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3 月 11 日に発生した東日本大震災で亡くなられた方々のご冥福を心から

お祈りするとともに、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。 
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福山北商工会通常総代会開催！ 

 ５月１９日（木）に本会本所２階において、福山北商工会第

３回通常総代会を開催いたしました。提出議案は、第１号議案 

平成２２年度事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目

録承認の件（監査報告）、第２号議案 平成２３年度事業計画

書(案)及び収支予算書(案)承認の件（附帯決議）、第３号議案 

平成２３年度一般会計借入金最高限度額(案)及び借入先銀行承

認の件、第４号議案 役員退任等に伴う補充選任の件で、全議

案について承認をいただきました。詳細については、会員皆様

にお送りしています議案書のとおりです。 

今後、事業計画に沿って事業推進、また同封の「平成２３年度

福山北商工会地域産業プラン」をもとに地域貢献に努めます。 

 
早期開催です！駅家町夏まつり「サッサカ２０１１」 

◎開催日時 平成２３年７月１６日（土）午後６時～午後９時３０分 

◎開催場所 福山市立駅家小学校（福山市駅家町倉光 100） 

例年お盆が明けた８月第３土曜日に開催していました駅家町夏まつり

サッサカですが、今年度は会場の駅家小学校体育館の耐震補強工事が夏休

みと同時に始まることから、同会場にて約１ヵ月前倒しで開催することに

なりました。慣れない時期の早期開催ですが、ご近所ご家族お誘い合わせ

の上、「サッサカ２０１１」に是非ご来場ください。 

 なお、オリジナル「駅家サッサカ」などの盆踊りの練習を７月８日（金）

午後７時３０分より駅家小学校グラウンド（雨天の場合体育館）にて実施

します。この機会に踊りを覚えて、「サッサカ２０１１」を盛り上げまし

ょう！！ 

 

「サマーフェスティバル２０１１」加茂町夏まつり！ 
８月６日（土）１７：００～２１：００（雨天決行）、加茂小学校で恒例のサ

マーフェスティバルを開催します。 

地元の太鼓グループ“花鼓”や話題沸騰！広島発

ガールズユニット“ＭＭＪ”、地元歌手“松川アキラ

さん”のご当地演歌、○×クイズ、ビンゴゲームな

ど内容盛り沢山です。ご近所ご家族お誘い合わせの

上、是非会場へお越しください。 
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 【うずみ】について 
うずみは、広島県東部の福山市近辺で食べられている郷土料理。 
1619年（元和 5年）に福山藩初代藩主・水野勝成が行った倹約政治のため贅沢品とされた鶏肉・えびなどを堂々
と口にすることができない庶民が、具を飯で隠しながら食べていたことが始まりだと言われています。 
伝統的なうずみは、小エビ、里芋、豆腐、にんじん、鶏肉、こんにゃく、松茸、油あげ、椎茸、大根、しめじ、ねぎな
どが、隠れている料理です。 
うずみは、最近の若者が知らない伝統料理になっていましたが、２０１０年のばら祭「福山ぶちうまグランプリ」で、
１０００人の市民の試食投票により、「福山鯛うずみ」がグランプリに選ばれました。 
福山鯛うずみは、福山らしい食材の「鯛」を使い、伝統的なうずみの「具材を隠す」というコンセプトのもと、そのま
までも食べられる、出汁をかけて 2度楽しみ、薬味を入れて３度楽しめるという斬新なアイデアで、グランプリを獲
得しました。 
このことに端を発し、うずみの「具材を埋める」というコンセプトのもと、多くの飲食店で新しい美味しいうずみが誕
生しています。同じ名前でも店舗によって、出汁などの味が違います。 
【福山うずみごはん】について 
郷土料理「うずみ」（鯛うずみ、郷土的うずみ）に加え、和風、洋風、中華風、スイーツ etc、他の創作「うずみ」な
ど、具が埋まる食べ物の総称を「福山うずみごはん」としています。 

 

 

