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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４７回

主催者挨拶をする川上康男会頭（中央演壇）

2面に協賛企業のご紹介

講演会講師  金哲彦氏 『まちじゅうエヴァンゲリオン』のPRポロシャツを着て
歓迎挨拶をする杉下会頭

来賓、県内会議所役員・議員181名が参加
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文化観光部会 視察研修会参加者募集
優良従業員被表彰者募集
宇部市プレミアム付商品券「参加登録店」募集
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ウィズコロナ時代を生き抜く！支援施策活用講習会
建設業部会 親睦ボウリング大会
建設業部会 親睦ゴルフ大会
女性会 チャリティーバザー収益金を寄付

●お礼
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第68回

　3年ぶりの各種総会や懇親会、祭り等のイ
ベントも感染予防対策をとってしっかり経済を
回していこうという気運のなか、延び延びにな
っていた宇部商議所引き受けの県連議員大
会が滞りなく開催できたこと、関係の皆様に
改めてお礼申し上げます。
　ここにきてコロナ感染第7波が現実化して
おり、雲行きがあやしくなってきた。コロナマ
インドが国民の間に蔓延し、景気回復の足枷
になっている。足元で感染者数が増加してい

るものの、欧米各国ではマスクなしの生活ス
タイルとともに経済を回していくことが最優
先にされているように思う。
　国内においても、2年半の知見と科学的根
拠に基づき全国的な行動制限は行わず、コロ
ナウイルス感染症法の5類相当への引き下げ
を含めた具体的な出口戦略を示してほしいと
思う。
　我が国経済は資源価格の急騰や円安の急
伸、ウクライナ侵攻、サプライチェーンの混乱
等の複合的な要因による物価上昇が国民生
活や企業活動に大きく影響している。特に中
小企業では、収益が圧迫される経営環境に加

えて人手不足が深刻化し、人材確保には賃上
げが避けられない状況となっている。
　失われた30年と言われる停滞の間に日本
経済は先進国の仲間から滑り落ちようとして
いる今、変革に向けての大転換期を迎えてい
るように思う。先の日商夏季政策懇談会にお
いて三村会頭は、日本の中小企業の強みは

「自己変革力」であり、持ち前の自己変革力を
最大限発揮し、生き残りをかけた挑戦を迫ら
れている。
　商工会議所は中小企業のデジタル化による
生産性向上や事業再構築、創業・第2創業、産
官学金によるイノベーション創出の取り組み

を伴走型で後押ししていきたいと述べられて
いる。改めて歴史的な転換点であることを認
識し、商議所の役割を考えていきたい。
　今回のコロナ禍でテレワークを経験した若
者の関心が地方に向いているのはデジタル技
術も駆使した地方創生を推進する好機であり、
移住・定住につながる生活圏としての価値を
高めていく必要がある。
　今後の人口減を考えると外国人材の活用
も重要である。留学先としても働く場所として
も最近では日本の魅力が低下していると聞く。
将来の日本経済や産業を支える外国人材に
選ばれる日本の実現も急務である。

雑 感 杉 下 秀 幸

宇部市花火大会開催

レポート

山口県商工会議所議員大会開催

　山口県商工会議所連合会（会頭：川上康
男下関商工会議所会頭）が、７月１２日（火）
にANAクラウンプラザホテル宇部国際会
議場で、「第４７回山口県商工会議所議員大
会」を開催した。コロナ禍により２年続きで
開催できなかったため、３年ぶりの開催とな
った。
　来賓と県内商工会議所役員・議員１８１名
が参加した。第一部の式典に続き、第二部

の講演会では、駅伝やマラソンの解説者で
有名な金哲彦氏が「～オリンピック解説者
目線で見た東京2020の裏側～ランニン
グシューズ革命とマラソンの記録」と題し、
東京２０２０オリンピックの舞台裏やマラソ
ンの歴史やそれに付随するシューズの変遷
などをわかりやすく講演した。
　第三部の交流会では、引き受けの宇部商
工会議所の杉下秀幸会頭が歓迎のあいさ

つをした。また、宇部ふるさ
と大使の二胡奏者・真真さ
んの演奏や、レノファ山口な
らびに山口ペイトリオッツの
紹介を行った。
　第７波が懸念されるなか、
個別にアクリル板を立てる
など万全の感染対策を取り
開催した。次年度は山口商
工会議所の引き受けで開催
を予定している。

　第６８回宇部市花火大会は７月２３日、宇部
港にて開催され、打ち上げられた花火の大輪
が宇部港の夜空を彩りました。
　大会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。
　今後も街の賑わい創出と全国に誇れるよ
うな魅力的な花火大会の開催を目指して参
りますので、更なるご支援、ご協力を賜ります
ようお願い申し上げます。

