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Information

新春のご挨拶
庄原商工会議所会頭

佐々木 満

新年明けましておめでとうございます。平成３０

心機一転、国への新たなパイプ作りをどうするの

年新春、穏やかな三が日でしたが、皆様におかれま

かということを考えていかなければならないと感

してはお健やかに新年をお迎えのこととお慶び申

じております。
地域経済については一言「良くもなく、そう悪く

し上げます。

もなく」といった一年でありましたが、なんと言っ

さて、日本経済は「緩やかな回復基調」のもと、
製造業、輸出産業を筆頭に活況を呈し、日経平均

ても人口問題とそれに伴う働き手不足がここ一、

も２６年ぶりの高値となりました。また、広島県に

二年で一気に深刻な課題になっております。昨年

おいても製造業を中心に景気は上向き、経済指標

１１月末のデータでは、人口は外国人を合わせて３

も軒並み全国平均を大きく上回る伸長率で賑わっ

６，
３４６人となり、前年に比べ７００人の減少、有効

ておりますが、一方で地方においては地域経済と

求人倍率は全体で１．
９６倍という高い数値で推移

それを支える中小・小規模事業者においては深刻

しております。業種においては、販売の職種で９

な人手不足と消費の低迷などで、依然として好景

倍、介護・看護で６．
７倍、建設で２．
９倍と、極めて厳

気を実感するに至っておりません。最近、
ややトー

しい求人状況にあります。また、観光においては正

ンダウンしているように見受けられる国の地方創

式なデータが出ておりませんが、秋口・年末と週末

生や中小・小規模事業者への手厚い支援策を期待

の悪天候が影響し、若干の前年割れでの推移予想

したいところです。

となっております。また、市長肝いりの「いざなみ

庄原におきましては、木山市長が再選を果たさ

街道」の開発に加え、今年はラフティング、丘陵公

れ、
この二期目がステップ・ジャンプの二段飛びの

園北ゲートの「道の駅」化と着実にメニューを充実

飛躍の任期になりますことをご祈念申し上げま

され、その政策が期待されるところであります。

す。そして、
ご引退されました亀井先生には、長年

さてこれから先、人口が減って行く中で嘆いて

のご指導・ご労苦に、深甚なる敬意と感謝の気持ち

いるばかりでは前に進めません。このピンチを私

をお伝えしたいと思います。同時に永山先生以

たちが大きく変わる、変わらざるを得ないチャンス

来、約半世紀の間、代議士を輩出してきたこの庄

と捉え、それぞれ、
また様々なイノベーションを押

原にとって受け入れがたい現実ではありますが、

し進めて行くことが大事であると考えます。

民間車検場

株式会社
広島県庄原市新庄町王子88-59

みづほ

業務のご案内

TEL 0824-72-1163㈹

●不動産の名義変更 ●成年後見
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●借金の整理
●簡易裁判所訴訟代理等

詳しくはホームページに記載しています。
庄原 司法書士

広島県庄原市新庄町382-1

TEL 0824-72-4521㈹

広島北部司法事務所

検索

（訴訟代理権認定第524014号）
（司法書士登録番号828号）
平成２９年４月１日より庄原市役所前に事務所移転しました。

新住所 〒727-0012 広島県庄原市中本町一丁目8番16号 TEL0824-72-2315
（要予約）
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そこで、新年にあたり私から二つの投げかけを

