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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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　新型コロナについてはまだ相当数の感染者
が毎日確認されており予断を許さない状況で
はあるが、気持ち的にはこの2年間で培ってき
た感染対策をしっかりとって経済をまわしてい
こうという、いわゆる「withコロナ」の生活に移
行する行動が顕著になってきた。インフルエン
ザ並みの感染分類にするには定期的なワクチ
ン接種と、開発が進められている特効薬の完
成が待たれるところである。

　自治体や地域の感染状況によって対応は異
なるが、まつりやイベントも感染対策は当然の
こととして参加人数を絞ったり時間を短縮した
りと、工夫をしながらでもリアル開催という平
時にもどる取り組みがなされている。
　毎年6月は各種団体の決算総会や懇親会な
どの行事も多いが、総会についてはインター
ネットによるライブ配信とリアルの併用、イン
ターネット参加とリアル参加のハイブリッド方
式とさまざまな会議のあり方が模索されてい
る。懇親会についても席の移動自粛のお願い
のなかで、以前のようにワイワイガヤガヤとい

うような懇親会もなくなったように思う。
　今まではリアルな対面方式があたりまえで
あったが、リアルである必要性を自分自身の意
識のなかで見直すことで、移動にともなうコス
トや時間の有効利用など全体として大きな生
産性向上に寄与するものと考える。と同時にデ
ジタル技術の開発においても、もっと臨場感が
出せてリアルと遜色ないようなシステムも開
発されると利用価値は一気に高まるであろう。
　当初はテレビ放送においてもマスク着用で
あったが、今では出演者の感染陰性確認、当日
検温および体調確認実施のうえで、出演者間

にアクリル板や距離を取ったり、実物大でのオ
ンライン参加などさまざまな対策を講じてほ
とんど平時へともどっているように思う。
　未来がどうなって行くのか？コロナがその変
化を加速したのは間違いない。カーボンニュー
トラル、CO2ガス排出削減、世界的なエネルギ
ーや食料問題、少子化対策、教育問題（学び直
しも含めて）、国家財政問題や技術・経済的地
位の凋落など、大企業のみならず中小企業や
一般家庭にまで影響を及ぼす課題が目白押し
である。少しでも未来を見つめ、必要な対策を
打っていく必要があるように思う。

雑 感 杉 下 秀 幸

ご案内 宇部市花火大会7月23日（土）20時より第68回
遠くからでも楽しめる大型花火

詳細・最新情報につきましては、当所ホームページ
（ｈｔｔｐs：//ｗｗｗ．ｕｂｅｃｃｉ．ｏｒ．ｊｐ）をご覧ください。

令和4年 7月23日（土） 20：00～20：25

※荒天の場合は翌日の24日（日）に順延
※荒天時の大会実施・延期は23日（土）15時に決定し、当所
　ホームページにてお知らせします。

開催日時
宇部港（会場案内図参照）

会 場

宇部市花火大会実行委員会
（宇部商工会議所内） TEL31-0251

お問合せ

　新型コロナウイルス感染症の終息に向けて
中心市街地に活気と潤いを取りもどすために、
宇部市産業発展の礎である宇部港において「夏
の風物詩・花火大会」を開催いたします。
　新型コロナ感染拡大防止のため宇部市名物

「音楽花火」、「スポンサー席の設置」はありま
せんが、花火の製造から打ち上げを手掛ける花
火師・老舗２社が３年ぶりに競演し、約２５分間ノ
ンストップで打ち上げます。遠方からでも楽しめ
る大型花火の“匠の技”にご期待ください！

　会報６月号(vol.830)１面でお伝えしまし
たとおり、宇部市への要望を受け、この度当
所が宇部市プレミアム商品券の事業を受託
する事になりました。
　つきましては、商品券の取扱い参加店を募
集いたしますので、是非ともご登録いただき、
貴店の売上増加にお役立てください。

　なお、昨年度(令和３年度)に宇部市で実施
された同商品券事業へ参加登録された店舗
の方々には、宇部市より先行してご案内を送
付しておりますので、既にお申し込みを済ま
された方は、当所での手続き不要です。
　今年度の商品券概要及び参加店の申し込
み方法については次ページをご覧ください。

新型コロナ感染拡大防止のため
スポンサー席はありません

新型コロナウイルス感染拡大防止について
①マスクの着用、②ソーシャルディスタンスの
確保、③体調不良の方の来場自粛、④飲酒・飲
食時や大声での会話の自粛などの感染拡大
防止策にご協力ください。新型コロナウイル
ス接触アプリ「COCOA」の利用を推奨します。

気持ちよく観覧していただくために

事故防止にご協力ください
お客様の安全を最重視し、事故ゼロの花火大
会を目指します。会場内では、警察官や警備
員、主催者スタッフの指示に従って行動いた
だくようご協力ください。

マナーにご配慮ください
●

●

●

●

●

●

●

交通規制にご協力ください
会場周辺道路は１７時（一部１９時）から２１時
まで交通規制を行います。お客様の安全確保、
及び緊急時の警察・救急・消防車輌の進入路確
保のため、違法駐車に対して厳しい取り締まり
が行われます。特に消火栓や周辺企業・民家出
入口前、敷地内への違法・無断駐車は絶対に
行わないでください。

花火の不発玉にご注意ください
花火が不発で地上に落下した場合は、大変危
険ですので絶対にさわらず、主催者スタッフ
にお知らせください。また、風向きによって花
火の燃え殻や灰が降って来る場合があります
ので、ご注意ください。

