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地域の小学生を対象にした
﹁ミニ門松つくり﹂︑は︑伝
統文化の継承︑ものづくりの
楽しさを体験して貰ったこと
で︑マスコミにも取り上げら
れる等︑大きな反響がありま
した︒
今年の周桑商工会の事業目
標として︑﹁経営発達支援計
画﹂の認定があげられます︒
これは︑小規模事業者の持続
的発展を支援するため商工会
が︑小規模事業者による事業
計画の作成及びその着実な実
施を支援すること等︑経営の
発達に特に資するものについ
ての計画を経済産業大臣が認
定する仕組みですが︑この認
定に向け取り組み︑推進して
いるところです︒
最後に私事で大変恐縮です
が︑本年還暦を迎え︑まさし
く前述の丙申︑年男となりま
した︒まだまだ未熟ではあり
ますが︑本年の干支のごとく
目的を持って形を作っていけ
るよう精進したいと思います
ので︑関係各位の皆様には︑
今年も変わらぬご支援ご協力
を賜りますよう︑よろしくお
願い申し上げます︒

周桑商工会会長

年頭のご挨拶

年頭にあたり︑謹んでご挨拶
を申し上げます︒周桑商工会会
員の皆様におかれましては︑輝
かしい新年をお迎えのことと心
よりおよろこび申し上げます︒
また︑旧年中は商工会運営にお
きまして多大なご理解とご協力
を賜り厚くお礼申し上げます︒
さて︑今年は戦後二度目の丙
申 へ(いしん・ひのえさる で
) す︒
丙は︑火が燃える様を表し︑申
は果実などが熟して固まってい
く様を意味することだそうです︒
この組み合わせは︑良し悪しを
含め火が燃えるがごとく拡散し︑
やがてその結果に近づいていく
状況を意味しているとのことで
す︒つまり︑本年は今まで頑張
ってきたことが︑結実はしない
までも形になっていくというこ
となのだと思います︒
昨年会長職を仰せつかり︑様
々な事業に携わらせて頂きまし
た︒イベントでは︑小松町ふる
さと祭り︑丹原七夕まつり︑ク
ラシック Car
ニバル等々︑研修会
・講習会を始めとする様々な情
報発信︒会員の皆様︑役職員の
皆様のお蔭を持ちまして素晴ら
しい運営ができましたこと心よ
りお礼申し上げます︒また︑昨
年末に建設業部会が主催した︑

特集 表彰者紹介
昨年11月に開催された商工会法施行・連合会創立55周年記念式典及び第55回商工会全国大会に於いて、
各賞を受賞された方々をご紹介します。日頃より商工会運営及び発展に尽力していただいている皆様に
改めて感謝申し上げます。
商工会法施行・連合会創立55周年式典
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2016年2月25日(木)
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東矢憲二 氏

講演終了後個別相談あり
（希望者）

今回の講習会は非常に実用的かつ経営の
役に立つ「補助金活用セミナー」です。
話題の小規模事業者持続化補助金を始め
各種補助金をどのように活用し、販路開
拓・事業の持続的発展に繋げていくか、
中小企業診断士で中小機構四国のチーフ
アドバイザーである東矢憲二氏をお招き
して講演していただきます。

講師紹介
四国ビジネスコンサルタント
代表

東矢憲二(ひがしやけんじ)

・中小企業診断士
・ＩＴコーディネータ
・特定社会保険労務士 ・中小機構四国ﾁｰﾌｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ

新日本電気に勤務の後、経営
コンサルタントとして独立。
以後、29年間で70以上の業界
・700社以上の企業のコンサ
ルティングを実施。創業・経
営革新・経営再建によって、
多くの会社の業績向上に貢献。

行 事 報 告
女性部親睦旅行 11月8日

商工会のイベント、地域イベントへの参加など
会員の皆様の活動記録を紹介していきます。
年末の忙しい時期から、新年まで皆様
大活躍でした。ありがとうございました！
女性部の親睦旅行では、内子町小田の
「工房夢ふうせん」にて草木染め体験、
久万高原町「土居商店」にてピザ作り
体験を行いました。お忙しい中、27名
の部員さんに集まってもらいました。
楽しかったですね！

小松文化祭

11月15日

小松文化祭では、またまた
女性部が大活躍！
じゃこ天の販売を行い
ました。周桑商工会女性
部の皆さんは本当に色々
な場面で大活躍ですね。
周桑地区のどのイベントへ
行ってもこのピンクのＴシャツが目立っている
気がします。女性部の皆さんの明るい元気な接
客でじゃこ天は飛ぶように売れていきました。
地域の方にも大変喜んでいただけたことだと思
います。参加してくれた部員の皆さん、本当に
お疲れ様でした！

丹原町産業まつり

12月6日

こちらも毎年恒例の丹原産業まつり。うどんやじゃ
こ天、タオル販売に加え、建設業部会が行う包丁研
ぎが大盛況でした。新品同様に磨き上げられた包丁
に、お客さんも大満足でした。切れ味の悪い包丁は
建設業部会にお任せください！

行 事 報 告
建設業部会門松づくり

12月27日

PICK UP!