益というリスクを負ってでも、働き方改革を断行し

させていただきます。まず一点目は、最近進歩著

ていこうという流れです。例えば、別府「杉の井ホ

しいAI人工知能やICT、
IT、ロボット化をいかに取

テル」が約２億の減収になってでも１０日連続休業

り込んで省力化を図り、かつ生産性を上げていく

で社員の休みを確保されたという取り組みのよう

かではないかと思います。これらはこれまで一部

に、売上が一歩も二歩も後退してでも、一番大事

の業界、大企業の話と思われがちですが、実は私

な経営資源である「人」を中心に経営戦略を立て

たちの身近なところまで使えるようになって来て

る、
という考え方であります。いずれも云うは易く

おり、皆さまもそれぞれの業界で研究のことと思

行い難しではありますが、勇気を持って取り組ん

慮し、今後においても積極的な取り組みを祈念致

でいくことが重要と考えます。また「お互い様」や
「相互理解」といったこの地域の良さを活かし、ス

します。

テークホルダーの皆様にも暖かいご理解をお願

そして二点目は「値上げ力」と「働き方改革」に

い申し上げます。

ついてです。
リーマン以降、長らく続いたデフレ経
済の元で営業時間の延長、
より良いサービス・より

さて、最後になりますが、今年も当会議所は「頼

良いものをより安く、
という価値観が続き、価格転

りになる、攻める会議所」をスローガンに、総合経

嫁・値上げについては私たちは例えるならば「ゆで

済団体としてしっかりと地域の課題に取り組んで

ガエル状態」になっているのではないかと感じると

参ります。昨年二月には備北商工会、東城商工会

ともに、
ここ一、二年で大きく潮目が変わって来た

の三者で「庄原商工連携協議会」を立ち上げ、
「働

ように思います。その背景には、広島県の最低賃

き方改革セミナー」を開催した他、現在「雇用対策

金が８１８円に上昇し、
この１０年間で２２％の賃上

促進協議会」の設立準備も進めております。また、

げとなり、
これからも年３％が見込まれ、
７年後に

庄原市からのお声掛けで「官と民で人口問題対策

は最低賃金１，
０００円を予想する声も聞かれます。

に取り組みましょう」という提案をいただき、仮称

また足下では、石油・食料品などの原材料も高

ではありますが「庄原の人口問題をとことん考え
る民間会議」をこの月末からスタート致します。

騰してきており、いわば「待った無し」の状況では
ないかと考えます。会頭の私が価格転嫁・値上げ

このように、同じ志の仲間と共に手を携え、庄原

を煽るつもりではありませんが、
しっかりとした収

市の発展、地域経済の活性化に取り組んでまいり

益の元で給与水準を上げていくことも、人口問題

ますので、皆様方におかれましては引き続き、
ご支

の側面からしてもこの地域全体の課題ではないか

援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。結

と考えます。出過ぎた事を申しましたが「地域」を

びにこの一年が皆様に実り多い、飛躍の年になり

思っての事と、
ご理解賜れば幸いです。

ますことをご祈念申し上げてご挨拶とさせていた
だきます。

また、働き方改革についても最近経営者マイン
ドが変わってきたように感じます。それは、減収減
広島弁護士会所属
（弁護士登録番号47310）

三浦益隆法律事務所
業務内容

弁護士

三浦 益隆

■ 離婚・相続などのご家庭の問題

■ 債権回収・契約書チェックなどの企業様の法務

■ 交通事故・近隣トラブルなどの事故対応

■ その他法律業務全般・訴訟代理

〒727‐0012
広島県庄原市中本町一丁目3－1 渡辺ビル2階
庄原警察署隣 レッツ様2階

〒７２７ｰ０００４
広島県庄原市新庄町２８１－１

☎０８２４ｰ７４ｰ６３１０

https://www.miuramitsutaka-law-oﬃce.com/
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次世代につなげる
庄原いちばんづくり

庄原市長

木山 耕三

ばんいい」、
「いつまでもこの庄原に住みたい」
と

新年あけましておめでとうございます。謹んで

思うことができるよう、取り組んでまいりました。

新春のお慶びを申しあげます。

中でも、中国自動車道の東城ＩＣと中国やまな

まずは、昨年、庄原商工会議所の皆様をはじめ
関係各位のご協力により、
『「比婆いざなみ街道」

み街道の高野ＩＣを結ぶ路線｢比婆いざなみ街道｣

マラニック2017』
を無事、盛会裏に閉会すること

では、
マラニックをはじめとしたイベント等により、

が出来ましたことを改めてお礼申しあげます。

沿線の地域が持つ、
良質な食材や史跡を広く発信

庄原商工会議所におかれましては、昨年が創立

してまいりました。特に、比婆牛や豊かな自然が育

70周年ということで、様々な取り組みを積極的に

んだ米、
野菜は、
庄原市の産業の大きな宝であり、

実行していただきました。

これらを次世代、そして市外につなげていくため

まず、
１月には、備北商工会及び東城町商工会

にも、元気な現役世代が集う、庄原商工会議所と

との広域連携により、
「庄原商工連携協議会」を発

の連携をさらに深めるとともに、
これからも、庄原

足され、
これまで以上に、
「オール庄原」体制での

市の経済を支える皆様からのご意見やご発想を

地域経済活性化に取り組んでおられます。

賜りますよう、
お願い申しあげます。

また、湯﨑英彦広島県知事を講師に招いて開

最後になりましたが、第２期長期総合計画に揚

催された「働き方改革セミナー」
といった、企業の

げた将来像である「美しく輝く里山共生都市」の

先進的な経営を促進する活動にも、積極的に取り

実現をめざし、一層努力してまいりますので、皆様

組んでいただき、佐々木会頭をはじめ会員の皆様

のご理解とご協力をお願いいたします。

が、地域を元気にしていこうとされる姿に、大変あ

庄原商工会議所の益々のご発展と新しい年が

りがたく感じており、
また深く共感しております。

会員皆様にとって幸多き年となりますよう、心より
祈念しまして、新年のご挨拶といたします。

さて、市長就任以来掲げてきた「庄原いちばん
づくり」施策の効果を、
より一層実感し、庄原市の
次世代を担う子どもたちが、
「やっぱり庄原がいち

ホームページが一新しました！ http://www.v-style.co.jp/
三次店
山本屋
（可部店）
緑井本店
西風新都店
ゆめタウン廿日市店

西条店
呉店
三原学園通り店

廿日市市地御前

http://sogo-service.sakura.ne.jp
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年頭所感
日本商工会議所