篠﨑圭二

杉下秀幸

柳田英治

会　長

副会長

副会長

宇部市長

宇部商工会議所会頭

一般社団法人
宇部観光コンベンション協会会長

■主催／宇部市花火大会実行委員会
■共催／宇部市・宇部商工会議所
　　　　一般社団法人宇部観光コンベンション協会
■後援／くすのき商工会
■花火台船提供／宇部工業株式会社
■安全施設提供／大栄建設株式会社
■会場整備協力／中村建設株式会社

宇部市花火大会実行委員会

新型コロナ終息を願って
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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。

お礼

ご協賛ありがとうございました！！
第６８回 宇部市花火大会協賛者のご紹介

(有)アーキテック工洋、(株)アースクリエイ
ティブ、アーバン・グレイス、(有)アイシー
サービス、(有)アクア、朝日産業(株)、亜細
亜警備保障(株)、(株)東商店、(株)アパラー
ト・コニシ、(株)阿比留塗装工業、(株)アプト、
安全重機(株)、(有)イケダ商会、(株)イシハ
ラ、税理士法人いそべ、(株)一久食品、(株)
伊東工作所、(株)いとう送電、(有)井上広美
社、内田鋼機(株)、宇部・山陽小野田総合法
律事務所、学校法人宇部学園、(株)宇部貨
物、宇部火薬(株)、宇部金融懇談会、(有)宇
部車海老養殖場、宇部興産海運(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)、(株)宇部興産総合サービス、
一般社団法人宇部市医師会、宇部市水道局、
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、宇部商工会議所青年部、
(株)宇部情報システム、宇部新天町名店街
(協)、(株)宇部スチール、宇部タグボート協
会、宇部中央銀天街(協)、宇部塗装工業(株)、
(株)宇部日報社、うべ百扇会、宇部物流サー
ビス(株)、宇部マテリアルズ(株)、うべ未来
エネルギー(株)、(株)ウベモク、宇部流通
サービス(株)、宇部ロータリークラブ、(株)
ＨＫ－プランニング、(株)エイム、(株)ヱビス
商会、(株)エムビーエス、オーカ装置工業
(株)、(株)オートパーツ幸城、(株)沖村建設、
金子運送(有)、神原歯科医院、海浜和風レス
トランかめうら苑、(有)川口順克堂、(株)関
西観光関西レンタル、関西砿油(株)、北向地

蔵、吉南運輸(株)、(株)共営社、協和キリン
(株)宇部工場、くすのき商工会、楠むらづく
り(株)、くろかわクリニック、ｃａｋｅｓｈｏｐＭＩＴ
ＳＵＧＩ、(株)建装、(有)興運重機、(株)構造物
クリニック、興洋産業(株)、生活協同組合
コープやまぐち、(株)ＣＯＣＯＬＡＮＤ、(株)コ
セイ、琴崎産業(株)、琴芝商店会、五洋建設
(株)中国支店山口営業支店、(有)斉藤冷機
工業、(有)坂口工業、(株)櫻井葬儀店、(株)
ササキコーポレーション、ひろ君の家、サン
エネルギー(株)、(有)三共印刷、(有)三盛、
(有)サンネット宇部営業所、(有)サンユー流
通、サンヨーコンサルタント(株)、三和興産
(株)、(有)茂山製鋼原料、柴﨑工業(株)、(株)
島田工務店、(株)ジャネックス、新川物流
(株)、新光産業(株)、(株)新生、(有)シンセリ
ティ、(有)信力工建、(株)信和、須恵産業(株)、
住友生命保険(相)宇部営業部、西部ロジッ
クス(株)、(株)セキュア２４、綜合警備保障
(株)山口支社宇部支店、(株)創舎、大栄建設
(株)、大永商事(株)、(株)ダイサンプロパン、
大樹生命保険(株)宇部営業部、(有)大伸商
事、大塔興業(株)、(株)ダイヤス食品、太陽
石油(株)山口事業所、(株)高田工業所内た
かだ基金、(有)瀧口板金工業、田中酸素(株)、
チタン工業(株)、千年設計(有)、中国アセチ
レン(株)、中国産建(株)、中国水工(株)、(株)
中電工宇部営業所、塚原建設(株)、(株)辻岡
工作所、(株)鶴谷秀電社、(株)ティーエイ
シー、(株)ティーユーエレクトロニクス、テイ