迷子にお気を付けください
万が一お子様が迷子になられた場合は、お近
くの警察官、警備員、主催者スタッフへご連絡
ください。

花火大会打ち上げ会場の周辺営業店舗に
は観覧目的で駐車しないでください。
会場内での火気の使用は厳禁です。バーベ
キュー、玩具花火などは大変危険ですので
絶対に行わないでください。
会場上空の安全確保並びに花火の演出や
進行の妨げとなりますので航空機の遊覧
飛行、ラジコンヘリ・ドローン等の無線航空
機の飛行・撮影は自粛いただいております。
海上に「航泊禁止区域」（花火打ち上げ台船
から半径２５０ｍの円周域）を設けています。
海上の船舶は、海上保安署の巡視艇などの
指示に従ってください。また、プレジャーボ
ート等小型船舶の使用・観覧は安全上の理
由から禁止します。
テント、ブルーシートなどでの過度な場所
取りはご遠慮ください。また、イスなどを使
用し、後方のお客様の視界を妨げないよう
ご配慮ください。
敷物を固定するために舗装路への釘や杭打
ちなどの行為は絶対に行わないでください。
ゴミは持ち帰るか指定のゴミ箱に捨てましょう。

宇部市プレミアム付商品券
「取扱参加店」募集詳細は次ページ
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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。

検索宇部商工会議所

文化観光部会レポート

幹事会

　６月7日（火）当所文化観光部会（作村良
一部会長／（有）ビジネスホテル新川代表
取締役）は、味処三松にて令和４年度第１
回幹事会を開催。１６名が参加した。
　協議事項の令和３年度事業報告並びに
収支決算報告、令和４年度事業計画（案）

並びに収支予算（案）について事務局より
説明を行い、全会一致で承認された。
　幹事会後の懇親会では、久しぶりの宴席
のもと幹事同士の活発な情報交換が行わ
れ、終始にぎやかに交流を深めることがで
きた。

レポート令和4年度 令和4年度

女性会　定例会宇部商議所 第1回 開
催開

催
　当所女性会（河野幸恵会
長／（有）ＫＣＥ、井上幸江事
業委員長／（有）井上広美
社）は、第１回定例会を６月
１４日（火）に開催した。出席
者は２２名。
　女性会では例年、会員の
自己の研鑽を図るため、ま
た会員同士の親睦を深め
る機会として定例会を開催
していたが、昨年は新型コ
ロナウイルス感染症の影
響で開催できず、今年度は
２年ぶりの実施となった。
　今回は、「これからのデジタル時代を身近
に感じよう！！」をテーマに（株）ニシマル代表
取締役の西丸隆氏を講師に迎え、慣れるま
で一歩引きがちなデジタルツール、スマー
トフォンのアプリの活用方法など実例を交

えながら分かりやすくご講演をいただいた。
　参加者一同興味深く耳を傾け、実際にＱ
ＲコードやＧｏｏｇｌｅレンズを読み取り、スマ
ートフォンをさらに身近に感じながら、大変
有意義な時間を過ごすことができた。

細田謙二［（株）山口銀行宇部支店］
西田祐一［西中国信用金庫宇部地区本部］
髙田　豊［（株）三菱ＵＦＪ銀行宇部支店］

優 勝
準優勝
3 位

参加者のみなさん

実例を交えての説明に熱心に耳を傾ける女性会参加者

開
会
挨
拶
を
す
る
作
村
部
会
長

優勝した細田さん（左）と西田部会長

理財部会レポート
優勝は細田さん！

令和３年度事業報告・決算報告
令和４年度事業計画案・予算案 承認

　６月１１日（土）、当所理財部会（西田祐一
部会長／西中国信用金庫宇部地区本部）の
親睦ゴルフ大会が宇部７２カントリークラブ
西コースで開催され、部会幹事ら１２名が参
加した。
　理財部会のゴルフ大会は２０１９年に初
めて開催し、その後新型コロナウイルス感
染症の拡大により２年間は事業の中止を余
儀なくされた。
　今回は３年ぶりに第２回を開催。当日は梅

雨入り時期と重なりあいにくの雨となった
が、参加者は親睦を深めながらプレーを楽
しんだ。
　競技はダブルペリア方式で行われ、山口
銀行宇部支店の細田謙二さんが雨の中の
激戦を制した。
　主な結果は次のとおり（敬称略）。

親睦ゴルフ大会開催

第1回

募集
参加店登録方法のご案内

取
扱
参
加
店 

募
集

宇
部
市
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券

商品券概要

プレミアム率
発行総額
発行セット数
発行内容

流通期間

40％
11億2千万円（プレミアム分3億2千万円を含む）
8万セット（紙版のみ）
１セット１０，０００円で「１，０００円×１４枚」
「共通券」１，０００円×７枚 ： すべての参加登録店舗で使用可能
「専用券」１，０００円×７枚 ： 宇部市内に本社がある参加登録店舗で使用可能
令和４年９月中旬～令和５年１月（予定）

募集内容

参加対象店舗 宇部市内に事業所または店舗等（移動販売車を含む）がある事業所

その他 ●付録『令和４年度宇部市プレミアム付商品券参加店舗遵守事項』を
　必ずご確認ください。
●参加を希望される店舗は必ず『参加店申込書』をご提出ください。
　審査後に参加店として登録されます。
●８月に参加店舗説明会を予定しています。
●参加登録店舗へは、後日「商品券取扱いマニュアル」および
　「販促グッズ」を郵送いたします。

登録料
換金方法
換金回数
換金手数料
申込方法

申込締切

無料
事務局へ使用済み商品券を郵送（送料無料）
月３回（予定）
無料
ＦＡＸ、郵送またはＷｅｂ上でお申し込みください。
●ＦＡＸ、郵送 ： 本紙付録の参加店申込書をご記入の上、事務局まで
　ご送付ください。
●Ｗｅｂ ： 宇部商工会議所ＨＰまたはQRコードからお申し込みください。
７月２７日（水）必着

