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広島安芸商工会 会報

■経営に関する個別相談会（毎月２回 9：00～17：00）

開催日：１１月…９日(月)・２６日(木) １２月… ８日(火)・２４日(木)
専門家：中小企業診断士 渡貫 久 氏 以降も随時開催予定

【お申込み】各支所へお電話にてお申込みください。

専門家による個別相談会のご案内 【会員限定】

新型コロナウイルス対策として個別相談会を開催します。（完全予約制）

【開催場所】広島安芸商工会 本所（海田）

■持続化給付金、家賃支援給付金、小規模事業者持続化補助金の申請サポート（週３回）

開催日（原則）：毎週 月、水、金 10：00 ～ 17：00
※小規模事業者持続化補助金の申請書作成もサポートします。

■第二創業 個別相談会

第二創業とは、後継者が先代から事業を引き継いだ（引き継ぐ）場合などに、ベースとなる既存事業
を保持しつつ、経営の革新をはかるものです。事業を刷新して業態を転換したり、新しい分野へ進出
したりすることを指します。 詳しい内容、お申込みは同封チラシをご確認ください。

開催日：①１１月１２日(木) 13：00 ～ 17：00 ② １１月２６日(木) 16：00 ～ 20：00
専門家：中小企業診断士 江川 雅典 氏

【お知らせ】安芸地区新年互礼会の中止について

例年１月４日（土日の場合は翌月曜日）に、サンピア・アキで開催しております安芸地区新年互礼会

ですが、令和３年につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため中止させていた

だくこととなりました。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

売上ＵＰにつながるSNSの活用法を学んでみませんか? 【初心者向け】

インスタグラムは写真や動画に、YouTubeは動画に特化したSNSです。それぞれの特徴を活かすことで、販売

促進、会社ＰＲに効果的に活用することができます。SNSでのコミュニケーションを上手に行うことで販促

費用を押さえながら集客につなげている事業者も少なくありません。今回は、インスタグラムやYouTubeを

まだ使っていないという方や、有効活用できているかどうか分からないという方を対象とした講習会です。

セミナーを受講して一歩進んだ活用を目指しましょう。各定員20名、参加無料です。

詳しい内容、お申込みは同封チラシをご覧ください。

①インスタグラム活用講習会
商品を分かり易く見栄え良く紹介したり、フォロワー

数を増やしたりするコツが学べます。

日時：令和2年11月17日(火) 18：30～20：30

場所：安芸区民文化センター4階 会議室Ａ

締切：11月13日(金)

②ＹｏｕＴｕｂｅ活用講習会
YouTubeの持つ強みを活かし、事業に役立てるコツが

学べます。

日時：令和2年12月15日(火) 18：30～20：30

場所：安芸区民文化センター4階 会議室Ａ

締切：12月11日(金)
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コロナ関連支援制度一覧・・・ご相談は 広島安芸商工会 各支所へ