福山うずみごはん創作にチャレンジ！ 

福山市では、「福山食ブランド創出市民会議」を設置、福山うずみごはんを

福山の食のブランドとするように、積極的なＰＲ活動に努めています。昨年、

福山青年会議所が作成した「福山うずみマップ」を更新し、この度、新たに『福

山うずみごはんマップ（仮称）』を作成することになりました。 

現在うずみを提供されている、また本年９月末までに提供を予定されている店舗のうずみを『福山う

ずみごはんマップ（仮称）』に掲載及びホームページにて紹介いたします。 

この機会に独自のうずみを創作されてお店のメニューの一品にしてみませんか？お店の紹介にも役立

つと思われます。お申込み等については下記のとおりですが、詳細について本会事務局にお問い合わせ

ください。 
 

●申 込 方 法  申込掲載票を本会事務局へ提出 

●申 込 期 限  平成２３年６月２８日（火）※急いで下さい！！ 

●掲 載 料  無料 

●申 込 条 件  うずみを平成２３年１０月時点でお客様に提供していて、    

向こう１年以上の提供を予定していただくこと 

●スケジュール  平成２３年９月末完成、１０月配布開始予定 
 

 申込掲載票、並びに福山青年会議所が作成の「福山うずみＭＡＰ」についても、本会窓口に備え付け

てありますので、お気軽に事務局までお立ち寄りください。ホームページからもご覧にいただけます。 

※福山うずみＭＡＰ http://www.fukuyamajc.com/uzumimap.html 

※申込掲載票 http://www.fukuyama.or.jp/uzumi/mousikomi.xls 

販路開拓を目指して「Ｗｉｎ－Ｗｉｎ ２０１１」 

社団法人 中国地域ニュービジネス協議会（中国ＮＢＣ）では、新たなビジネスチャンスをつかんでい

ただくことを目的に、個別商談会「Win-Win 2011」を下記のとおり開催いたします。 

完全予約制の個別商談会とし、中国ＮＢＣが参加バイヤーとの商談をコーディネートいたします。参加

バイヤーは、スーパーマーケット・卸・コンビニ・ホームセンター・ネット通販・百貨店等で事前に予

約した上での個別商談会となります。 

申込並びに詳細については、中国ＮＢＣのホームページ http://www.cnbc.or.jp をご覧ください。 
 

●開催日時  平成２３年９月１５日（木）９：３０～１８：００ 

●開催会場  広島県立広島産業会館 東展示場（広島市南区比治山本町 12-18） 

●申込締切  ７月２２日（金） 

●参加費用  １５，７５０円（中国ＮＢＣ会員 ３，１５０円） 

●問合せ先  社団法人 中国地域ニュービジネス協議会 事務局  担当:藤掛・安井 

        TEL ０８２（２２１）２９２９ ／ FAX ０８２（２２１）６１６６ 
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公庫融資制度利率の紹介！ 

 日本政策金融公庫では、事業に必要な運転資金や設備資金についてご利用できる様々な融資を取り扱

っています。 

マル経融資（経営改善貸付）は、商工会などから経営指導を受けている小規模事業者の方（常時使用

する従業員が２０人以下、商業・サービス業の場合は５人以下）で、経営改善に必要な資金を無担保・

無保証人でご利用できる制度です。お気軽に本会事務局にお問い合わせください。 

                              （平成２３年６月９日付） 

融資制度 融資限度額 使途 返済期間（据置期間） 利率 

普通貸付 ４，８００万円 
運転   ５年（１年以内） ２．１５％ 

（基準利率） 設備  １０年（２年以内） 

マル経融資 １，５００万円 
運転  ７年（１年以内） 

１．８５％ 
設備  １０年（２年以内） 

教育貸付 
３００万円 

（学生１人につき） 
教育資金 

１５年以内 

（※条件により１８年以内） 

２．８５％ 

（※２．４５％） 

その他、公庫の融資制度等については、http://www.k.jfc.go.jp/ からご覧いただけます。 

 

東日本大震災復興特別貸付創設！ 
また、公庫では震災の支援融資制度として、中小・小規模企業の皆様向けの「東日本大震災復興特別

貸付」を創設し、５月２３日より取扱いを開始しています。この制度は、既存の複数の融資制度を一本

化し、融資限度額や金利引下げ措置等を大幅に拡充したものです。詳細は以下のとおりです。 

上記の日本政策金融公庫以外の政府機関による資金繰り支援策でも、直接的な被害を受けた事業所に

加えて、間接的に被害を受けた事業所についてもご利用できる制度がありますので、事務局までお問い

合わせください。 
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かがやきⅣ型のポイント 
 ●充実の２４時間保障だから安心！ 
 ●ケガや病気による死亡、入院、通院をトータルに保障する総合保障型！ 
 ●入院が１日目からの保障だから、日帰り入院の場合も安心!（免責日数ゼロ） 
 ●ケガによる通院も従来の「かがやき」同様に１日目から保障！  