※本紙付録の『令和４年度宇部市プレミアム付商品券参加店舗遵守事項』および
　『誓約事項』を必ずお読みください。

※申込締切後も随時受けますが、８月配布予定の『参加店一覧チラシ』に掲載できません。
※ホームページでは、参加店一覧を随時更新いたします。
※「広報うべ」８月号に折り込まれる参加店一覧は、令和３年度に参加し７月８日までに
　登録された店舗が対象となっておりますので、あらかじめご了承ください。

詳細・申込書は本紙付録をご覧ください。

宇部商工会議所 中小企業相談所
TEL０８３６-３１-０２５１
FAX０８３６-２２-３４７０

お申込み・お問合せ

発行総額
11億2千万円
プレミアム率
40%

※実際のデザインとは異なります。

ここが違う！！
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令和３年度事業報告・決算報告
令和４年度事業計画案・予算案 承認

　６月１１日（土）、当所理財部会（西田祐一
部会長／西中国信用金庫宇部地区本部）の
親睦ゴルフ大会が宇部７２カントリークラブ
西コースで開催され、部会幹事ら１２名が参
加した。
　理財部会のゴルフ大会は２０１９年に初
めて開催し、その後新型コロナウイルス感
染症の拡大により２年間は事業の中止を余
儀なくされた。
　今回は３年ぶりに第２回を開催。当日は梅

雨入り時期と重なりあいにくの雨となった
が、参加者は親睦を深めながらプレーを楽
しんだ。
　競技はダブルペリア方式で行われ、山口
銀行宇部支店の細田謙二さんが雨の中の
激戦を制した。
　主な結果は次のとおり（敬称略）。

親睦ゴルフ大会開催

第1回

募集
参加店登録方法のご案内
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商品券概要

プレミアム率
発行総額
発行セット数
発行内容

流通期間

40％
11億2千万円（プレミアム分3億2千万円を含む）
8万セット（紙版のみ）
１セット１０，０００円で「１，０００円×１４枚」
「共通券」１，０００円×７枚 ： すべての参加登録店舗で使用可能
「専用券」１，０００円×７枚 ： 宇部市内に本社がある参加登録店舗で使用可能
令和４年９月中旬～令和５年１月（予定）

募集内容

参加対象店舗 宇部市内に事業所または店舗等（移動販売車を含む）がある事業所

その他 ●付録『令和４年度宇部市プレミアム付商品券参加店舗遵守事項』を
　必ずご確認ください。
●参加を希望される店舗は必ず『参加店申込書』をご提出ください。
　審査後に参加店として登録されます。
●８月に参加店舗説明会を予定しています。
●参加登録店舗へは、後日「商品券取扱いマニュアル」および
　「販促グッズ」を郵送いたします。

登録料
換金方法
換金回数
換金手数料
申込方法

申込締切

無料
事務局へ使用済み商品券を郵送（送料無料）
月３回（予定）
無料
ＦＡＸ、郵送またはＷｅｂ上でお申し込みください。
●ＦＡＸ、郵送 ： 本紙付録の参加店申込書をご記入の上、事務局まで
　ご送付ください。
●Ｗｅｂ ： 宇部商工会議所ＨＰまたはQRコードからお申し込みください。
７月２７日（水）必着

※本紙付録の『令和４年度宇部市プレミアム付商品券参加店舗遵守事項』および
　『誓約事項』を必ずお読みください。

※申込締切後も随時受けますが、８月配布予定の『参加店一覧チラシ』に掲載できません。
※ホームページでは、参加店一覧を随時更新いたします。
※「広報うべ」８月号に折り込まれる参加店一覧は、令和３年度に参加し７月８日までに
　登録された店舗が対象となっておりますので、あらかじめご了承ください。

詳細・申込書は本紙付録をご覧ください。

宇部商工会議所 中小企業相談所
TEL０８３６-３１-０２５１
FAX０８３６-２２-３４７０

お申込み・お問合せ

発行総額
11億2千万円
プレミアム率
40%

※実際のデザインとは異なります。

ここが違う！！

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7月15日

令和４年度 新川市まつり
地域振興委員会　水 野 秀 和

宇部商工会議所青年部

ご案内

脇村　匠 宇部市山門2-1-3-1
電気工事

匠電気工事

竹下秀夫 宇部市際波356-7-5-301
建設業

竹下工業

田中ユキ 宇部市中村3-7-33-3
美容業

田中ユキ

平西春菜 宇部市東小串1-1-1 ＭＴビル
１０１号／ネイルサロン

宇部市上町1-7-26 アーバンヒ
ル３Ｆ／スナック

Ｎａｉｌｓａｌｏｎ ＧＡＧＡ

花村友章 宇部市西岐波576-2
家族葬

花葬

久行　譲 宇部市松島町17-10
レストラン

びばＣａＦｅ Ａｙａｍｅｎｏ

新田章子
プラスワン

市橋敏之 宇部市東平原2-10-30 平原ハ
イツ101号／美容業

Ｈａｉｒ Ｓａｌｏｎ Ｄａｚｚｌｉｎ

亀谷絵里 宇部市則貞6-3-52-5
化粧品の販売

ポーラ亀谷

湯野秀希 宇部市床波6-26-3
漁業

湯の

上田貴弘 宇部市西岐波2030-5／映像制
作、モーショングラフィックス

Ｒｅ：ＨｕＢ

熊谷友敬 宇部市西吉部238
林業施業、素材生産

林業共同体 山林舎

岡村憲二 宇部市大小路3-8-36
コンサルティング業

(株)ＬＩＮＫ

渡辺勝哉 宇部市西岐波4253-52
海鮮の卸売

渡辺勝哉

高瀬弘子 宇部市西岐波1005-15
美顔施術、小売

ワミレスサロンＨＩＲＯ

田村真一 宇部市西小串4-2-12-1
建築大工

宇部市西宇部南4-12-2-102
飲食店

田村工務店

川口晃子
だるまさん

長野由美子 宇部市際波681-2
運動指導、整体

宇部市小串170-29
不動産事業、人材育成事業

フィットネスライフ Ｙ

森下富士夫 宇部市沼2-9-18
地質調査業、さく井工事業など

富士地下工業(株)