支援制度 要件等

給
付
金
等
を
も
ら
う

持続化給付金
【申請期限】令和3年1月15日
【申請方法】オンライン

【要件】1カ⽉の売上⾼が前年同月⽐で50％以上減少

【給付額】法人200万円 個人100万円（最大）

（注意）対象月の前年との差額×12が上限

家賃支援給付金
【申請期限】令和3年1月15日
【申請方法】オンライン

【要件】1カ⽉の売上⾼が前年同月⽐で50％以上減少

または、3か月の売上が30％以上減少

【給付額】直近の家賃月額×3分の2×6か月

最大 法人600万円 個人300万円

坂町中小企業等支援金 【要件】1カ⽉の売上⾼が前年同月⽐で20％以上減少

【給付額】10万円（持続化給付金との重複給付は不可）

【申請期限】令和３年１月３１日まで

【お問い合せ】坂町役場 産業建設課 ℡：820-1512

広島市テナントオーナー支援事業
【申請期限】令和2年11月18日

【対象】新型コロナの影響で売上減のテナントの賃料を2割以上下げた家主

【補助率】１店舗につき減額家賃等×2/3

【補助限度額】１店舗につき20万円×3か月分（１オーナー限度額1,000万円）

【対象経費】令和2年4月～12月までの間の減額家賃等

海田町感染防止対策協力金 【対象】海田町感染防止対策・地域経済応援クーポンの取扱店舗

【給付額】３万円

【お問い合せ】海田町役場 魅力づくり推進課 ℡：823-9234

休
業
手
当
を
も
ら
う

雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金
【対象期間】令和2年12月31日まで

新型コロナの影響による会社都合での休業手当相当額が給付されます。

（上限15,000円/日）

【要件】1カ月の売上が前年同月⽐で5％以上減少

【助成額】平均賃金額×支給率×休業日数

【支給率】解雇がない場合100％ 解雇を伴う場合80％

【対象期間】令和2年9月30日まで（申請は各支給対象期間から2か月以内）

融
資
を
受
け
る

新型コロナウイルス対策マル経
【日本公庫】
商工会の各支所にお申込み下さい。

【要件】1カ⽉の売上が前年同月⽐5％以上減

【利率】1.21%（当初3年間は左記から△0.9％利下げ）

【利下げ限度額】中⼩事業2億円 国⺠事業4,000万円

新型コロナウイルス感染症特別貸付
【日本公庫】
商工会の各支所にお申込み下さい。

【要件】1カ⽉の売上が前年同月⽐5％以上減

【利率】1.36%（当初3年間は左記から△0.9％利下げ）

【利下げ限度額】中⼩事業2億円 国⺠事業4,000万円

特別利子補給制度【日本公庫】

日本公庫のコロナ関連融資を受けて
いる事業者が対象

【要件】1カ⽉の売上が前年同月⽐で以下の減少がある事業者

➀個人事業…５％以上 ②小規模法人…15％以上 ③中小法人…20％以上

【利子補給額】当初3年間の利子相当額

セーフティネット保証４号
【申込先】民間金融機関

【要件】1カ⽉の売上⾼が前年同月⽐20％以上減少

【保証率】借⼊債務の100％

セーフティネット保証５号
【申込先】民間金融機関

【要件】1カ⽉の売上⾼が前年同月⽐5％以上減少

【保証率】借⼊債務の80％

新型コロナウイルス対応資金
【申込先】民間金融機関
県内の中小事業者（個人事業主を含
む）で，セーフティネット保証４
号・５号等の市町長の認定を受けた
事業者

【融資限度額】4,000万円

【利率】 3年 0.8%～ 10年 1.2%（以下の①②は、当初3年間無利子）

➀売上高減少率が５％以上の個人事業主（小規模に限る）

②売上高減少率が１５％以上の法人等

③売上高減少率が５％以上１５％未満の法人等 ※信用保証料減額のみ

申請書類の作成を社会保険労務
士に依頼した際の経費が、最大
10万円 補助される制度が利用
できます。

もうすぐ締切

持続化給付金の要件に当てはま
らないことが確実な場合、お早
目の申請をご検討ください。
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【コロナ特別枠の追加公募】 小規模事業者持続化補助金を活用しましょう。

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が経営計画を作成して取り組む「販路開拓等」を支援する補助金です。

申請書の作成については商工会がサポートしますので、各支所までご相談ください。なお、申請書作成には日数がか

かりますので、ご相談は、コロナ特別対応型は11月10日(火)まで、一般型は12月25日(金)までにお願いいたします。

①持続化補助（コロナ特別対応型）…令和2年2月18日以降に実施した取り組みまで遡って補助されます。

補助上限：100万円（補助率 2/3 または 3/4※）＋ 事業再開枠：50万円（補助率 10/10）

５次締切（最終の予定）：令和2年12月10日(木) 必着 … 商工会へ 12月4日(金)までに申請書をご提出ください。

⓶持続化補助（一般型）

補助上限：50万円（補助率 2/3※） ＋ 事業再開枠：50万円（補助率 10/10）

４次締切…令和3年2月5日(金) 消印有効 … 商工会へ 2月1日(月)までに申請書をご提出ください。

※上記にプラスして、広島県より1/12が上乗せ補助されることになりました。

応募方法等の詳細は、広島県商工会連合会ホームページよりご確認ください。

店舗改修

ホームページ
開設・改修

チラシ・パンフ

製作・配布

ネットショップ
開設

【ポイント】
当補助金の申請と同時に、新型コロナ感染防止対策に使用できる「事業再開枠」が申請可能です。
マスク、消毒用品、アクリル板、空気清浄機能付きエアコンなどが補助金の上限とは別枠で申請できます。

広島県商工会連合会 持続化補助金 検索

支援制度 要件等

補
助
金
を
活
用
す
る

小規模事業者持続化補助金
（コロナ特別対応型）
【補助額】最大100万円
【補助率】2/3または3/4
別枠で感染拡大防止策に要する経費
の補助あり（最大50万円）