サ産業(株)宇部工場、テクノＵＭＧ(株)宇部
事業所、(株)東京屋クリーニング、(有)東建
商事、(株)東和通商、(株)常盤商会、(株)戸
坂造園土木、飛上り地蔵尊世話人会、(株)巴
商会、(株)長江ホンダ販売、(株)長門製作所、
(株)永山本家酒造場、社会福祉法人南風荘、
(有)にいや、(株)にぎわい宇部、西日本旅客
鉄道(株)、西本牧場、西本薬局グループ(株)、
日本通運(株)宇部支店、萩森興産(株)、(株)
白清社、(株)ハタヤマ、(株)ピージーシステ
ム、(株)ピースメーカー、(株)東谷、(有)ひか
り印刷所、(医)久本皮ふ科医院、(有)ビジネ
スホテル新川、(株)秀工業、(株)ヒラキ産業、
(株)ヒラタ、廣一興業(株)、(有)ファースト・ダ
イニング、福永商事(株)、(株)フジフジグラ
ン宇部、(有)藤井左官工業、(有)不二商、
(有)フジヤマ、(株)藤原・山下設計事務所、船
木鉄道(株)、(株)プローバプローバ宇部店、
防長商事(株)、(有)本瀬商会、前村電気工事
(株)、マグナス工業(株)、(株)松本電気商会、

(株)丸忠青果、三笠産業(株)宇部工場、三井
住友建設(株)広島支店、(株)ミツワ、(株)宮
商宇部支店、村上建設工業(株)、望月商事
(株)、安田ブルトーザ開発(株)、(株)ヤナギ
ヤ、(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)、山口宇部空
港ビル(株)、山口県ＬＰガス協会宇部・小野
田支部、山口興産(株)、山口合同ガス(株)宇
部支店、山口産業(株)、山口日産自動車(株)
宇部厚南店、(有)山口臨床検査センター、
(株)山原商会、ヤマムラ工業、(有)山本印刷
所、ユー・アイ・ケイ(協)、(有)友人社安穏会
館、ユーディーエンジニアリング(株)、(株)
ユーテック、ユーピーアール(株)、ＵＢＥ(株)、
(株)ＵＢＥアセット＆インシュアランス、ＵＢＥ
マシナリー(株)、ＵＢＥ三菱セメント(株)、
(株)ＹＵＴＡＫＡ、(株)吉村、(株)ライズ、(株)
理化、(株)ローズ、(株)ワイドシステム、(株)
ワイネット、和興産業(株)宇部工場、(株)鷲
見酒舗、(株)ＷＡＤＡ、(有)ワンアップ

宇部商工会議所青年部へ入会しませんか
総務広報委員会　河 口 美 恵 子

宇部商工会議所青年部

　宇部商工会議所青年部では会員相互の
連携と親睦を密にして、青年経営者・従業員
としての研鑽を高め自社経営の向上を図る
と共に、宇部商工会議所の事業活動への参
加や協力を通じて宇部市の商工業の振興
を図り地域社会の発展に寄与することを目
的として活動しています。
　本会は２０歳～４７歳までの経営者・後継
者・経営者の推薦する従業員等で構成され
ており、入会の理由は異業種間の繋がり・自
己成長や自社発展・信頼できる仲間づくり
など様々で、現在25歳から47歳の52名
が入会しています。
　私自身も6年前に異業種の繋がりを求め
入会し積極的に活動することで、他では得
難いような様々な学びと交流、自身の向上
や自社の発展を実感しています。
　活動範囲は宇部市内に留まらず、山口県

内の各商工会議所青年部と共に交流する
機会や、中国地方・日本全国での交流の機
会もありますので多くの出会いを通じて繋
がりは無限に広がります。
　今年度は（株）ダイサンプロパン代表取締
役の中野光国会長のもと４つの委員会に分
かれ、「完全燃焼～誰かのために心の炎を
燃やせ！～」のスローガンを基に地域振興事
業や宇部市の新しいブランドの創出、自己
研鑽のための研修や例会を定期的に開催し
ております。
　今後のスケジュールとして
●９月／次年度の理事・監事を決定する臨
　時総会、総務広報委員会による例会
●１０月／地域振興イベント、研修委員会
　による例会
●１１月／宇部まつりへの参加・協力
●１２月／たから創造委員会による例会

●１月／OB会との合同例会
●２月／研修委員会による例会
●３月／納会・卒会式
を行ってまいります。この他、各委員会によ
る定例委員会を毎月開催しています。
　体験入会も随時受け付けておりますので

少しでもご興味がある方はお気軽に宇部商
工会議所内の青年部事務局（担当：重原・小
河原）までお問い合わせください。
　また「宇部YEG」と検索していただけま
すと当会のホームページへアクセスできま
すので是非ご覧ください。

※順不同・敬称略

開始１時間前の新町ふ頭の様子

約２５分間連続で打ち上がる花火
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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。