山本輝希
(株)ボスティコーポレーション

田飼望夏 下関市豊浦町小串188-12
ハンドメイド商品の製造、販売

ｍｉｎａｔｓｕ ホームメイド

三宅武彦 宇部市東岐波1091-10
工務店

三宅工務店
宇部市北琴芝2-3-2-304
塗装業

片桐和生
なんでも屋

内藤哲夫 宇部市木田520-4
飲食業

(一社)二俣瀬地域交流センター運営協議会

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

営業内容

宇部地域の最新情報を提供公共工事事業計画説明会レポート

貴重な情報に熱心に聞き入っている参加者

　６月２２日（水）、宇部市文化会館にて公共工事関係事業計画
説明会を３年ぶりに開催した。去年一昨年は新型コロナウイル
スの影響から資料送付での実施となったが、今年度はコロナ禍
で培った感染症対策を講じたうえで対面による開催が実現した。
　この説明会は、市内事業者に宇部地域の公共工事等に関す
る最新情報を提供し、自社のビジネスチャンスとして活かして
頂くことを目的に開催しており、今回で３６回目を迎える。
　この度の説明会では、国土交通省中国地方整備局宇部港湾・

空港整備事務所、国土交通省中国地方整備局山口河川国道事
務所宇部国道維持出張所、山口県宇部土木建築事務所、山口
県宇部港湾管理事務所、宇部市総合政策部財政課および総務
部契約監理課の６機関からの情報提供ならびに詳細説明が行
われた。
　参加者は２１社２６名。それぞれが提示された事業と自社の
参入の可能性を考える場となり、成功裡のうちに終えることが
できた。

’22

　５月５日、３年ぶりに新川市まつりが開催
されました。
　新川マルシェを中心とした地域振興イベ
ントを実施し、実際に集まる、触れるなどの
参加体験の機会を創出し、来場された市民
の皆様には喜んで頂けたのではないかと思
います。
　内容としては、マルシェスペースでは飲食
と物販合わせて62店舗の出店、参加・体験
型スペースではステージイベント、ニュース
ポーツコーナー、働く車コーナーを設置しま
した。
　約３年ぶりの開催、青年部としてもノウハ
ウを思い出しながらの企画運営で、また、は
たして市民の皆様は来ていただけるのか？
不安な気持ちもありましたが、開催時間の１
０時３０分よりも前から沢山の来場者の姿を

見て、当日を迎えられた喜びが加速しました。
　マルシェは大変賑わい、出店者から喜び
の声も多く頂きました。ステージイベントで
は、宇部太鼓、空手の演武、キッズダンス、吹
奏楽の演奏、よさこいなど多くの団体関係
者そして小学生から大人までステージに出
て頂き観客を沸かせていました。ニュースポ
ーツコーナー、働く車コーナーも長蛇の列
で大盛況でした。それぞれのコーナーを青
年部メンバー中心に運営させて頂き、いろ
いろと不手際はあったかもしれませんが、来
場者の多世代交流の中で多くの笑顔を見る
ことができ本当に良かったなと思いました。
　まだまだコロナウイルス感染症には気を
つけていかなければいけませんが、今回の
新川市まつりをきっかけに宇部市でも多く
の地域振興イベントが開催されることを願

っております。約3年コロナウイルスにより
多くの制限がありましたが、やはり宇部市を
盛り上げ、市民の皆様が楽しめる時間を創っ
ていくことが地域の活性化に繋がると感じ
ました。今後も地域を支える青年経済人団

体の一人として、市民の皆様に喜んでいた
だけるように頑張っていきます。
　最後に、宇部市をはじめ多くの団体、関係
者の皆様、ご協力頂き誠にありがとうござい
ました。



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”
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ご案内
DX推進拠点

Y-BASE
宇部ブランチ開設

お知らせ

ご案内

６５歳超雇用推進助成金のご案内

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
山口支部 高齢・障害者業務課
TEL０８３-９９５-２０５０

高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 高年齢者無期雇用転換コース６５歳超継続雇用促進コース

令和4年度

措置（注1）の内容 主な支給要件

主な支給要件

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用
労働者に転換した事業主の皆様を助成します。

お問合せや申請は、都道府県支部高齢・障害者業務課（東京、大阪
は高齢・障害者窓口サービス課）までお願いします。詳しくはホー
ムページ(https://www.jeed.go.jp)をご覧ください。

高年齢者の雇用管理制度を整備するための措置（賃金制度、健康管
理制度等）を実施した事業主の皆様を助成します。

令和４年４月１日以降に65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの
廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、
他社による継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施する事業
主の皆様を助成します。