小規模事業者（常時雇用する従業員数が20名以下（商業・サービス業等は5

名以下））が、経営計画を作成して取り組む「販路開拓等」を支援する補助

金です。以下のいずれかの取り組みが対象です。

A：サプライチェーンの毀損への対応（製品供給維持のための設備投資等）

B：非対面型ビジネスモデルへの転換

C：テレワーク環境の整備

新型コロナウイルス感染症予防
対策事業補助金（広島県）

県内の飲食店が、アクリル板・非接触体温計・サーキュレーターなどの感
染予防対策を目的とする設備の購入をする際、必要な経費が最大10万円補
助されます。
【要件】「広島積極ガード店」「広島コロナお知らせQR」の登録をする

こと（その他にも要件あり）
【補助対象】アクリル板、非接触体温計、換気扇、サーキュレーター 等

そ
の
他

新型コロナウイルス感染症対策
取組宣言店（広島県）

広島県が作成した「広島県新型コロナウイルス感染症に対する安全対策シー

ト」の取り組みに参加する事業者に、店名の掲載された「広島県コロナウイ

ルス感染症対策取組宣言店」ポスターが発行されます。

広島コロナお知らせＱＲ（広島県） QRコードを活用し、感染者と接触した可能性のあることをお知らせし、PCR

検査を受けていただくようサポートする仕組みです。

広島積極ガード店（広島県） 一定水準以上の感染予防に取り組んでいる飲食店をお知らせするため「広島

積極ガード店」という新たな仕組みです。

【要件】「Go To EAT広島」登録、または「新型コロナウイルス感染症対策

取組宣言店」の全項目チェック※（その他要件あり）

海田町テイクアウト・デリバリー
掲載店の募集（海田町）

海田町では、町内飲食店の業績改善と住民の利便性向上を目的として、町内

のテイクアウト（持ち帰り）、デリバリー（配送）ができる飲食店をホーム

ページに掲載しており、掲載店舗を随時募集しています。
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コロナ禍のいま! おすすめのWEBセミナー【会員限定】

他にもいろいろ、常時５００タイトル以上のセミナーを受講できます。

＜ご利用方法＞
広島安芸商工会のホームページ「http://hiroshima-aki.net/」にアクセスのうえ、以下の IDとパスワードを入力して
下さい。

【お願い】会員専用サービスのため、外部へのID、パスワードの提供はお控えください。

ID：s3935 パスワード：3728

■Withコロナ時代の現場本質型思考力伝達コミュニケーション（58分）
新型コロナウイルスの影響でさまざまな業界が一変しており、人間関係の構築で不可欠なコミュニケーションの
取り方も変化してきています。「コロナ時代の変化へ柔軟に対応していくコミュニケーションスキル」と「これ
から重要となる本質的に物事を捉えて考える力」について学べます。

■顧客は誰かを問い直す〜コロナ危機を乗り越えるためのマネジメント～ドラッカーに学ぶ（35分）
020年コロナ禍が世界を大きく揺るがしました。これまでの常識や価値観が通用しなくなりつつあり、この社会
の変化とともに新たな時代が訪れようとしています。本セミナーでは、経営の基本と原則に立ち返り、平凡なの
に常に新しい、万人のための帝王学「ドラッカー5つの質問」を中心に学べます。

■ここだけ抑える！ 民法改正～40年ぶりの大きな見直し 事業承継を円滑に（35分）
相続に関するトラブルを防ぐために、民法の相続法では相続の基本的なルールが定められています。高齢化の進
展など社会環境の変化に対応するため、約40年ぶりに大きな見直しが行われました。本セミナーでは、主な変更
内容と事業承継を円滑に進められるようになった部分について学べます。

■SDGsを知って新たなビジネスチャンス獲得へ（38分）
地球を持続可能な姿にすることを目指し、国連で合意された17の目標から成るSDGs。貧困や教育、環境問題が重
要なテーマになっています。企業にとっては、問題に積極的に取り込んでいくことで企業価値を高め、新たなビ
ジネスチャンス獲得への契機にもなり得ます。その意義を企業の活用事例とともに学ぶことができます。

■雇用調整助成金で危機を乗り切ろう！ 申請書類作成のポイント（61分）
新型コロナウイルス感染症の影響で休業や自粛に協力、事業活動の縮小を余儀なくされています。この危機を従
業員と乗り切るため「雇用調整助成金」が支給されています。このセミナーでは、手続きが簡素化された助成金
の申請を、自社でスムーズに進めるためのポイントをわかりやすく解説します。