 

ホームページによる情報発信に努めています！ 

本会ホームページをご覧になったことがありますか？商工会の事業案内、事業報告、青年部・女性部

活動等、情報発信に努めています。 

会員事業所の紹介ページでは、事業所名・所在地・連絡先のみの掲載ですが、事業所ホームページへ

リンクもできますので、掲載ご希望の会員さまは、お気軽に事務局までご連絡ください。 

福山北商工会ホームページは、http://www.hint.or.jp/fukuyamakita/ からご覧いただけます。 

 

  

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「かがやき」２０周年記念キャンペーン実施予告！ 

 商工会の共済制度「かがやき」は、県共済（広島県中小企業共済協同組合）と相互協力の下で誕生し

た地域発の商工会会員のためのオリジナル共済制度です。会員である事業主の万一や、そのご家族の日

常生活の備え、また事業所の福利厚生としての役割を担っている制度です。 

その「かがやき」が平成２３年度で誕生２０周年を迎えました。それを記念して新制度「かがやきⅣ

型」を発売することになりました。（７月予定）これに伴い、本会でもキャンペーンを実施し「かがやき」

の積極的推進に取り組むことになっています。 

本会のキャンペーンは１１月を予定しており、会員の皆様に広くご紹介させていただき加入促進を行

いますので、事業所等へ訪問の際はよろしくお願いいたします。 

なお、キャンペーンの一環として、既存契約者の皆様には４月１日の自動更新分より「記

念ボールペン」をプレゼントとして県共済よりお送りしていますのでご確認ください。 
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通常総会（総務広報委員会） 

４月２３日（土）本会本所２階において、平成２３年

度通常総会を開催いたしました。開催前段で東日本大

震災において犠牲になられた方々に対して黙とうをさ

さげました。 

 提出議案は、第１号議案 平成２２年度事業報告書並びに収支決算書、貸借対照表の承認決

定について（監査報告）、第２号議案 平成２３年度委員長の承認決定について、第３号議案 

平成２３年度事業計画書(案)並びに収支予算書(案)の承認決定について（附帯決議）で、全て

の議案の承認をいただきました。なお、平成２３年度の部長・副部長・特別委員会

委員長・専務・監事については、１月１５日（土）に開催した平成２２年度臨時総

会にて承認決定しております。 

 議事終了後は、来賓・卒業生にご臨席賜り懇談会を開催いたしました。懇談会で

は新入部員の紹介、功労者の表彰、また卒業生感謝状贈呈を執り行いました。 

 渡辺部長が掲げるスローガン「挑戦」の下、青年部一同、様々な事業を推進して参ります。青年部事

業の案内や報告について、今後この紙面またホームページ http://www.hint.or.jp/fukuyamakita/ でも紹

介していきますので、よろしくお願いいたします。 

 

ＯＢ親善ゴルフ（企画交流委員会） 
 ５月２９日（日）新市クラシックゴルフクラブにおいて、ＯＢ親善ゴルフ大会を開催いたしました。

総勢６６名の参加者は、あいにくの天候で厳しいコンディションの中、プレイに悪戦苦闘でした。その

ような状況でも参加部員は、ＯＢの皆さんと楽しく交流を深めることができたと思います。参加ＯＢの

皆様ありがとうございました。 

 協議結果については、下表のとおり上位３名を掲載させていただきました。次回開催の際には、また

多くの参加をお待ちしております。 

 

インターネット動画配信（まちづくり委員会） 

 青年部では、昨年に引き続きインターネット動画配信事業を６

月１日より実施しております。福山北商工会青年部の活動を紹介、

また青年部のＰＲ活動のため、インターネットを通じて皆様に配

信しています。また青年部活動を動画データで残すことで、今後

の事業にも活かしていきたいと思います。今年は６月から来年２

月までの９ヶ月間、どんどん更新して参りますので、この機会に

是非アクセス http://www.tvbingo.jp/~ch11/してみてください。 
 
   ★動画の見方（いずれかの操作で右記画面に） 

① http://www.tvbingo.jp/~ch11/ を直接入力！ 

② 福山北商工会ホームページ http://www.hint.or.jp/fukuyamakita/ から 

   トップページ左のバナー をクリック！ 

 