①高年齢者雇用等推進者の選任及び高年齢者雇用管理に関
　する措置を１つ以上実施し、無期雇用転換制度を就業規則
　等に規定していること
②無期雇用転換計画に基づき、無期雇用労働者に転換して
　いること
③無期雇用に転換した労働者に転換後6ヶ月分（勤務した日
　数が11日未満の日は除く）の賃金を支給していること
④雇用保険被保険者を事業主都合で離職させていないこと

①高年齢者の能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理
　制度の見直しもしくは導入
②法定の健康診断以外の健康管理制度（人間ドックまたは生活習慣病
　予防検診）の導入

（注1）措置は、55歳以上の高年齢者を対象として労働協約または就業規則に規
定し、1人以上の支給対象被保険者に実施・適用することが必要。

支給額

支給額
●対象労働者１人につき48万円（中小企業以外は38万円）
●生産性要件を満たす場合には対象労働者1人につき
　60万円（中小企業事業主以外は48万円）

支給対象経費（注2）の60%《75%》、ただし中小企業事業主以外は
45%《60%》

（注2）措置の実施に必要な専門家への委託費、コンサルタントとの相談経費、措
置の実施に伴い必要となる機器、システム及びソフトウェア等の導入に要した経
費（経費の額に関わらず、初回の申請に限り50万円の費用を要したものとみな
します。）

【《》内は生産性要件を満たす場合】

①労働協約又は就業規則で定めている定年年齢等を、平成28年10
　月19日以降、最も高い年齢に引上げること
②定年の引上げ等の実施に対して、専門家へ委託費等の経費の支出
　があること。また、改正前後の就業規則を労働基準監督署へ届け
　出ること
③１年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者
　が1人以上いること
④高年齢者雇用等推進者の選任及び高年齢者雇用管理に関する措
　置を１つ以上実施していること

支給額
●定年の引上げ等の措置の内容、60歳以上の対象被保険者数、定
　年の引上げ年数に応じて10万円から160万円

受付方法が変更になりました
定年の引上げ等の措置の実施日の属する月の翌月から起算して４か
月以内の各月月初から５開庁日までに、必要な書類を添えて、申請窓
口に申請してください。

『助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、その3年度前に比
べて6％以上伸びていること（生産性要件の算定対象となった期間中に、事業主都
合による離職者を発生させていないこと）』が生産性要件（詳細は厚生労働省HPを
ご参照ください）を満たしている場合となります。

助成金制度に係る
説明動画はこちら▶

行　事　名開催日 場所・時間など

7月20日（水）

※新型コロナウイルス感染症状況により、変更になる場合があります。■8月15日（月）までのスケジュール

起業塾２２ 第２部 ２回 当所　18時～
青年部オープンセミナー 宇部興産ビル　19時～

7月22日（金） 建設業部会 親睦ゴルフ大会 宇部７２カントリークラブ ９時28分OUTスタート
7月23日（土） 第６８回 宇部市花火大会 宇部港　20時～
7月26日（火） 第１四半期 監査会 当所　16時～

7月27日（水） 建設業部会 第２回 正副部会長会議 当所　9時30分～
起業塾２２ 第２部 ３回 当所　18時～

7月28日（木） 正副会頭会議・第７３７回 常議員会 当所　正副会頭10時～ 常議員11時～
青年部 正副会長会議 当所　19時～

8月4日（木） 青年部 理事会 当所　19時～
8月6日（土） 起業塾２２ ビジネスプランコンテスト 当所　13時30分～
8月9日（火） 青年部 委員会 当所　19時～

８月１２日（金）～８月１５日（月） ： 夏季休業日

　宇部市は、昨年11月に県により開設されたやまぐちＤＸ推進拠点「Ｙ-ＢＡＳＥ」と連
携し、「うべ産業共創イノベーションセンター志（愛称：うべスタートアップ）」に県内初
のサテライト施設となる「Ｙ-ＢＡＳＥ・宇部ブランチ」を開設しました。
　「Ｙ-ＢＡＳＥ・宇部ブランチ」では、「そもそもＤＸって何？」「わたしたちでもデジタル化
できるの？」というＤＸに関する初歩的な質問から、根拠に基づく合理的な経営・販売戦
略の構築に役立つ専門的なデータ分析まで、「Ｙ-ＢＡＳＥ」の専門スタッフによるサポ
ートが無料で受けられます。

第9回の公募要領公開と
　　　　　受付が開始されました

小規模事業者
持続化補助金（一般型）

　本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小
規模事業者等の地道な販路開拓等の取組や、併せて行う業務効
率化の取組を支援するものです。
※常時使用する従業員数が「商業・サービス業（宿泊業・娯楽業除く）」の場合５
　人以下、その他の業種の場合20人以下である事業者

■顧客属性から季節商戦などの有効的なプロモーション方法の提案
■天候や過去の売り上げデータ、イベント要因から食品廃棄ロスの減少
■ペーパーレス化でリアルタイムな情報共有、労働時間の短縮
■自動検査システムによる生産性向上
などなど、まずは「Y-BASE・宇部ブランチ」へお気軽にご相談ください！

宇
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うべ産業共創イノベーションセンター 志
〒７５５-００４５ 宇部市中央町三丁目１０-１２（休業日 ： 毎週木曜日）
TEL0836-39-5010  FAX0836-39-5184  E-mail ubesta@aurora.ocn.ne.jp

お問合せ

補助金上限額 50万円～200万円
※申請枠によって異なります。（通常は上限50万円）

※申請には、当所発行の事業支援計画書（様式４）が必要です。

公募スケジュール
第９回／令和４年９月２０日（火）申請受付締め切り（消印有効）
第１０回／令和４年１２月頃（予定）
第１１回／令和５年２月頃（予定）
申請方法

補助金申請システム（Jグランツ）による電子申請または郵送

その他

お問合せ

●本補助金は審査があり、不採択になる場合があります。（平均採択
　率２０％～６０％程度）
●採択結果は受付終了後２～３か月後に発表されます。事業開始は採
　択後となりますので、導入スケジュールなどに注意してください。
●補助事業遂行の際は自己負担が必要となり、補助金は後払いです。
●様式４の即日の発行はできませんので、余裕をもってお申込みくだ
　さい。