■職場における管理職の登用と育成の「3つの壁」（38分）
会社の成長に不可欠な管理職の育成。しかし、現実は管理職を望まない社員が6割を超えています。不動産会社や
外資系生命保険会社で成果の出せるチームを作り上げた講師が、部下を上手にサポートできる上司の育て方を、
自らの経験からお話します。

＜カリキュラム（予定）＞ 時間はいずれも 10：00 ～ 16：00
受講料
無 料

広島安芸商工会海田支所では「週末創業塾（全5回コース） 」を開講します。全５回の講座で、創業の心

構えから、事業計画、創業融資、会計・財務、 マーケティングまで、創業に必要な知識を幅広く 学べま

す。創業予定者はもちろん、創業して間もない方や、新規事業立ち上げをご検討の方にも役立つ内容です。

日程 テーマ（主な内容を抜粋） 場所

1日目：1月16日(土) 創業の基本知識・マーケティング、販路開拓 安芸農協会館

2日目：1月23日(土) マーケティングの基礎知識と実践知識 安芸農協会館

3日目：1月30日(土) 創業事例紹介・創業計画書の作り方 安芸農協会館

4日目：2月6日(土) 創業計画の作成、ビジネスプランの発表 安芸区民文化センター

5日目：2月13日(土) 人材育成の心構え、会計と財務の基礎 安芸農協会館

～創業計画を作成して新規事業を成功に導きましょう～

「週末創業塾」 参加者募集について すでに創業されている方にも役立つ内容です

http://hiroshima-aki.net/
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【飲食店対象】

新型コロナウイルス感染症予防対策事業補助金の申請が始まりました。
広島県では、県内の飲食店が、アクリル板・非接触体温計・サーキュレーターなどの感染予防対策を目的とする設備の

購入をする際、必要な経費を1店舗あたり最大10万円補助します。

申請要件：「広島積極ガード店」「広島コロナお知らせQR」の登録をすること（その他にも要件あり）

申請期限： 令和２年１２月２５日（金曜日）消印有効

詳しい内容、お申込みは広島県ホームページをご確認ください。登録でお困りの場合商工会にご相談ください。

広島県 新型コロナウイルス感染症予防対策事業補助金 検索

【対象経費】

1.飛沫感染予防対策

アクリル板、ビニールカーテン、防護スクリーン、パーティション、フロアマーカー

2.接触感染予防対策

非接触体温計、サーモカメラ、コイントレイ、非接触ドアオープナー、非接触ソープディスペンサー、非接

触蛇口、非接触消毒液ディスペンサー、足踏み式消毒液スタンド、セルフレジ、自動券売機

3.換気による感染予防対策

換気扇、サーキュレーター

4.その他、上記３つの分野に該当する感染予防対策に係る設備の設置 など

J-GoodTech(ジェグテック)で取引先開拓してみませんか?
ジェグテックは、経済産業省所管の独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営している、日本の中小企業と国内大手企

業・海外企業をつなぐビジネスマッチングサイトです。国内外の企業へ情報を発信し、最適なビジネスパートナーを見

つけ、製品開発や新規取引に結びつけられるように登録企業を支援します。自社製品や技術情報のプロモーション、

ニーズに合わせた法人情報の検索ができるだけでなく、登録企業同士であれば直接の情報交換やマッチングも可能です。

さらに中小機構のコーディネーターによるマッチングサポートも実施しています。

■お問い合わせ
(独)中小企業基盤整備機構 中国本部 企業支援課 ジェグテック担当

℡：082-502-6558 E-mail：keiei-chugoku@smrj.go.jp

製造業以外の業種でも役立ちます!!

海外企業

約7,300社

大手企業

約500社

国内中小企業 約15,000社

企業情報の発信 企業情報の検索

直接の面談・情報交換

コーディネーターによるマッチングサポート

登録企業数（2020年3月末現在）

ジェグテック 検索

「新着ニーズ情報」を確認してみましょう。
1週間に20件以上のニーズ情報が発信されています。多くは製造業に対するものですが商業系のニーズもあります。

＜例＞ ＤＬＣコーティング技術を活用できる協業先や業務連携先の募集
チタン製品のコストダウンに共同で取り組む企業様募集
スマートフォンのバックカバー素材提供先の募集
泥土改良剤（建設現場の泥を瞬時に固化し搬出可能）取扱先の募集
オリジナルヘッドケア商品の販売、協業パートナーの募集 など
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令和3年度の固定資産税・都市計画税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等が所有する

