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会員数367名
（平成29年 3 月 1 日現在）

19年ぶりの化粧直しを終え、４月に初点灯から100年目を迎える白亜の佐田岬灯台

ごあいさつ
伊方町商工会
会員事業所はじめ皆様には、平素から当商工会の
事業に対しまして、多大なご理解とご協力をいただ
き誠にありがとうございます。
2016年。国外では、イギリスが国民投票でＥＵ離
脱を選択し、アメリカではトランプ氏が新大統領選
を制し、１月の就任後、早々とメキシコ国境の壁建
設やＴＰＰ離脱等の大統領令を連発するなど、その
言動と政策は世界中に波紋を広げています。基幹産
業が農水産業の当町においても様々な影響が考えら
れ、その動向を注視していく必要があると思われま
す。
一方、国内においては、依然として経済の先行き
が不透明な中、とりわけ地域の小規模事業者を取り
巻く経営環境は一層厳しさを増してきています。ま
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会長

井上

喜樹

た会員事業所経営者の高齢化や後継者難による廃業
により、今後会員の減少が続いていくことも予測さ
れます。
そうした中、商工会では、
「町内の事業者が事業を
継続するためのあらゆるお手伝いをする」ことをメ
インテーマとし、小規模事業者持続化補助金等の活
用他、あらゆる支援事業を通して会員事業所のよき
相談相手となり、ひいては「町が元気になるお手伝
い」をさらに推進してまいります。
当商工会も本年、合併10周年を迎えます。つきま
しては、来年度の記念事業実施に向けて、今後内容
を検討していく予定です。
結びに、会員事業所の益々のご発展と皆様のご健
勝をご祈念申し上げ、ご挨拶といたします。
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役 員 研 修
昨年の10月29日、30日にかけて、13名が参加し、大
分市、日田市方面への役員研修を実施しました。
１日目は、最初に大分商工会議所佐賀関支所を訪れ、
役職員との交流会においてそれぞれの町の現状や地域
振興、今後の交流等について意見交換を行いました。
続いて、水産品加工を営む㈲富士見水産を訪問し、「関
冷刺」という特殊冷凍食品の製造工程の説明を受けま
した。
昼食後、風情ある町並みが残る「日田豆田町商店街」
を視察し、初日を終えました。
２日目は、道の駅「やまくに」で朝市等を見学後、

道の駅「豊前おこしかけ」を訪れ、素材を活
かす工夫やアイデアが詰まった道の駅弁等を
視察し、帰路につきました。
参加者一同、交流会を通じて役員としての
自覚を深め、今後の佐賀関町との交流・連携
の重要性について再認識するとともに、各地
視察を通じて、今後の新しい取組みへのヒン
トを得ることができた研修となりました。

伊方町商工会ホームページをリニューアル！
■トップページのイメージ

伊方町商工会のホームページを、常に最新情報
を掲載し、またスマートフォン等ＳＮＳにも対応
させたホームページへとリニューアル致します。
また、会員事業所の紹介ページを充実させ、ビ
ジネスチャンス拡大の手助けとなればと思ってい
ます。
3月末頃公開予定です。
URL
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⇒

https://isci.or.jp/

商工会は、行きます。聞きます。提案します。

会員親睦事業
平成28年度の会員親睦事業は11月８日㈫に総勢
26名で出発しました。
奥道後の菊花展で目の保養→今治国際ホテルの
23F展望レストランで昼食→日本最大級の直販所
「さいさいきて屋」を視察→最後にテレビでもよ
く見る「㈱日本食研」工場見学という盛り沢山の
内容でした。
日本最大級と言われる「さいさいきて屋」では、
平日の昼間にも拘らず大勢のお客さんが来店して
いました。広さや品数はすごいなあと感じました

そして、最後に行った「㈱日本食研」は宮殿と

が、私たちの町の道の駅は大きさより、個性のあ

いうＣＭは見ていましたが本当に宮殿でした。庭

るお店がいいかなぁ…と思いました。

から社屋・工場と見学させていただきましたが、
どこを見ても宮殿でした。手入れの行き届いた庭
園・宮殿の様な調度品がある中に工場があり、何
か不思議な感じがしました。もっともっと見てい
たい気がしましたが、帰りの時間になりました。
参加者一同それぞれの思い出と両手いっぱいのお
土産を抱えてバスに乗り込みました。リフレッ
シュを兼ねたこのような親睦事業は、地域を越え
た交流が出来ることも楽しみの一つです。来年も
楽しみにしています。