お礼

ご協賛ありがとうございました！！
第６８回 宇部市花火大会協賛者のご紹介

(有)アーキテック工洋、(株)アースクリエイ
ティブ、アーバン・グレイス、(有)アイシー
サービス、(有)アクア、朝日産業(株)、亜細
亜警備保障(株)、(株)東商店、(株)アパラー
ト・コニシ、(株)阿比留塗装工業、(株)アプト、
安全重機(株)、(有)イケダ商会、(株)イシハ
ラ、税理士法人いそべ、(株)一久食品、(株)
伊東工作所、(株)いとう送電、(有)井上広美
社、内田鋼機(株)、宇部・山陽小野田総合法
律事務所、学校法人宇部学園、(株)宇部貨
物、宇部火薬(株)、宇部金融懇談会、(有)宇
部車海老養殖場、宇部興産海運(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)、(株)宇部興産総合サービス、
一般社団法人宇部市医師会、宇部市水道局、
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、宇部商工会議所青年部、
(株)宇部情報システム、宇部新天町名店街
(協)、(株)宇部スチール、宇部タグボート協
会、宇部中央銀天街(協)、宇部塗装工業(株)、
(株)宇部日報社、うべ百扇会、宇部物流サー
ビス(株)、宇部マテリアルズ(株)、うべ未来
エネルギー(株)、(株)ウベモク、宇部流通
サービス(株)、宇部ロータリークラブ、(株)
ＨＫ－プランニング、(株)エイム、(株)ヱビス
商会、(株)エムビーエス、オーカ装置工業
(株)、(株)オートパーツ幸城、(株)沖村建設、
金子運送(有)、神原歯科医院、海浜和風レス
トランかめうら苑、(有)川口順克堂、(株)関
西観光関西レンタル、関西砿油(株)、北向地

蔵、吉南運輸(株)、(株)共営社、協和キリン
(株)宇部工場、くすのき商工会、楠むらづく
り(株)、くろかわクリニック、ｃａｋｅｓｈｏｐＭＩＴ
ＳＵＧＩ、(株)建装、(有)興運重機、(株)構造物
クリニック、興洋産業(株)、生活協同組合
コープやまぐち、(株)ＣＯＣＯＬＡＮＤ、(株)コ
セイ、琴崎産業(株)、琴芝商店会、五洋建設
(株)中国支店山口営業支店、(有)斉藤冷機
工業、(有)坂口工業、(株)櫻井葬儀店、(株)
ササキコーポレーション、ひろ君の家、サン
エネルギー(株)、(有)三共印刷、(有)三盛、
(有)サンネット宇部営業所、(有)サンユー流
通、サンヨーコンサルタント(株)、三和興産
(株)、(有)茂山製鋼原料、柴﨑工業(株)、(株)
島田工務店、(株)ジャネックス、新川物流
(株)、新光産業(株)、(株)新生、(有)シンセリ
ティ、(有)信力工建、(株)信和、須恵産業(株)、
住友生命保険(相)宇部営業部、西部ロジッ
クス(株)、(株)セキュア２４、綜合警備保障
(株)山口支社宇部支店、(株)創舎、大栄建設
(株)、大永商事(株)、(株)ダイサンプロパン、
大樹生命保険(株)宇部営業部、(有)大伸商
事、大塔興業(株)、(株)ダイヤス食品、太陽
石油(株)山口事業所、(株)高田工業所内た
かだ基金、(有)瀧口板金工業、田中酸素(株)、
チタン工業(株)、千年設計(有)、中国アセチ
レン(株)、中国産建(株)、中国水工(株)、(株)
中電工宇部営業所、塚原建設(株)、(株)辻岡
工作所、(株)鶴谷秀電社、(株)ティーエイ
シー、(株)ティーユーエレクトロニクス、テイ

サ産業(株)宇部工場、テクノＵＭＧ(株)宇部
事業所、(株)東京屋クリーニング、(有)東建
商事、(株)東和通商、(株)常盤商会、(株)戸
坂造園土木、飛上り地蔵尊世話人会、(株)巴
商会、(株)長江ホンダ販売、(株)長門製作所、
(株)永山本家酒造場、社会福祉法人南風荘、
(有)にいや、(株)にぎわい宇部、西日本旅客
鉄道(株)、西本牧場、西本薬局グループ(株)、
日本通運(株)宇部支店、萩森興産(株)、(株)
白清社、(株)ハタヤマ、(株)ピージーシステ
ム、(株)ピースメーカー、(株)東谷、(有)ひか
り印刷所、(医)久本皮ふ科医院、(有)ビジネ
スホテル新川、(株)秀工業、(株)ヒラキ産業、
(株)ヒラタ、廣一興業(株)、(有)ファースト・ダ
イニング、福永商事(株)、(株)フジフジグラ
ン宇部、(有)藤井左官工業、(有)不二商、
(有)フジヤマ、(株)藤原・山下設計事務所、船
木鉄道(株)、(株)プローバプローバ宇部店、
防長商事(株)、(有)本瀬商会、前村電気工事
(株)、マグナス工業(株)、(株)松本電気商会、