事業用家屋及び償却資産について、令和３年度分の固定資産税の課税標準額を、事業

収入の減少割合に応じてゼロまたは２分の１とする特例措置が講じられます。

＜減免対象＞ 事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税及び事業用家屋に対する都市計画税

＜減免要件＞ 令和2年2月～10月までの任意の連続する3ヶ月の事業収入が対前年で以下の減少率であること

＜手続き方法＞

1. 各市町のホームページより申請書様式をダウンロードする。

2. 認定経営革新等支援機関の認定をうける。

⇒ 広島安芸商工会会員は当会での認定が可能です。

1. 令和3年2月1日（坂町は1月31日）までに各市町に申請書を提出する。

＜認定経営革新等支援機関等への申告書類＞※1

※1．商工会、税理士、会計事務所等が該当します。
※2．認定経営革新支援機関等の確認を受けた後に、上記の書類を市町に提出します。

＜各市町のお問い合わせ先・提出先＞

※3．各市町ホームページにおける掲載場所が分かりにくいため、上記の検索ワードで検索して下さい。

＜注意事項＞

・償却資産の申請書と一緒に提出することを求められる場合があります（海田町の場合は一緒に提出が必要です）

・申請開始時期については各市町の担当部署にお問い合わせください。

2020年2月～10月までの任意の連続する３ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率 減免率

50％以上減少 全額

30％以上50％未満減少 2分の1

自治体 提出期限 部署 該当ページ検索ワード（URL）※3

広島市 令和3年2月1日

固定資産税課

償却資産係

504-2127

広島市 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が

減少した中小事業者等を対象とする特例措置

https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/28/177991.html

海田町 令和3年2月1日

税務課

固定資産税係

823-9245

海田町 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少し

た中小事業者等を対象とする固定資産税の課税標準の特例措置

https://www.town.kaita.lg.jp/soshiki/6/116693.html

坂町 令和3年1月31日

税務住民課

固定資産税係

820-1503

坂町 新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の家屋

及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例について

http://www.town.saka.lg.jp/kurashi/zei_hoken/post_518.html

種類 必要書類

① 申告書 各市町の申請書様式 ※2

② 事業収入の減少を証明する
書類

会計帳簿（令和2年2月～10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の合計
額が、前年同期間と比べて３０％以上減少していることがわかるもの）

③ 特例対象家屋の居住用・
事業用割合を示す書類

青色申告決算書・収支内訳書など

https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/28/177991.html
https://www.town.kaita.lg.jp/soshiki/6/116693.html
http://www.town.saka.lg.jp/kurashi/zei_hoken/post_518.html
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【日本公庫】コロナ融資 特別利子補給の申請手続きをお忘れなく!!
日本政策金融公庫より、「コロナマル経」「コロナ特別貸付」の融資を受けられている事業者に向けて、実質無利子

を適用するための書類が送付されています。無利子を適用するためには書類の提出が必要となりますので、お早めに

ご提出をお願いいたします。

【税務署からのお知らせ】

国税・地方税の納付は「ダイレクト納付」「地方税共通納税システム」が便利です。

詳しい内容、お申込みについては、海田税務署（823-2131）へお問い合わせください。

■国税の納付は、簡単・便利な「ダイレクト納付」をご利用ください。
ダイレクト納付では、事前に税務署へ届出等をしておけば、e-Taxを利用して電子申告等又は納付情報登録をした
後に、 届出をした預貯金口座からの振替により、簡単なクリック操作で即時又は期日を指定して納付することが
可能です。

【ダイレクト納付の対象税目】
ダイレクト納付による電子納税は、e-Taxを利用して送信するデータが、申告等データである場合と、納付情報
データである場合で、対象税目が異なります。