毎年建設業部会が行っている丹原本所前と小松支
所前に飾る大門松作り＆包丁研ぎ。今年は例年と
は少し違った風景になりました。
今回の商工会だよりの表紙になっている大門松と
併せて、地域の子供たちを招いておしゃれなミニ
門松づくり体験を行いました。門松づくりをやっ
てきたこれまでで初の試みで、企画段階から前日
まではどうなることか不安もありましたが、当日
は青天にも恵まれ大盛況！子供たちも普段なかな
か出来ない体験に大興奮でした。テレビの取材ま
で来ていただいてニュースにもちょこっと登場し
ましたよ(照)。
いつもよりやることが2倍にも3倍にもなって大忙
しの今回の門松づくりでしたが、そこはさすがの
建設業部会の皆さんです。テキパキと作業をこな
し、子供たちには優しく教え、包丁もピカピカに
研ぎ、テレビカメラにもさわやかに映り、無事一
日を終えました。皆さん本当にお疲れ様でした！
出来上がった門松はとても立派で、商工会に訪れ
る方々にも大絶賛を頂戴しました。

一緒に参加してくれた子供たちと一生懸命作ったミニ門松
を持って記念撮影。みんな素晴らしい出来栄えに大満足で
した。子どもたちが迎えるお正月もいつもと少し違った晴
れやかなものになったことでしょう。

決算・確定申告説明会

1月28日

今年もこの時期がやってまいりました。
事業主の方、事務担当者を大いに悩ませる
決算です。この時期になると今年度も頑張
ったなあと感慨深くなるものです。とはい
え非常に大事な決算ですので手を抜くわけ
にも行きません。毎年皆様非常に真剣な顔
で説明会に来られます。先生の話は難しい
ことも多いですが、説明を聞いてなるほど
と思うことばかりです。今年度の説明会に
来られなかった方も是非来年は一度どんな
ものか覗きに来られては如何でしょうか。
また、商工会では分からないこと、やり方
などいつでもご説明いたしますので何でも
ご連絡ください。
今年度も残りわずか。皆様気合を入れて頑
張って行きましょう！

周桑商工会フォトギャラリー

会員の皆様のご活躍を写真で紹介(｡･ω･)ﾉ

マイナンバー講習会

歳末大売出し

経営計画セミナー

商業部会視察研修（勝山美観地区）
商工会行事の写真募集中☆

戦略 ちょこっとお役立ち情報コーナー
営
経 ！？

第1回 西条市人口分布

2010年国勢調査[最新]
西条市の年齢別人口グラフです。
424 90歳以上
1,389
高齢化の典型とも言えるな釣り
5,246
2,999
鐘型になっています。50代を境
80〜89歳
7,346
に女性の方が人口が増えるのも
5,538
70〜79歳
60〜69歳
8,416 典型的と言える図形です。
7,904
50〜59歳
7,806 典型的な図の中にも、よく考察
7,512
すると客層のターゲットを絞れ
40〜49歳
6,604
6,729
たり、色々な情報が読み取れま
30〜39歳
6,987
7,377
す。
20〜29歳
4,566
4,929
独自で調べて事業の武器にして
10〜19歳
4,793
5,198
0〜9歳
4,799（単位:人）みては如何でしょうか！？
5,031

平成27年度 決算・確定申告・消費税個別指導
派遣税理士
開催日
丹原本所
小松支所
高田勝人
2月19日（金）
高井真一
2月26日（金）
佐伯 貢
高井真一
3月 4日（金）
高田勝人
村上 亘
3月10日（木）
村上 亘
佐伯 貢

指導時間
13：30〜
16：00

※個別指導になりますので、希望の方はご連絡をお願いします。

商工貯蓄共済
2,000円（1口）で3つの機能

月額

貯蓄 保障 融資
加入できる方(加入者＝掛金払込者)
商工会員及びその家族・従業員
保障の対象となる方(被保険者)
6〜65歳までの健康な方。15歳未満の方は、加入して
いる死亡保険等の合計が1000万円未満の方。
加入期間と掛金
加入期間は10年で掛金は1口2,000円/月、被保険者1人
につき10口まで加入できます。
貯蓄…毎月の掛け金より保険料・経費を差し引いた残金を
積立金として10年満期で積み立てていきます。2年目
以降から銀行の大口定期扱いで金利が優遇されます。
保障…集団扱定期保険で、死亡保険金・高度障害給付金が
保障されます。また、オプションで医療保障特約型
を選択でき、ニーズに合わせた保障が選べます。
融資…掛金の延滞が無く、加入後6ヶ月以上経過した方が受
けられます。設備資金・運転資金・生活資金の用途
で、個人であれば保証人は不要です。
詳しい資料・説明を受けたい方は商工会までお問い合わせ下さい。

周桑商工会

経営のお悩みありませんか？

商工会は

行きます

聞きます
提案します

指導員が皆様のもとにお伺いし
一緒にお悩みの解決を図ります
必要に応じて専門家の派遣も
行っています(2回まで無料）

商工会イベント

写真大募集
商工会だよりや商工会ホームページで使用する
写真を募集します。お祭りで撮った写真、よく
撮れてるのに使ってくれないかしら？なんて方
は是非下記Ｅメールアドレスまで！

お問い合わせ
【本所】 住所
〒791‑0508 西条市丹原町池田1711番地1
ＴＥＬ
0898‑68‑7244
ＦＡＸ
0898‑68‑3544
【支所】 住所
〒799‑1101 西条市小松町新屋敷甲364‑1
ＴＥＬ
0898‑72‑2119
ＦＡＸ
0898‑72‑2965
E‑mail info@shusou.or.jp URL http://www.shusou.or.jp/