（参加者Ｉさん）

セミ ナー報告
２月３日㈮午後４時から伊方町商工会館２階研修室
において、ノースアジア大学経済学部特任教授

野口

秀行氏を講師に迎え、
「トランプ・アメリカ！日本丸の
進路は！？」というテーマでセミナーを開催しました。
ＴＰＰや国防問題等、トランプ氏がアメリカ大統領
となったことが日本に与える影響など、2017年の地方・
地域経済はどうなるのか、予測される今後の経済情勢
について、様々な観点から鋭い時局分析で解説をして
いただきました。
混迷を極める状況の中で、世の中の動きを正確に捉
えるための最新情報など参考になるお話を聞くことが
できました。今後もこのような世間の関心が高い、タ
イムリーなセミナーを開催していく予定です。

商工会は、行きます。聞きます。提案します。
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試飲会開催しました
メロディーライン（佐田岬頂上線）の新名物誕生のきっかけ
づくりとして、地域の特産物を使った、ホットドリンクの試作
を行い、12月２日㈮「イルミネーション点灯式」のイベントと
して試飲会を開催いたしました。
当日は、200人以上の方に試飲していただき、アンケートにも
ご協力いただきました。その結果をもとに、販売化実現に向けて、
今後、協議検討していく予定です。
当日試飲していただいたホットドリンクのレシピを載せまし
たので、是非、ご家庭でお試しください。

家庭でも簡単に作れる

ホットドリンクレシピ

マシュマロ入り酒粕ドリンク
材料( １人分)
・酒粕

小さじ２

・牛乳

160cc

・きび糖

小さじ１

・マシュマロ

お好みで

① カップに酒粕と少しのお湯を入れペースト状にする。
② ①に牛乳ときび糖を加え、レンジ500Wで約１分半
③ 最後にマシュマロをのせて出来上がりです！
お好みで、シナモン(シュガー )やココアパウダーをか
ければ、大人の味に変身
牛乳のかわりに豆乳でヘルシーにも

ホットみかんジュース
混ぜてレンジ500Wで約１分半！

材料( １人分)
・温州ミカンジュース

100cc

・水

60cc

・はちみつ

小さじ２

・レモン果汁

少々

お好みで、ジュースの種類を清見
などで
生姜をいれると温かさがますか
も

マーマレードココア
材料( １人分)
・ココア（甘さひかえめ）
・お湯
・牛乳
・マーマレード
・みかんジュース
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小さじ山盛り
50cc
100cc
小さじ２〜
大さじ２

２

①
②
③

ココアをお湯で溶かす
① に牛 乳 を 加 え、 レン ジ
500Wで約１分半
マーマレード、みかんジュー
スを入れたら、出来上がり！

商工会は、行きます。聞きます。提案します。

青 年 部 活 動 報 告
〇イルミネーション設営
今年は、シンボルの灯台が河内の花畑に設置されまし
たので、それに合わせて青年部のイルミネーションも同
じく花畑へ設営しました。伊方の玄関口を華やかに飾り、
町を訪れる皆様をを温かくお迎えすることができました。

〇部員募集！
青年部員を募集しています！
後継者の方等で経営者としての研修や地域振興などに
関心のある方は是非入部してください。

女 性 部 活 動 報 告
多肉植物の鉢植え体験
10月22日、女性部20名で西条市にある
佐伯園芸にお邪魔して、多肉植物の鉢植
えを体験しました。佐伯園芸の方に説明
していただきながら、思い思いに10種類
の多肉を植えた鉢が完成しました。材料
は同じはずなのに、それぞれ個性豊かな
作品になりました。
その後、昼食で懐石料理を頂き、周ちゃん広場で買物をして
帰路につきました。
みんなでワイワイと和やかに、日頃の疲れを吹き飛ばす、楽
しい１日でした。

表 彰 報 告
11月に開催された商工会全国大会において、伊方町商工会女性
部が、優良女性部として、中小企業庁長官表彰を受けました。
―お礼のことば―
女性部長 阿部正美
このたびの受賞は、部員の皆様の地道な地域振興への活動が評
価されたものと思っています。これからも、伊方町並びに部員事
業所の発展のために頑張っていきたいと思いますので、ご協力方
よろしくお願いいたします。

アンケート調査にご協力ありがとうございました。
１月に会員ニーズ等アンケート調査を実施いたしましたところ、150通を超えるご回答
をいただきました。この結果をもとに、会員事業所のニーズに即した事業やサービスの
改善にさらに取り組んで参ります。

