
　新年あけましておめでとうございます。
　令和5年の新年を迎え、謹んで新年のお喜びを申
し上げます。
　昨年はロシアによるウクライナ侵攻による各種
原材料の高騰に始まり数十年ぶりの水準となる
円安進行、半導体不足、燃料代の高騰等による
コスト増加により国内においては日々苛烈に変化

する環境下で大企業中小企業問わず大変苦しい中で事業活動を強いられる年でした。
　また一時収束の兆しを見せたものの、長引く新型コロナウイルス感染症拡大の影響は個人の消費意欲の減退、事業者生産
活動の停滞等、私たちの地域経済も多大な影響を受けることとなりました。
　このような状況の中、三次広域商工会では引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の支援を最重要
課題と位置づけ取り組んでまいりました。専門家による経営相談や補助金・助成金の活用、資金繰りや販路開拓、補助金申請
など、国・県・市の新型コロナウイルス対応支援策を最大限活用できるように支援を行い、多くの相談に対応いたしました。
　これからも皆様の最も身近にある経済団体として、三次広域商工会は皆様とともに活動を展開してまいりますので、本年も
より一層のご指導ご鞭撻をいただきますようよろしくお願い申し上げます。
　結びに、一日も早い新型コロナウイルス感染症の収束と新しい年が会員の皆さまにとりまして、輝きと飛躍に満ちた年に
なりますよう心からご祈念申し上げまして年頭のご挨拶とさせていただきます。
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　新年あけましておめでとうございます。謹んで新春のお慶びを申し上げます。会員の皆様には、日頃
より商工会事業につきまして、格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
　新型コロナウイルス国内発生から 3年が経過しましたが、拡大と減少を繰り返しております。さらに、
ロシアのウクライナ侵攻による資源不足や物価高騰で資金繰りの悪化と、事業者は厳しい経営環境に
置かれております。そのような中、商工会は、コロナマル経融資をはじめ国や三次市による補助金・
助成金の情報提供及び申請、専門家派遣等、さまざまなサポートをしてまいりました。今年も引き続き
事業者の皆様に寄り添って支えてまいります。
　結びに、今年が会員の皆様にとって実りのある一年になることを心から期待し、そして、皆様の
ご健勝とご多幸をお祈り申し上げ、新年のごあいさつといたします。
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　みなさま新年あけましておめでとうございます。
　会員のみなさま方には毎日のお仕事はもとより、それぞれの地域でのご活躍に対して敬意を表するところ
でございます。さて昨年も新型コロナウイルス感染症の終息が見えない中、経済優先の舵取りで色々な対策
がなされています。地方で商いを営む私たちには今ひとつの感があります。しかし三次藩札事業については
秋から年末にかけてのお客様の消費喚起に効果があったと思います。今年も行われるという事で、ありがた
い事だと喜んでおります。それぞれの地域のお店でお客様に気持ち良く便利にお得に使って頂けるよう企画
もしてまいります。三良坂地区では昨年３年ぶりに祗園まつり、商いジャンジャンみらさか商店街まつりを開催
させて頂きました。今年も自治連さんや関係の方々のご支援を頂き開催したいと思います。本年も「お客様
に便利よくお役に立てる店」を目指して各お店、力を合わせて頑張ってまいります。本年もどうかよろしく
お願い致します。

三次広域商工会
副 会 長
出羽　一則

年頭のご挨拶
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　令和5年、皆様お健やかに新年をお
迎えのことと存じます。昨年も女性部
活動にご賛同ご協力をいただき感
謝申し上げます。また、県連女性部活動
への参画にもご尽力下さり、重ねてお
礼申し上げます。未だ、コロナ禍が続い
ている中、女性部全体では少しずつ、
各部会単位でも活動している状況と
なっています。地元の女性部が頑張っ