納付手続（事前準備）
1. e-Taxの利用開始手続事前にe-Taxの利用開始手続をしてください。

2. 納税用確認番号等の登録e-Taxの利用開始手続時からダイレクト納付の利用までに、「納税用確認番号及び納

税用カナ氏名・名称の登録」（必須）及び「メールアドレスの登録」（推奨）をしてください。

3. ダイレクト納付届出書の提出ダイレクト納付をご利用される日のおおむね1ヶ月前までに、

「国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書」を作成の上、

納税地を所轄する税務署へ書面で提出してください。

送信データ 対象の税金

申告等データ
（電子申告等）

源泉所得税、法人税、地方法人税、消費税及地方消費税、申告所得税、相続税、贈与税、
など、すべての税金が対象です。

■地方税共通納税システムをご利用ください。

地方税共通納税システムとは、すべての都道府県、市区町村へ、自宅や職場のパソコンから電子納税ができる仕

組みです。当システムを使えば、地方税の納税を地方公共団体や金融機関の窓口に出向くことなく、インター

ネットを通じて簡単に行うことができます。毎月納付の「個人住民税（特別徴収分）」で利用すると便利です。

＜メリット＞

• 電子納税で納付事務の負担が軽減できます。（金融機関窓口へのお出かけ不要）

• 手数料は無料です。

• ダイレクト納付が可能です。

• 全地方公共団体への電子納税ができます。

＜対象の税金種類＞

・法人都道府県民税 ・法人事業税 ・特別法人事業税 （地方法人特別税） ・法人市町村民税

・事業所税 ・個人住民税（特別徴収分） ・個人住民税（退職所得に係る納入申告）

＜利用できる時間＞

平日 8：30～24：00（土日祝日、年末年始は利用できません）

＜取扱金融機関＞

各銀行、信用金庫、信用組合など、多くの金融機関でご利用いただけます。

国税庁 ダイレクト納付 検索

地方税共通納税システム 検索
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広島安芸商工会 TEL：822-3728 FAX：822-0924

船越支所 TEL 823-2754  FAX 823-2793
海田支所 TEL 822-3728 FAX 822-0924
坂支所 TEL 885-1200 FAX 884-2331
URL http://hiroshima-aki.net/ e-mail  hiroshima-aki@hint.or.jp

 
新規会員募集中

経営計画作成セミナー開催報告

前号でご案内しました「啓発セミナー」「経営計画作成セミナー(3日コース)」を9月24日から10月22日にかけて開催

し、啓発セミナーに11名、経営計画作成セミナーに7名ご参加いただきました。

今後の主な行事

行事 日時 場所

理事会（13：30） 11月27日(金) サンピア・アキ

金融審議会（13：30） 11月11日(水)・12月9日(水) 広島安芸商工会

中小企業診断士 個別相談会（9：00） 11月9日(月)・26日(木)

12月8日(火)・24日(木)

広島安芸商工会

第二創業 個別相談会 ①13：00 ②16：00 ➀11月12日(木) ②11月26日(木) 広島安芸商工会

インスタグラム活用講習会 11月17日(火) 安芸区民文化センター

YouTube活用講習会 12月15日(火) 安芸区民文化センター

年末年始の休館期間 12月26日(土)～1月3日(日)

当セミナーは、経営計画を作成して売上アップや補助金申請等に役立てる目的で

毎年開催しているもので、今回は、中小企業診断士の森若壽英先生に計画作成に

必要な知識とその活用方法をご講義いただきました。参加された事業者ごとの商

圏分析資料をご準備したり、ワーク時間を多めに取ったりしたことで、計画作成

がスムーズに進んだのではないでしょうか。商工会では、セミナー期間終了後も、

経営計画の完成から実行まで支援していく予定です。

海田町商工会青年部が実施したタイムカプセルを開封しました!!

令和2年10月14日（水）、海田町の織田幹雄スクエアにてタイムカプセル開封式が行われ、広島安芸商工会からは、

タイムカプセル事業を実施した当時、海田町商工会青年部長を務めておられた大成理事が出席されました。

このタイムカプセルは、2006年10月の海田町制施行50周年を記念し

たイベントで、当時の海田町商工会青年部を中心に実施した事業で

す。未来の自分や家族、友人などに「未来へのメッセージを届けよ

う！」というテーマで、小中学生を中心に住民に呼び掛けて集めた

手紙をタイムカプセルに入れて、2020年10月に開封することになっ

ていました。

その当時の旧海田町商工会広報誌「四季」には、未来の自分を想像

しながら一生懸命に手紙を書く子供たちや、孫への思いをつづるご

年配の方など多くの方にご参加いただいたことが掲載されています。

開封式にご出席された大成理事は、「手紙を開封すると、海田町か

ら発信する活力と心地よい風が“ホップ・ステップ・ジャンプ”と

皆さまの心に届く記念すべき日となることを願っています。」と話

されていました。手紙はそれぞれの送り先に順次発送される予定で

す。受けたられた方の笑顔が思い浮かびますね。

http://hiroshima-aki.net/