商工会は、行きます。聞きます。提案します。
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支援事例紹介

平成28年度に商工会が行った支援事例について紹介します

小規模事業者持続化補助金（補助率2/3

上限50万円）

〇菊池酒店
代表 菊池 半治
～訴求力・認知度アップのための看板並びに店頭販売用テント設置～
酒店であることのアピールが乏しく、その対応を考えていまし
たところ、ちょうどこの補助金のことを知り、申請しました。遠
くからでも地元以外のお客様にも一目でわかってもらえるような
看板と、サイクリストや観光客もご近所の方も、店先でちょっと
一息ついていただけるテントの設置が出来て、大変良かったと思
います。
（写真は長男 菊池長一郎さん）
〇宇藤モータース
代表 宇藤
透
～板金内製化による新規顧客の獲得～
車をぶつけたら板金屋さんへと思われるお客様が多いと
思われます。
今回、塗装専用ブースを、持続化補助金を活用して設置
することができ、自社で修理から塗装まで一貫して行うこ
とができる様になり、費用面でも時間面でも、お客様にご
負担を懸けなくて済むようになりました。今後も、すべて
の面でサービスに努めていきたいです。
〇㈲松田モータース
代表取締役 松田
武
～大口径対応タイヤチェンジャー導入による顧客の確保と売上アップ～
持続化補助金の募集案内を読んで、即、申込みました。
大型タイヤチェンジャー導入によって、今まで自社で対応
できなかった、大口径タイヤ装着車層の確保を狙いとしま
した。新しいお客様の獲得のためには、大変ありがたい補
助金でした。
〇㈱ニュウズ
代表取締役 土居 裕子
～ネットショップリニューアルによる新規顧客の獲得～
ネットショップリニューアルによる新規顧客の獲得をめ
ざし、持続化補助金の申請を行いました。自社の強みを前
面に打ち出したホームページへリニューアルし、スマホ用
サイトも立ち上げ、若い年齢層の方にも見てもらえるよう
にし、顧客層の拡大（低層化）を目指しました。その結果、
ＰＣサイトのみならず、スマホページへのアクセスが加わ
り、アクセス件数が約1.3倍となり、今後の売上アップにつ
ながっていくと思います。

がんばる商工業者支援補助金（町商工業活性化対策事業補助金）
（補助率30％ 上限30万円）
〇㈱クリエイト伊方
代表取締役 田中
発
～機械の導入によるジュース瓶のラベル貼りの半自動化～
ジュース瓶のラベル貼りは手作業で行っていたため時間
と労力が掛かっていました。そんな時に、商工会から補助
金のアドバイスをいただき、ラベル貼り機械を導入するた
め申請しました。
機械の導入により半自動化することができて作業効率の向上と
費用削減を図ることができました。また、本機械は種々の瓶種のラ
ベル貼りに対応できるため社外からの受注も可能となりました。
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商工会は、行きます。聞きます。提案します。

〇カットハウス兵頭
代表 兵頭 正司
～店舗改装によるイメージアップとリピーター拡大、新規顧客獲得～
数年前からクロスや床板の傷みが目立ってきていたため、
そろそろ改装が必要かなと考えていたところ、がんばる商
工業者支援事業のチラシを目にし、申請しました。壁と天
井のクロスを貼替え、床板を耐水性に優れ、汚れにも強い
クッションフロアに張替えました。
改装後、来店されたお客様から、「わ〜、明るくきれいに
なったね〜」などのお誉めのことばをかけて頂きました。
今後も明るくきれいなお店を維持できるよう頑張ります。
ありがとうございました。
〇㈱うにまんじゅうの田村菓子舗
代表取締役 田村 義孝
～商品開発と設備導入による売り上げUPの取り組み～
今回、新商品開発にあたり大福の生地の向上に重点をお
きました。
よりよい生地作りのためボイラーを導入、また、みかん
大福を鮮度の良い状態で食べていただくために冷凍対応で
きる設備を導入しました。
自社だけでの投資だと躊躇するのですが、補助支援いた
だくことにより背中を押していただけました。
また指導員さんの支援の下、簡易な経営計画書を書くこ
とで自社の強み、弱みなども明らかになりよかったです。
〇菊屋旅館
代表 菊池 清美
～ともに調理でき、お客様との距離間を縮める厨房づくり～
商工会からの案内を見て、早速申請しました。流し台を
横に２台設置し、お客様に調理方法を教えながらまた、釣っ
てきた魚をお客様とともにその場で捌いたり、調理したり
できる厨房に改修しました。
年末に宿泊されたお客様と一緒に調理を行いましたが、
すごく喜んでいただき、満足してもらいました。来年の予
約も頂き、確実に顧客の囲い込みにつながったと感じます。
〇㈱ＮＡＤＡ
代表取締役 大岩 康久
～自社ホームページ開設による認知度アップ～
営業に出て、名刺交換をしますと必ずホームページはないので
すかと尋ねられます。前々から作らなければと思いながら、な
かなかきっかけがなくて、延び延びになっていました。
今回、商工会の補助金をいただいてやっと完成しました。
これによって、営業先への名刺交換代わりになるだけで
なく、新規の方からの問い合わせがあったり、友人、知人
の皆さんがＰＲしてくれるようになり、早速、作成の効果
が見えてきています。
〇江山菓匠
代表 二宮 綾子
～品質向上・生産性向上のための設備強化事業～
今回、がんばる商工業者支援補助金をいただき、大型電気コ
ンロを導入することができました。これでコンフィチュールを、効
率化を図りながら、品質を落とさずに生産量も増やすことがで
き、また最少ロットが大きくなり、大きな取引も可能となりました。
今後は、もっともっと営業に力を入れていきたいと思います。
（写真は三女 二宮 斉子さん）