ていると、商工会や地域へ元気の波及になるものと信じ
ています。そしてそのための活動補助金の利用や、必要に
応じて青年部との連携なども考えていけたらと思ってい
ます。ただ、女性部も部員数減少という課題を抱えてい
ます…全国連からも言及されているところなので、理事
会にも発言・お願いしています。
　さて、今年は「卯年」ということなので…兎のごとく大
きな耳で、お客様の声を聴くことを心掛けて、大きな眼
で、部員が笑顔になる交流を見つけ、役員と共に事業に
取り組みたいと思います。末筆に、皆様のご多幸と、商売
繁盛をお祈り申し上げます。

三次広域商工会
青 年 部 長

　新年あけましておめでとうござい
ます。
　昨年はコロナ感染が落ち着きを見せ
た時もありましたが、収束までにはいた
らず、また増加したりと事業者の皆様に
おかれましても、まだまだ大変な年だっ
たと思います。私たち青年部も三次広
域だけでなく備北地域の一大プロジェ
クトとして、高校生にも参加してもらい

「備北マルシェ」を開催しようと取り組んでいましたが、当日
に台風が直撃になり残念なことに中止になってしまいまし
た。なかなか思うようにいかない現状ではありますが、取り
組んだことを無駄にはせず、三次地域を盛り上げる活動
のための糧にしていきたいと思います。
　本年度は役員改選もありますが、青年部全体の取り組み
として、地域の行事などの手助けをしていけたらと考えてい
ます。地域ごとにいろいろな行事やイベントが増えてくると
思います。そんなときに地域の方々に青年部のことを頼って
いただけるような取り組みを、状況を見ながら活動してい
きますので、皆様のご理解・ご協力のほどよろしくお願いい
たします。

　新年あけましておめでとうござい
ます。
　清々しい新年をお迎えのことと心
よりお慶び申し上げます。
　平素より、商業部事業に対しご理解
ご協力を賜りお礼申し上げます。
　さて、昨年も新型コロナウイルス
感染拡大の影響を受け、その上ロシア
のウクライナ侵攻、原材料・資材・輸送
コスト・商品の値上げ・原油の高騰・

円安で相次ぐ値上げで小規模事業者には非常に厳しい
状況となりました。業種によっては、僅かに回復基調も
見受けられましたが、コロナ以前の売上には、未だ戻って
きていない状態です。さらに、国・県・市のコロナ対応支援
策「支援金」も昨年と比べて減少傾向になりつつあり、
万策尽きた感も否めないと感じています。
　商業部会といたしましても、商店や消費者の方々に
喜んでいただけるような商業振興策を考えていきたいと
思います。
　暗い話しばかりの昨今ですが、サッカーワールド
カップカタール大会では、日本国中に勇気と感動を与え
ていただきました。
　日本監督の森保さん曰く、「個の力を結集し頑張って
困難に立ち向かう」その気概を持って皆様と共に一丸と
なって前進したいと決意しております。
　更なる、皆様のご理解ご協力ご支援をお願いし、今年
一年が実り多き一年でありますようご祈念申し上げ年頭
のご挨拶とさせていただきます。

商工会の存在意義を今こそ
　私事ですが、昨年5月に父が亡くなった為、
新年の挨拶を控えさせていただきます。
　昨年は、次々と変異を重ね3年目に入った新型
コロナウイルス禍による日本経済の停滞長期化、
ロシアのウクライナ侵略による世界平和と（相互
依存で成り立つ）世界経済の脆さの露呈、石油・
ガス・小麦を中心とした急激な物価の上昇、ウク
ライナを含む大量の難民の発生、アメリカの高金
利政策への転換と日本のゼロ金利政策の継続に