(株)丸忠青果、三笠産業(株)宇部工場、三井
住友建設(株)広島支店、(株)ミツワ、(株)宮
商宇部支店、村上建設工業(株)、望月商事
(株)、安田ブルトーザ開発(株)、(株)ヤナギ
ヤ、(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)、山口宇部空
港ビル(株)、山口県ＬＰガス協会宇部・小野
田支部、山口興産(株)、山口合同ガス(株)宇
部支店、山口産業(株)、山口日産自動車(株)
宇部厚南店、(有)山口臨床検査センター、
(株)山原商会、ヤマムラ工業、(有)山本印刷
所、ユー・アイ・ケイ(協)、(有)友人社安穏会
館、ユーディーエンジニアリング(株)、(株)
ユーテック、ユーピーアール(株)、ＵＢＥ(株)、
(株)ＵＢＥアセット＆インシュアランス、ＵＢＥ
マシナリー(株)、ＵＢＥ三菱セメント(株)、
(株)ＹＵＴＡＫＡ、(株)吉村、(株)ライズ、(株)
理化、(株)ローズ、(株)ワイドシステム、(株)
ワイネット、和興産業(株)宇部工場、(株)鷲
見酒舗、(株)ＷＡＤＡ、(有)ワンアップ

宇部商工会議所青年部へ入会しませんか
総務広報委員会　河 口 美 恵 子

宇部商工会議所青年部

　宇部商工会議所青年部では会員相互の
連携と親睦を密にして、青年経営者・従業員
としての研鑽を高め自社経営の向上を図る
と共に、宇部商工会議所の事業活動への参
加や協力を通じて宇部市の商工業の振興
を図り地域社会の発展に寄与することを目
的として活動しています。
　本会は２０歳～４７歳までの経営者・後継
者・経営者の推薦する従業員等で構成され
ており、入会の理由は異業種間の繋がり・自
己成長や自社発展・信頼できる仲間づくり
など様々で、現在25歳から47歳の52名
が入会しています。
　私自身も6年前に異業種の繋がりを求め
入会し積極的に活動することで、他では得
難いような様々な学びと交流、自身の向上
や自社の発展を実感しています。
　活動範囲は宇部市内に留まらず、山口県

内の各商工会議所青年部と共に交流する
機会や、中国地方・日本全国での交流の機
会もありますので多くの出会いを通じて繋
がりは無限に広がります。
　今年度は（株）ダイサンプロパン代表取締
役の中野光国会長のもと４つの委員会に分
かれ、「完全燃焼～誰かのために心の炎を
燃やせ！～」のスローガンを基に地域振興事
業や宇部市の新しいブランドの創出、自己
研鑽のための研修や例会を定期的に開催し
ております。
　今後のスケジュールとして
●９月／次年度の理事・監事を決定する臨
　時総会、総務広報委員会による例会
●１０月／地域振興イベント、研修委員会
　による例会
●１１月／宇部まつりへの参加・協力
●１２月／たから創造委員会による例会

●１月／OB会との合同例会
●２月／研修委員会による例会
●３月／納会・卒会式
を行ってまいります。この他、各委員会によ
る定例委員会を毎月開催しています。
　体験入会も随時受け付けておりますので

少しでもご興味がある方はお気軽に宇部商
工会議所内の青年部事務局（担当：重原・小
河原）までお問い合わせください。
　また「宇部YEG」と検索していただけま
すと当会のホームページへアクセスできま
すので是非ご覧ください。

※順不同・敬称略

開始１時間前の新町ふ頭の様子

約２５分間連続で打ち上がる花火

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！

募集
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説明を行う伊藤勝彦氏

文化観光部会 令和4年度 視察研修会

ジ アウトレット北九州と
北九州産業観光見学の旅
　文化観光部会（作村良一部会長／（有）
ビジネスホテル新川）では、例年、先進地視
察研修会を開催しております。
　今年度は、今年4月にスペースワールド
跡地にオープンした地域創生型商業施設

「ジ アウトレット北九州」の視察を行います。
　また、北九州産業観光では、古紙を再生
利用し、高品質のトイレットペーパーを生産
する「九州製紙（株）北九州工場」を訪問し、
環境に配慮した取組みや製造工程を見学
します。皆様お誘いあわせのうえ、是非ご
参加ください。