会頭

三村 明夫

明けましておめでとうございます。

不足の顕在化が、賃金の上昇にも影響を及ぼし、

平成３０年の新春を迎え、謹んでお喜び申しあ

また、多くの中小企業における経営者の高齢化、
地方経済の疲弊など、経営者の悩みは尽きなかっ

げます。

たのではないでしょうか。

日本商工会議所会頭として５回目の新年を迎
えました。各地商工会議所の皆様におかれまして

このように不確実なことが多く、変化のスピー

は、
日頃から当所事業に一方ならぬご支援・ご協力

ドが速い時代の中では、民間企業の経営者の役

を賜り、年頭にあたり厚くお礼申しあげます。

割がますます重要となっており、各々の経営者が

さて、西暦で下一桁が７の年は、過去に金融に

「企業は何のために、誰のためにあるのか」を考

関わる大きな危機が訪れたこともありましたが、

え、その中で具体的にどう行動するべきかが問わ

昨年の世界経済は、米国経済が堅調に推移し、欧

れています。今年は明治維新から１５０年、また、

州も緩やかに回復、
中国では高成長から安定成長

東 京 、大 阪 、神 戸 の 三 つ の 商 工 会 議 所が設 立

へと軟着陸に向かっており、全体的に当初の予想

１４０周年を迎える年でもあり、
自らの企業経営の

を上回る安定した動きとなりました。わが国経済

あり方を振り返る好機でありましょう。

も、潜在成長率が回復したとはいえまだ１％程度

日本の資本主義と民間企業の発展に多大な貢

の実力の割には健闘しました。
しかし持続的な成

献を果たした渋沢栄一翁は、
「論語と算盤」
を著し、
「道徳経済合一説」
という理念の中で倫理と利益

長に向けて構造改革の推進とサプライサイド政

の両立を掲げております。その理念は商工会議

策の実行がますます重要になっております。
一方で、企業を取り巻く環境は、
ＴＰＰ１１の大

所の精神的な支柱として、現代に受け継がれてお

筋合意や世界の貿易量の急速な回復など明るい

ります。経営者の皆様には、是非とも渋沢翁の理

話題があるものの、北朝鮮問題、米国の保護主義

念を自らの経営にどう活かすのか、改めて考えて

的な政策、
ＢＲＥＸＩＴの動きなど、先行きの不透明

いただきたいと思います。
さて、大きな時代の変化の中で、平成３０年を

感も大きくなっております。日本国内では、人手

2,700
2,700
4,320
7,020

和洋折衷・ご希望・ご予算に合わせて用意いたします。

お問合せ・ご予約は お食事処 花ほぼろ TEL0824-75-4516
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迎えるにあたり、われわれ商工会議所が取り組む