よる超円安の進行等々、重大な出来事が重なり進行（拡大）しました。
　これらは、私たちの身の回りにも現実のこととして押し寄せてきていま
すが、人口が減り続け、少子高齢化が激しく進み、地域の経済力や活力
が急速に衰えている三次地域では、事態はより深刻さを増していて、多く
の会員は将来への展望が持ちにくい状況になっているように思います。
　政府は、新型コロナ対策、石油やガス・電気の高騰対策、円安対策と、
次々に発生する課題に、国家予算をつぎ込むことで（応急的な）対処をし
ていますが、いずれ財源が行き詰まることは見えていて、今のやり方が
長続きするとは思えませんし、適正な方法とも言い難いと考えます。
　このような状況の中で、私たちが集う「三次広域商工会」は、会員を
守り、ひいては地域の生活基盤を守るために、今こそ知恵と努力を結集し
て立ち向かわなければならない時ではないかと思います。
　行政が展開する経済対策にぶら下がるだけでなく、「三次広域商工
会」として、消化型（毎年同じような活動内容の繰り返し）の活動を見直
し、会員が事業継続に希望を持てる実効的な対策を提起できなければ、
「商工会」としての存在意義が失われかねないと思うのです。
　その意味において、会員の事業展開（継続）を指導・支援する「専門家
（プロ）集団」として「商工会事務局」が果たす役割は、重要で大きいもの
があると思います。より一層の研鑽の積み重ねや成果の発現を期待して
止みません。
　そういう形があれば「自分たちの集う商工会」として、会員も力を合わ
せて頑張っていけると思います。
　みなさん、今年は「一体感」を武器に、ともに立ち向かいましょう。

三次広域商工会
工 業 部 長
免田　宏司

三次広域商工会
商 業 部 長
垰　　史訓

三次広域商工会
女 性 部 長
砂川　智子 緒方　　翔
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　販路開拓支援事業の一環として夏季に引き続きななまち
ギフト事業（冬季）を実施いたしました。11月28日(月) の
募集開始から僅か数日で販売予定数 150 個が完売となり
ました。
　一昨年から開始した当事業は販路開拓支援事業の核となり
つつあり、今年度は多くの事業者の皆様へご出品いただき、

食品類・菓子類の
２種類での商品展
開となりました。来年度も
引き続き実施予定となって
おりますので事業者の皆さま
の参加をお持ちしております。

経営発達支援計画の取り組み②

《Aセット》

《Bセット》

　令和3年度より広島修道大学の学生による外から見た7
地域の魅力発見を行うため魅力発掘プロジェクトを実施
し、前年度は三良坂町での調査を実施いたしました。三次
の外部から見た地域の魅力を発掘し、地域事業者への
フィードバックを目的としています。令和4年は吉舎町に
焦点を当てて事業実施し、8月の吉舎ふれあい祭りへの参
加や10月の吉舎地区ハロウィンイベントへの参加、11月
には地域事業者へのヒアリングを実施し、その成果をまと
めたプレゼンテーション発表を12月10日（土）によっしゃ
吉舎にて行いました。

　学生は4グループに分かれて吉舎の魅力や地域
振興へのアイデアについて先進事例を交えなが
ら発表し、その後は来場者との意見交換も実施し
吉舎地区の将来について活発な議論が行われま
した。

7地域の魅力発見事業　第2弾～吉舎町魅力発掘プロジェクト～
報告会　2022年12月10日（土）開催

経営発達支援計画の取り組み①

ななまちギフト12/16(金)に発送しました
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お知らせ

「三次広域商工会
 LINE公式アカウント」開設中。
現在、約4割の
　　  会員の皆様が登録！！

@673mkhoy

各種施策等をタイムリーに
情報発信します！

事業者の

みなさま
へ

どちらからでも
「友だち登録」
できます！

JR 三良坂駅
至 三次

至 府中

福塩線

三良坂大橋

至 三次

国道 184号線

久松橋

馬洗川

みらさか
平和大橋

旧商工会館

三良坂郵便局広島みどり信用金庫
三良坂支店

JA三次
三良坂支店

三次広域商工会
（三次市三良坂支所 1 階）

〒729-4304
三次市三良坂町
三良坂5042-1
（三次市三良坂支所 １階）

12月19日から
移転しました

（移転先）三次広域商工会本所地図及び外観

令和４年度第２弾！
三 次 藩 札
実施します !!

令和5年3月6日㈪発売

あなたに、とことん。
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