公募要領等の詳細は「令和元年度補正予算・令和３年度補正予算小規
模事業者持続化補助金（一般型）」ホームページをご参照ください。

宇部商工会議所 中小企業相談所  TEL３１-０２５１

詳細は公式サイトでご確認いただけます。
https://r3.jizokukahojokin.info/



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7月15日

ご案内
DX推進拠点

Y-BASE
宇部ブランチ開設

お知らせ

ご案内

６５歳超雇用推進助成金のご案内

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
山口支部 高齢・障害者業務課
TEL０８３-９９５-２０５０

高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 高年齢者無期雇用転換コース６５歳超継続雇用促進コース

令和4年度

措置（注1）の内容 主な支給要件

主な支給要件

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用
労働者に転換した事業主の皆様を助成します。

お問合せや申請は、都道府県支部高齢・障害者業務課（東京、大阪
は高齢・障害者窓口サービス課）までお願いします。詳しくはホー
ムページ(https://www.jeed.go.jp)をご覧ください。

高年齢者の雇用管理制度を整備するための措置（賃金制度、健康管
理制度等）を実施した事業主の皆様を助成します。

令和４年４月１日以降に65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの
廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、
他社による継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施する事業
主の皆様を助成します。

①高年齢者雇用等推進者の選任及び高年齢者雇用管理に関
　する措置を１つ以上実施し、無期雇用転換制度を就業規則
　等に規定していること
②無期雇用転換計画に基づき、無期雇用労働者に転換して
　いること
③無期雇用に転換した労働者に転換後6ヶ月分（勤務した日
　数が11日未満の日は除く）の賃金を支給していること
④雇用保険被保険者を事業主都合で離職させていないこと

①高年齢者の能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理
　制度の見直しもしくは導入
②法定の健康診断以外の健康管理制度（人間ドックまたは生活習慣病
　予防検診）の導入

（注1）措置は、55歳以上の高年齢者を対象として労働協約または就業規則に規
定し、1人以上の支給対象被保険者に実施・適用することが必要。

支給額

支給額
●対象労働者１人につき48万円（中小企業以外は38万円）
●生産性要件を満たす場合には対象労働者1人につき
　60万円（中小企業事業主以外は48万円）

支給対象経費（注2）の60%《75%》、ただし中小企業事業主以外は
45%《60%》

（注2）措置の実施に必要な専門家への委託費、コンサルタントとの相談経費、措
置の実施に伴い必要となる機器、システム及びソフトウェア等の導入に要した経
費（経費の額に関わらず、初回の申請に限り50万円の費用を要したものとみな
します。）

【《》内は生産性要件を満たす場合】

①労働協約又は就業規則で定めている定年年齢等を、平成28年10
　月19日以降、最も高い年齢に引上げること
②定年の引上げ等の実施に対して、専門家へ委託費等の経費の支出
　があること。また、改正前後の就業規則を労働基準監督署へ届け
　出ること
③１年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者
　が1人以上いること
④高年齢者雇用等推進者の選任及び高年齢者雇用管理に関する措
　置を１つ以上実施していること

支給額
●定年の引上げ等の措置の内容、60歳以上の対象被保険者数、定
　年の引上げ年数に応じて10万円から160万円

受付方法が変更になりました
定年の引上げ等の措置の実施日の属する月の翌月から起算して４か
月以内の各月月初から５開庁日までに、必要な書類を添えて、申請窓
口に申請してください。

『助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、その3年度前に比
べて6％以上伸びていること（生産性要件の算定対象となった期間中に、事業主都
合による離職者を発生させていないこと）』が生産性要件（詳細は厚生労働省HPを
ご参照ください）を満たしている場合となります。

助成金制度に係る
説明動画はこちら▶

行　事　名開催日 場所・時間など

7月20日（水）

※新型コロナウイルス感染症状況により、変更になる場合があります。■8月15日（月）までのスケジュール

起業塾２２ 第２部 ２回 当所　18時～
青年部オープンセミナー 宇部興産ビル　19時～

7月22日（金） 建設業部会 親睦ゴルフ大会 宇部７２カントリークラブ ９時28分OUTスタート
7月23日（土） 第６８回 宇部市花火大会 宇部港　20時～
7月26日（火） 第１四半期 監査会 当所　16時～

7月27日（水） 建設業部会 第２回 正副部会長会議 当所　9時30分～
起業塾２２ 第２部 ３回 当所　18時～

7月28日（木） 正副会頭会議・第７３７回 常議員会 当所　正副会頭10時～ 常議員11時～
青年部 正副会長会議 当所　19時～

8月4日（木） 青年部 理事会 当所　19時～
8月6日（土） 起業塾２２ ビジネスプランコンテスト 当所　13時30分～
8月9日（火） 青年部 委員会 当所　19時～

８月１２日（金）～８月１５日（月） ： 夏季休業日

　宇部市は、昨年11月に県により開設されたやまぐちＤＸ推進拠点「Ｙ-ＢＡＳＥ」と連
携し、「うべ産業共創イノベーションセンター志（愛称：うべスタートアップ）」に県内初
のサテライト施設となる「Ｙ-ＢＡＳＥ・宇部ブランチ」を開設しました。
　「Ｙ-ＢＡＳＥ・宇部ブランチ」では、「そもそもＤＸって何？」「わたしたちでもデジタル化
できるの？」というＤＸに関する初歩的な質問から、根拠に基づく合理的な経営・販売戦
略の構築に役立つ専門的なデータ分析まで、「Ｙ-ＢＡＳＥ」の専門スタッフによるサポ
ートが無料で受けられます。