商工会は、行きます。聞きます。提案します。

7

がんばる後継者紹介

t1

Par

小枝 弘典さん（昭和₅₂年生まれ ₃₉歳）
㈲民宿大岩
今回は、島根県出身で、経産省にお勤めされ
ていましたが退職し、奥さんの実家を継いで伊
方町で頑張っている小枝さんをお訪ねし、お話
をお聞きしました。

ております。
三崎地区でサザエ漁が解禁される4月に
は、昨年ご好評いただいたサザエ御膳を再
開する予定です。
炊き込みご飯、つぼ焼き、てんぷら、刺
身とサザエ尽くしの御膳となっております。
ぜひ一度ご賞味ください。
Ｑ： これからの夢をお聞かせください
Ａ： 地域内外を問わず多くの方々から愛され
るお店を目指し、料理やサービスの質の向上
に努めるばかりでなく、地域の情報発信拠点、
佐田岬の観光の拠点となるべく、頑張ってい
きたいと思います。
Ｑ： その他何かありましたらお聞かせ下さい
Ａ： 現在、ふるさとレストランで働いてもら
える

“パートさんを募集しています！”

関心を持たれた方はお気軽に（☎３９−
１１６０まで）お問い合わせください。

Ｑ： お店について教えてください
Ａ： 民宿大岩は、昭和56年創業の伊方町正野
にある民宿です。
元々は、柑橘農家をしており、あわせて
理容業と渡船業も行っておりました。次第
に釣りのお客様が増えてきて、それに伴い
お客様から宿泊施設の要望が上がるように
なったことから、宿泊業を行うようになり
ました。
また、平成19年より亀ヶ池温泉内のテナ
ントとして、ふるさとレストランの営業を
始め、現在はそこの責任者をしています。
Ｑ： おすすめの料理を紹介ください
Ａ： ふるさとレストランでは、その季節の食
材を使った季節限定のメニューをご提供し

従業員のみなさんから「若さん」と呼ばれ、
頼られている小枝さん。
地域の為にもこれからもがんばってください！

税務個別相談日程（３月開催分）
平成₂₈年分の所得税の申告・納税は３月₁₅日㈬
消費税の申告・納税は３月₃₁日㈮まで

日 程

３月７日㈫
３月₁₃日㈪

時 間 1₀時～1₆時
相談員

税理士

土居 信道 先生

瀬戸支所
日 程

３月７日㈫
３月₁₃日㈪

時 間 ９時～₁₆時
相談員

税理士

泉

周二 先生

伊方本所
３月６日㈪
３月９日㈭
日 程
３月₁₃日㈪
３月₂₇日㈪※
時 間 ９時～₁₇時
相談員

税理士

清水みゆき 先生

※ 消費税申告に関する相談のみ
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(平成₂₉年1月₁₆日現在)
制度名

利率（年利）

経営改善貸付

（特利F）

（マル経融資）

1.16%

普通貸付

1.81%～2.20%（注）

日本政策金融公庫

三崎支所

中小企業のための融資制度

セーフティーネット貸付 1.31%～2.00%（注）
（注）お使いみち、ご返済期間または
担保の有無などによって異なる
利率が適用されます。

商工会は、行きます。聞きます。提案します。