１０月１７日（月）
開催日

お一人様 4,500円 （昼食代含む／税込）
※１事業所につき２名様まで。文化観光部会以外の事業
所様には、お一人様につき５，５００円をご負担願います。
（所属部会が不明の方はお問合せください）

参加費

20名 ※定員になり次第締め切ります。
定員

９月３０日（金）
申込締切

宇部発（８：５０頃）→北九州産業観光（九州
製紙㈱北九州工場見学）→ホテルクラウン
パレス北九州（昼食）→ジ アウトレット北九
州→宇部着（１７：００頃）

行程

ウィズコロナ時代を生き抜く！
支援施策活用講習会

部会員８１名が集結！！ 熱戦を繰り広げる

団体の部優勝はエコー設備管工Aチーム
　７月８日（金）建設業部会（原田毅部会長
／大栄建設（株）取締役社長）は、３年ぶりと
なる親睦ボウリング大会をパークレーン宇
部にて開催した。
　島田副部会長による「コロナウイルス感
染症に配慮しながら安全にプレイしてほし
い」との挨拶があり、２１チーム８１名がボウ
リングを通じて交流を図りながら熱戦を繰
り広げ、怪我もなく無事に大会を終えた。

優　勝／エコー設備管工A
準優勝／ヱビス商会A
三　位／山十

主な入賞者
団体戦 敬称略

優　勝／山本守元（ミツヤ工業（株））
準優勝／西田由雄（（有）西田組）
三　位／局　　薫（共立工業（株））

優　勝／田代浩一（エコー設備管工A）
準優勝／田代晟彬（エコー設備管工A）
三　位／宮内定則（新光工事）

個人戦

敬称略成績

敬称略

団体優勝したエコー設備管工Aチーム

建設業部会親睦ゴルフ大会の参加者

左から野口教育長、井上副会長、前村直前会長、河野会長 東原課長と

親睦ボウリング大会

建設業部会レポート

レポート

レポート

親睦ゴルフ大会
　建設業部会（原田毅部会長／
大栄建設（株）取締役社長）は７
月２２日（金）に令和４年度建設
業部会親睦ゴルフ大会を宇部
７２カントリークラブ阿知須コー
スにて開催した。昨年に続き宇
部市土木建設協同組合との合
同親睦ゴルフ大会となった。
　好天に恵まれた絶好のコン
ディションの中、参加１６名は親
睦を深めながらゴルフを楽しん
だ。優勝は山本守元氏（ミツヤ
工業（株））。成績は右記のとお
り（敬称略）。

開
催

交通遺児＆ＴＯＫＩＷＡファンタジアへ
チャリティーバザー収益金を寄付

宇部商工会議所 女性会

様式は問いません。①社名、②参加者氏名、
③生年月日、④電話番号、⑤ＦＡＸ番号を明
記のうえ、ＦＡＸにてお申込みください。

申込方法

※内容が一部変更になる場合があります。
※新型コロナウイルス感染症の影響などにより開催を中
止とする場合があります。
※お申込みいただいた方には、改めて当日の駐車場並び
に行程についてご案内いたします。

宇部商工会議所 総務部（山川・西村）
ＴＥＬ３１-０２５１  ＦＡＸ２２-３３５５

お問合せ・お申込み

開催

　７月１３日（水）、『ウィズコロナ時代を生き
抜く！支援施策活用講習会』を開催した。当
日は新型コロナウイルス感染症対策のため、
当所会議室およびZoom配信でのハイブリ

ット形式で実施し、会場参加者とオンライン
参加者あわせて１５名が受講した。
　講習会では、講師であるシンプルシステ
ム（株）代表取締役 伊藤勝彦氏より、新型コ
ロナウイルスの事業への影響と事業者の
対策の実態などの現状や、今後の市場予測、
経営環境について解説があった後、ウィズ
コロナ時代で事業を継続する上で必要な取
組、事業展開や経営力強化などに対応する
国の各種支援施策についての概要や実例
を紹介しながらの具体的な活用方法につい
て説明があった。
　また７月２７日には、講習会参加者のうち
相談を希望した６名を対象に個別相談会を
開催し、講師より個々の事業者の問題に対
応したアドバイスが行われた。

個別相談会では個々の事業者に即したアドバイスも

土木建設協同組合との合同開催
開
催

　宇部商工会議所女性会（河野幸恵会長／（有）
ＫＣＥ）は６月２９日に小・中学校交通遺児教育援
助会（会長：野口政吾宇部市教育委員会教育長）
に３万円、ＴＯＫＩＷＡファンタジアの発展のため
に常盤公園（東原隆宇部市観光スポーツ文化部
ときわ公園課課長）に５万円を寄付した。
　野口教育長より交通遺児の教育援助に加え、
病気等で親を亡くした子供達など頑張っている