第9回の公募要領公開と
　　　　　受付が開始されました

小規模事業者
持続化補助金（一般型）

　本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小
規模事業者等の地道な販路開拓等の取組や、併せて行う業務効
率化の取組を支援するものです。
※常時使用する従業員数が「商業・サービス業（宿泊業・娯楽業除く）」の場合５
　人以下、その他の業種の場合20人以下である事業者

■顧客属性から季節商戦などの有効的なプロモーション方法の提案
■天候や過去の売り上げデータ、イベント要因から食品廃棄ロスの減少
■ペーパーレス化でリアルタイムな情報共有、労働時間の短縮
■自動検査システムによる生産性向上
などなど、まずは「Y-BASE・宇部ブランチ」へお気軽にご相談ください！

宇
部
商
工
会
議
所
の

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

うべ産業共創イノベーションセンター 志
〒７５５-００４５ 宇部市中央町三丁目１０-１２（休業日 ： 毎週木曜日）
TEL0836-39-5010  FAX0836-39-5184  E-mail ubesta@aurora.ocn.ne.jp

お問合せ

補助金上限額 50万円～200万円
※申請枠によって異なります。（通常は上限50万円）

※申請には、当所発行の事業支援計画書（様式４）が必要です。

公募スケジュール
第９回／令和４年９月２０日（火）申請受付締め切り（消印有効）
第１０回／令和４年１２月頃（予定）
第１１回／令和５年２月頃（予定）
申請方法

補助金申請システム（Jグランツ）による電子申請または郵送

その他

お問合せ

●本補助金は審査があり、不採択になる場合があります。（平均採択
　率２０％～６０％程度）
●採択結果は受付終了後２～３か月後に発表されます。事業開始は採
　択後となりますので、導入スケジュールなどに注意してください。
●補助事業遂行の際は自己負担が必要となり、補助金は後払いです。
●様式４の即日の発行はできませんので、余裕をもってお申込みくだ
　さい。

公募要領等の詳細は「令和元年度補正予算・令和３年度補正予算小規
模事業者持続化補助金（一般型）」ホームページをご参照ください。

宇部商工会議所 中小企業相談所  TEL３１-０２５１

詳細は公式サイトでご確認いただけます。
https://r3.jizokukahojokin.info/

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7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5月］

人　口 人161,097

● 女性 人84,099● 男性 人76,998

●

●
輸　出
輸　入

百万円
百万円

9,830
66,099

世帯80,053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）

（48.6％）
（50.8％）

人
人

8,716
9,109

●

●
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

837,560
786,560
394,930

41,555,052

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） 　　　

1,466
760
288
1.42

87,288

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

（43.2％）
（45.8％）

人
人

8,822
9,360

●

●
東　　京→山口宇部
山口宇部→東　　京

SFJ
（45.9％）
（51.5％）

人
人

6,398
7,185

●

●
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

あらゆる場所における全ての女性及び女児に対するあらゆる形態の差別
を撤廃する。
人身売買や性的、その他の種類の搾取など、全ての女性及び女児に対する、
公共・私的空間におけるあらゆる形態の暴力を排除する。
未成年者の結婚、早期結婚、強制結婚及び女性器切除など、あらゆる有害
な慣行を撤廃する。
公共のサービス、インフラ及び社会保障政策の提供、並びに各国の状況に
応じた世帯・家族内における責任分担を通じて、無報酬の育児・介護や家事
労働を認識・評価する。
政治、経済、公共分野でのあらゆるレベルの意思決定において、完全かつ
効果的な女性の参画及び平等なリーダーシップの機会を確保する。

1.

2.

3.

4.

5.

国際人口・開発会議（ICPD）の行動計画及び北京行動綱領、並びにこれら
の検証会議の成果文書に従い、性と生殖に関する健康及び権利への普遍
的アクセスを確保する。
女性に対し、経済的資源に対する同等の権利、並びに各国法に従い、オー
ナーシップ及び土地その他の財産、金融サービス、相続財産、天然資源に
対するアクセスを与えるための改革に着手する。
女性の能力強化促進のため、ICTをはじめとする実現技術の活用を強化す
る。
ジェンダー平等の促進、並びに全ての女性及び女子のあらゆるレベルでの
能力強化のための適正な政策及び拘束力のある法規を導入・強化する。

6.

a.

b.

c.

目標５（ジェンダー）
ジェンダー平等を実現しよう

ジェンダー平等を達成し、すべての女性及びエンパワ
ーメントを行う

ＳＤＧｓの17のゴール ： 目標５の詳細

目標５を構成する９個のターゲット

ＳＤＧｓ：持続可能な開発目標／第9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

●事業を始めたい
●新型コロナ対策の為の経営相談をしたい
●制度融資、助成金など資金調達をしたい
●プレミアム商品券事業に参加したい
●店舗の広告宣伝をしたい
●記帳・税務の指導を受けたい
●労働保険事務組合に加入したい
●専門家のアドバイスを受けたい
●福利厚生を充実したい  など

宇部市内で引き続き６ヶ月以上営業し
ている商工業の方や医療、教育、社会福
祉、専門サービス業（弁護士・税理士等）
の方であれば、規模・業種・本店・支店・営
業所を問わずご入会いただけます。
また、協同組合、公社、特定非営利活動
法人、宗教法人の方もご入会いただけ
ます。

