皆様を対象に「新型コロ
ナウイルス感染症対策緊急経営相談窓口」を設置し、各種支援
施策の情報提供や資金繰りなどの相談に応じています。
　事前にご予約いただくとスムーズにご案内ができますので、ご
来所される場合は事前にお電話もしくはメールにてお問合せく
ださい。

開設時間
対 応 者
相談内容

９時～１７時（平日）
当所経営相談員
１． 金融相談
２． 補助金相談
３. 経営全般相談
４． その他

［ご予約・お問合せ］
宇部商工会議所 中小企業相談所 TEL３１-０２５１

開
設
中

ミオサライ ミオサライ

くち