子供達を幅広く援助していくこと、東原課長より
ＴＯＫＩＷＡファンタジアは来場者も年々増えてお
り、今回の寄付も有効に使わせていただくとお
礼の言葉をいただいた。
　贈呈式はそれぞれ、市教育委員会並びに宇部
商工会議所で行われ、河野会長、前村直前会長、
井上副会長が出席・贈呈した。



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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お願い 今夏の節電・省エネ
へのご協力のお願い

９月末までにマイナンバーカードを申請すると
最大２万円分のポイントがもらえるチャンス！

ご案内

　障害を理由とする差別の解消の推進に関
する法律（障害者差別解消法）では、事業者
は、事務・事業を行うにあたり、障害のある人
から何らかの配慮を求められた場合には、
過重な負担がない範囲で、社会的障壁を取
り除くために必要かつ合理的な配慮（合理
的配慮）を行うことを求めています。
　令和３年６月４日に成立した改正法では、
これまで事業者の努力義務とされてきた合
理的配慮が法的義務となり、令和６年６月ま
でに施行されます。

中国電力ネットワーク株式会社  宇部ネットワークセンター

合理的配慮の例

※障害の状況などにより求められる対応は異なります。

●聴覚障害のある人に、コミュニケーション手段を確認し、筆談等でコミュニ
　ケーションをとる。
●言葉での理解が苦手な人に、写真や絵を用いて、わかりやすく説明する。
●車いすを利用している人が、乗り物に乗る際に手助けする。  など

お問合せ

加入資格・手続きについてのご質問をチャットでご回答
いたします。詳しくは下記のQRコード又はホームペー

ジからご確認ください。

　全国的に厳しい電力需給状況が予想されており、無理のない範囲での
節電のご協力をお願いします。 
　ただし、屋内でも熱中症にかかる場合があることから、適切な室温管理
や水分補給に留意いただく等、十分にご注意ください。特に、ご高齢の方
や体調に不安のある方、病院や介護施設などにおいては、熱中症予防に
留意し、無理のない範囲での省エネ・節電にご協力をお願いします。

「努力義務」ではなくなります

障害のある人への
合理的配慮が
義務化されます

事業者の皆様のご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

宇部市 障害福祉課  TEL0836-34-8527

ご案内

マイナンバーカード
出張申請サポート実施中

マイナポイント第２弾実施中！

　市内の企業等で申請希望者が5名以上おられる場合、市職員が
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宇部市の
経済ダイジェスト

卸売業

小売業

［令和4年6月］

人　口 人16,1060

● 女性 人84,088● 男性 人76,972

●

●
輸　出
輸　入

百万円
百万円

9,815
76,593

世帯80,118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）

（48.0％）
（45.4％）

人
人

8,226
7,776

●

●
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

1,198,060
1,231,360

444,800
41,507,656

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） 　　　

2,076
788
302
1.46

85,276

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

（40.9％）
（39.8％）

人
人

7,579
7,378

●

●
東　　京→山口宇部
山口宇部→東　　京

SFJ
（48.4％）
（51.3％）

人
人

6,540
6,928

●

●
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

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

ご応募は本紙付録で！

会員限定

募集
優良従業員をご推薦ください。

会頭表彰者募集中
　当所では、会員企業の従業員であって、発明、考案または改善等により、特に商工業の発展
に貢献のあった方を優良従業員として当所会頭が表彰する制度を設けております。つきまし
ては、下記のとおり被表彰者を募集いたしますので、要件をご覧のうえ、ご推薦くださいます
ようご案内いたします。

当所会員事業所
対象事業所

優良従業員とは、次の推薦資格のいずれか
に該当する方をいいます。
●新製品の開発により、企業の成長、発展
　に寄与した方
●新技術の開発、技術の改善に積極的に取
　り組み、企業の活性化に寄与した方
●ＱＣ、ＴＱＣ等のリーダーとして職場の改
　善に努力し、企業の収益向上等に著しく
　寄与した方
●市民の文化・スポーツ活動等、地場の振
　興・地域活動に著しく寄与した方

推薦資格
令和4年 １1月1日（火）

表彰日

●その他、他の従業員の模範として、企業
　の業績等に著しく寄与した方

琴崎八幡宮
※新型コロナウイルス感染症対策として「３密」
　を回避して執り行います。

場所

当所所定の推薦書（本紙付録）
推薦書

令和4年 ９月2日（金）
提出期限

当所常議員の決議を経て決定いたします。
優良従業員の決定

推薦者（事業所代表者）は被表彰者１名に
つき2，500円を記念品代の一部として負
担していただきます。

負担金

総務部／藤上・為近　ＴＥＬ31-0251
推薦書の提出先とお問合せ先
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行政書士・産業カウンセラー 山本 敦子