③ 「ＴＶびんご」で検索 ⇒ 地域情報動画配信 ＴＶびんご をクリック！ 

   画面左の をクリック！ 

◎上記①②③のいずれかの操作で、上記画面に！！ 

順位 氏名 事業所名 アウト イン グロス ＨＤ ネット 

優 勝 柚江 康隆さん 柚江鉄工所 53 42 95 22.8 72.2 

第 2 位 相方 裕二さん ㈲読売新聞駅家アイシー 43 44 87 14.4 72.6 

第３位 山内 叶一さん 商工会職員 OB 47 50 97 24 73 
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 新入会員の紹介！（加入順）           

（期間：平成２２年１２月２０日から平成２３年６月１５日まで） 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所名 代表者名 地区 事業所住所 業種 

山陽マルナカ 加茂店 中山 明憲 上加茂 加茂町上加茂 243-1 小売 

coco ＊ labo 佐藤 智昭 江良 駅家町江良 543-5 美容 

タカギ塗装 髙木 基志 向永谷 駅家町向永谷 1220 建築塗装 

横山工務店 横山 一徳 上加茂 加茂町上加茂 72-3 建築 

shu❀po❀po 井上 由紀子 上加茂 加茂町上加茂 63-438 美容 

シスコラボ 呉 世旭 上加茂 加茂町上加茂 1-7 ＩＴ関係 

よつば鍼灸整骨院 藤原 義徳 法成寺 神辺町新湯野 2-30-6 鍼灸整骨院 

酒楽屋 てっぺん 河合 哲二 地区外 御幸町上岩成 237-3 飲食 

㈱Ｋ2 渡邉 晃司 地区外 南蔵王町 5-23-21-1 自動車販売 

㈲スリーホープ 山本 和志 芦原 加茂町芦原 100-21 飲食 

㈱シーエヌティ 藤本 和廣 万片 駅家町万能倉 1543 繊維製造 

福本工業 田村 高志 大町 加茂町下加茂 71-8 鉄骨工事 

稲葉ライスセンター 稲葉 正治 新山 駅家町新山 390-2 農業 

髪切処 橘 橘高 芳典 向永谷 駅家町向永谷 699-3 理容 

COCORON 出原 昌樹 中島 駅家町中島 1174-4 宝飾製造 

なにわ料理 藤 近藤 慎治 万下 駅家町万能倉 825-1 飲食 

chiocciol@  ｷｵｯﾁｮﾗ 松岡 季絵 倉光 駅家町倉光 424-2 飲食 

東日本大震災義援金の受付状況について 
福山北商工会では、全国商工会連合会・広島県商工会連合会の呼びかけに呼応し、被災地域の商工

業者等に対して支援活動を行うため、本所・支所に募金箱を設置すると同時に役員並びに総代をはじ

めとして会員の皆様に呼びかけを行なってまいりました。 

現時点での合計金額は、９２７，２５９円となっています。（この内、８５９，０００円は県連に

送金済）別口で青年部関連は県青連に１７３，１００円、女性部関連は県女連に１００，０００円を

送金しています。（６月１０日現在） 

 なお、本所・加茂支所において引き続き義援金を受け付けています。 

 

●定例金融相談会の開催中 

日本政策金融公庫福山支店との連携で、 

毎月第１火曜日に「定例金融相談会」を 

開催しています。 

相談の方は事前にご連絡ください。 
 

●毎月第１火曜日 10 時～12 時 
●福山北商工会（本所）１階応接室 

お ぼ え 

 駅家町 加茂町 山野町 

■人  口 29,225人 11,566人  801 人 

うち男性 14,133人  5,604人  373 人 

うち女性 15,092人 5,962人  428 人 

■世 帯 数 10,878世帯 4,412世帯 343 世帯 

（平成 23年 5月 31日現在） 

■商工会員数   764    （平成 23年 6月 15日現在） 

 

●広島県の最低賃金 

時間額   ７０４円 H22.10.30 発行 

商工会長杯ゴルフ大会開催予告！ 
会長杯ゴルフ大会の開催予定をご案内いたします。 

日 程 １１月 ５日（土） 
場 所 新市クラシックゴルフクラブ 

７月１１日(月)が納付期限です！ 
半期の給与報告の相談承ります。必要書類
等をご用意の上、ご連絡の上ご来所下さい。 
  

― 必要書類等― 
・平成 23年度所得税源泉徴収簿  
・扶養控除申告書  
・給与明細、給与の支払額等の書類  
・納付書  
・前年分源泉徴収事務関係書類･印鑑等  