入会
資格

年会費 ●法人企業
●個人企業
●団　　体

11,400円 ～
7,600円 ～

11,400円 ～

３口
２口
３口

・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・

（1口 3,800円）※入会金無料

●お問合せ
　宇部商工会議所 総務部  TEL31-0251

新入会員募集中
こんな事にお役に立てます
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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

行政書士・産業カウンセラー 山本 敦子

　ダイバーシティやLGBTQということばにも慣
れ、トレンドはユニセックスと言われ、リモート
ワークの定着に伴い脱ハードパンツが加速し
た結果、かなり「自由」ないでたちの男性を目
にすることが多くなった。スカートなのかパン
ツなのかわからないフワフワしたボトムスを
履いたり、パールのネックレスを着けたり、ひ
ざ丈のパンツスーツにツーブロックマンバン
（ツーブロックとお団子ヘアの組み合わせ）で
仕事に行く姿も最近では驚くほど特異には見
えない。
　職場でのパンプスやハイヒール強要が社
会問題となったこともあり、女性はスニーカー
やローヒールで歩くほうが主流になった。ＣＡ
さんのローヒールパンプスも見慣れたが、そも
そも一乗客としてはスニーカーでも何の異論
もない。

　流行に流されるといえば聞こえが悪いが、
個性的でありたい気持ちと周囲から違和感
を持たれたくない気持ちのバランスは人それ
ぞれ。「みんなちがってみんないい」とはいえ、
こぞってロング丈のスカートを履いているとき
にシニア世代が膝上丈のスカートを履けば、
まさに「痛い」見た目になりかねない。程よく
流行に流されるのも大人の流儀としよう。
　この夏はパンツに短いハーフトップ丈のシ
ャツを組み合わせ、くびれたウエストを露出し
た若い女性達が目に付く。「あれって見せた
いのかな。」と不思議そうに尋ねる７０代男性。
「だとしても若い男性に、でしょ。」とつぶやく
４０代女性。これってステレオタイプの応酬？
こちらは２０年後のシミを心配しながら思わず
笑ってしまった。

まちかど
見・聞・録

長い髪、男性だろうが女性だろうが
キリッとまとめるのもいい感じ

開催日
６月１２日（日）
６月１８日（土）

節
28

予定（第28節～第32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：△

29
30

レノファ山口情報
節
21

結果（第21節～第24節）
対戦相手

ファジアーノ岡山
スコア
0－1

会場
みらスタ

入場者数
4，396

22 東京ヴェルディ 0－3味スタ 2，719

勝敗
●
●

６月２６日（日）23 ヴァンフォーレ甲府 2－1みらスタ 2，473○
７月２日（土）24 ブラウブリッツ秋田 1－0ソユスタ 2，015○

試合結果と今後の日程

開催日
７月２３日（土）

キックオフ※
１９：００

７月３０日（土） １9：００
８月６日（土） １９：００

対戦相手
杤木ＳＣ

ベガルタ仙台
モンテディオ山形

会場
カンセキ
みらスタ
みらスタ

31 ８月１３日（土） １９：００ ファジアーノ岡山 Ｃスタ
32 ８月２０日（土） １９：００ 水戸ホーリーホック みらスタ

※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（https://www.renofa.com）をご確認ください。

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）

税理士・中小企業診断士
小平

（PMのみ）

月 火 水 木 金 土 日

23 24

3125 26 27

1 2 3

18 19 20 21 22

3028 297
月
〜
8
月

■無料窓口相談日程（7月後半～8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。

7

12 13 148 9 10 11

19 20 2115 16 17 18

654

■相談時間は1時間程度です。
■相談時間は9：00～12：00、13：00～16：00です。
■予約の方を優先いたします。
■相談したい専門家と日程が合わない、どの専門家に相談すればよいのかわからないという方は、お問合せ先
　までご連絡ください。

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

令和4年 8月12日（金）・8月15日（月）

宇部商工会議所 お盆休みのお知らせ
当所のお盆期間の閉所は、下記のとおりです。

誠に勝手ではございますが、ご了承賜りますようお願い申し上げます。
宇部商工会議所　職員一同

会報６月号「２０２２年新川市まつりご協賛企業一覧」おいて、記載漏れ
がございましたので下記の通り追記させていただきます。
※五十音順・敬称略

宇部ライト工業（株）　美祢貨物自動車（株）　(有)山本印刷所
ご協賛いただき、誠にありがとうございました。

訂正とお詫び

みらスタチケット価格表（座席種別・料金）
座席種別 前売料金 当日料金

MS席（指定） 3，6００円 ４，1００円
一般

小中高MA席（指定） 3，1００円 ３，6００円
2，0００円 ２，5００円

一般
小中高MB席（自由） ２，5００円 3，0００円

１，5００円 2，0００円
一般

小中高
２，4００円 ２，9００円
１，4００円 １，9００円

一般
小中高BS席（指定） ２，3００円 ２，8００円

１，3００円 １，8００円

BA席（自由）

ホームゴール
裏席（自由）

Mミックス席
（自由）

アウェイゴール
裏席（自由）

一般
小中高

2，1００円 ２，6００円
１，2００円 １，7００円

一般
小中高

１，6００円 ２，1００円
１，1００円 １，6００円

一般
小中高

１，6００円 ２，1００円
１，1００円 １，6００円

BS席

MS席
VIP席

MA
席

MB
席

MA
席

M
ミックス席

BA席

ホ
ー
ム
ゴ
ー
ル
裏
席

ア
ウ
ェ
イ
ゴ
ー
ル
裏
席

BA席