　交通系ICカードICOCAの運用が始まってか
ら来年で20年。今年3月から宇部市営バスで
も運用が開始された・・・ということを6月に宇
部空港から乗ったバス車内初めて知った。
ICOCAはIC Operating Cardの略称。関西弁
の「行こか」（「行こうか」の意味）も掛けている。
イメージキャラクターのイコちゃんはカモノハシ。
公式に性別不明だ。
　関西に行く機会が多かった頃、新幹線用の
EXカードとICOCAを持ってチケットレスで移
動していた。ある日仕事で大阪に向かう新幹
線で、こともあろうに財布を忘れたことに気が
つき青くなった。今なら交通系ICカードの電子
マネー機能でタクシーの支払いや大抵の店
舗での買い物もできるが、当時はそうもいかず、
そもそもチャージ残高で目的地まで行きつけ
るかどうかもわからない。考えたあげく京都で

大学生をしている家族にメールして、新大阪
駅に呼んで現金を借り、昼ご飯を食べさせて
もらって仕事に向かうというなんともおバカな
事態となった。今思えばあの頃から親子の立
場が逆転していったような気がする。
　コロナ禍以来現金払いは敬遠されるので、
最近ではスマホ決裁よりは現金感覚に近く気
軽な交通系ICカードの電子マネー機能を毎日
利用するようになった。細めの太っ腹？に
チャージしておけば例え財布を忘れたとして
も何とかなる。
　さて、せっかくのICOCA運用開始だが、東
京からの飛行機の乗客であれば断然ICOCA
よりはSuica（JR東の交通系ICカード）を携帯
している人が多いはず。Suicaを始め10種類
の全国相互利用交通系ICカードも使用可能と
大きく掲示してもらえると嬉しいのだが。

日本人の得意技「引き算」
　　　電子決済だらけで出番少なし

開催日
７月６日（水）

７月１０日（日）

節
33

予定（第33節～第37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：△

34
35

レノファ山口情報
節
25

結果（第25節～第30節）
対戦相手

大分トリニータ
スコア
0－0

会場
みらスタ

入場者数
3，169

26 アルビレックス新潟 1－3みらスタ 3，684

勝敗
△
●

７月１８日（月）27 ロアッソ熊本 0－1えがおＳ 2，627●
７月２３日（土）28 杤木ＳＣ 1－2カンセキ 3，564●
７月３０日（土）29 ベガルタ仙台 2－2みらスタ 3，588△

試合結果と今後の日程

開催日
８月２７日（土）

キックオフ※
１９：００

９月３日（土） １９：００
９月１０日（土） １8：００

対戦相手
徳島ヴォルティス

横浜ＦＣ
ＦＣ町田ゼルビア

会場
鳴門大塚
みらスタ
Ｇスタ

36 ９月１４日（水） １９：００ ツエーゲン金沢 みらスタ
37 ９月１８日（日） １8：3０ ＦＣ琉球 タピスタ

※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）

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

27 28

429 30 31

5 6 7

22 23 24 25 26

31 28
月
〜
9
月

■無料窓口相談日程（8月後半～9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。

11

16 17 1812 13 14 15

23 24 2519 20 21 22

1098

■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

行事名開催日 場所/時間など
8月25日（木）

※新型コロナ感染症状況により、変更になる場合があります。9月15日（木）までのスケジュール

正副会頭会議・第738回常議員会 ヒストリア宇部/正副会頭11時～・常議員12時～
第1回部会長会議 ヒストリア宇部/13時半～
青年部 正副会長会議 当所/19時～

9月1日（木） 青年部 理事会 当所/19時～
9月7日（水）
9月8日（木）

9月13日（火）

文化観光部会 総会 宇部興産ビル301/13時半～
商業部会 総会・セミナー 宇部興産ビル302/総会13時半～・セミナー14時～

9月8日（木）～9日（金） 北九州・下関工業部会交流会 熊本市/終日
9月12日（月） 運輸港湾部会 総会 宇部興産ビル301/13時半～

女性会 役員会 当所/13時半～
青年部 委員会 当所/19時～
建設業部会 総会 宇部興産ビル301/10時～
理財部会 総会 宇部興産ビル301/13時半～
情報サービス部会 総会 宇部興産ビル302/13時半～

9月14日（水） 工業部会 総会 宇部興産ビル301/11時～

宇
部
商
議
所
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

まちかど
見・聞・録

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 ８月２４日(水)必着
「購入者配布用参加登録店一覧表」に店舗情報を掲載します。
公式サイトでは、最新の参加登録店舗情報を随時更新します。

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。

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）

2
次
募
集
の
締
切
迫
る
！