創生など、
わが国経済の成長に関わる大変重要な

べき課題は山積しておりますが、私といたしまし

課題であります。今後５年間で団塊世代の経営者

ては、
「中小企業の課題解決が日本経済の成長に

３０万人が７０歳に到達する「大事業承継時代」を

直結するものである」との信念のもと、以下のよ

迎える中で、商工会議所として、事業承継税制を

うな課題に重点をおいて取り組んでいきたいと

はじめ、国の施策をフル活用し、わが国経済を支

考えております。

える中小企業の円滑な事業承継を後押ししてい
く必要がありますので、引き続き、皆様のご協力

１点目は、
「人手不足の克服」です。深刻化する

をよろしくお願い申しあげます。

人手不足は、特に中小企業で顕著であり、およそ
６割の企業が人手不足を訴え、
この先もますます

３点目は、
「地方創生」への取り組みです。第一

深刻化することが確実です。わが国における人手

次産業の活性化、およびインバウンドのみならず

不足解消のためには、女性、高齢者、外国人など

国内観光を含めた観光振興による地域・地方の活

の多様な人材の活用とともに、
ⅠＣＴなどを活用し

性化に引き続き取り組みます。さらに、
２０２０年オ

た生産性の向上が不可欠です。商工会議所として

リンピック・パラリンピックは、
わが国の魅力を世界

は、会員企業への支援に必要な施策を政府の各

にアピールする絶好の機会であり、招致から続け

種会議などで要請していくとともに、支援事業の

てきた大会成功に向けての取り組みは、商工会議

実施に取り組んでいきます。また外国人材のさら

所の使命の一つと捉えております。加えて、大阪・

なる活用についても、時代に応じた抜本的な見直

関西における２０２５年国際博覧会の誘致も強力

しを訴えていく所存です。

に進めていくことが重要であります。

２点目は、
「事業承継」への取り組みです。昨年

平成３０年は、上述の課題を解決・克服していく

は、事業承継税制の抜本拡充を求める「推進大

ための１年にしたいと考えております。
「未来を拓

会」を開催するなど、全国の商工会議所の総力を

く商工会議所」
として、
日本商工会議所では、全国

挙げて、政府・与党へ働きかけた結果、平成３０年

５１５商工会議所、青年部、女性会などとの連携を

度税制改正において、
商工会議所の意見が多く盛

さらに強化し、企業、地域、
ひいては日本経済の持

り込まれた形で、
事業承継税制の抜本拡充が実現

続成長の実現に向けて全力で取り組んでまいり

しました。改めて税制改正の実現にご協力いただ

ます。

いた関係各位に厚く御礼申しあげます。中小企業
の事業承継は、単なる相続の問題ではなく、世代
交代による中小企業の活性化、生産性向上、地方

内装仕上工事業知事許可番号13812

http://www.nswest.co.jp

庄原市新庄町３６６－２
ＴＥＬ 0824-72-2033
ＦＡＸ 0824-75-0020

TEL・FAX（0824）72-0602
6

Information

表彰受賞者名簿
順不同、敬称略

永年会員事業所表彰〔継続50年以上〕
㈲いとう
いわまつ
胡子商店
㈲エムランド
大江商店
岡辺被服㈱
岡本金物店
金島製畳本店
㈲神原木工
㈲共栄自動車商会
倉田㈱庄原営業所

小林建設㈱
㈲サンエイドー
静香
（一社）庄原青年会議所
㈱庄原中央タクシー
庄原通運㈱
㈲ステップ
世応青香園
セブン
鮮コーポレーション㈱
田上電機商会

㈲多田硝子店
戸田理容院
濁川簡易郵便局
西川香花園
西田食料品店
広島和田金属工業㈱
富士カ木材㈱
藤本刃物店
ホンダスポーツ
松本額縁店
㈱みづほ

㈲光永
㈲光永運送
八重子美容室
山ロボデー㈲
ヤマダ洋服店
㈲ヨシカワ
読売センター庄原
㈲渡辺電気商会

（以上41事業所）

永年勤続優良従業員表彰〔30年以上〕
福場 雅之 広島みどり信用金庫
新田 博美 広島みどり信用金庫
井澤 一憲 広島みどり信用金庫
友清まゆみ 広島みどり信用金庫
神田 和美 広島みどり信用金庫
山岡 俊恵 広島みどり信用金庫
小田 昌明 広島みどり信用金庫
川戸 喜荘 広島みどり信用金庫
櫻井 研二 広島みどり信用金庫
渡邉 義文 広島みどり信用金庫
森保 典子 広島みどり信用金庫
若　　都美 広島みどり信用金庫
諏訪 勝彦 広島みどり信用金庫
緑谷 則昭 ㈱西上デパート
永岡 清子 ㈱西上デパート

大谷 和子
橋本千津美
佐々木千奈美
坂　　正治
片桐 智治
矢吹 典男
桒原 憲明
下井 昌充
平田 朝久
伊達 道雄
島津 宏明
坂本 靖英
久保田卓史
平田 良枝
松浦 宏壮

㈱西上デパート
㈱西上デパート
㈱西上デパート
長岡鉄工建設㈱
長岡鉄工建設㈱
長岡鉄工建設㈱
長岡鉄工建設㈱
長岡鉄工建設㈱
長岡鉄工建設㈱
長岡鉄工建設㈱
㈱角栄組
㈱角栄組
山ロボデー㈲
山ロボデー㈲
山ロボデー㈲

梶田 和則 山ロボデー㈲
山口ミユキ 山ロボデー㈲
杉谷真知子 ㈱山びこ
塚本 邦彦 辰栄製作㈱
横山 忠行 辰栄製作㈱
田川 清登 辰栄製作㈱
稲垣 光宣 辰栄製作㈱
伊藤 良三 辰栄製作㈱
田原 義高 辰栄製作㈱
山口 香苗 リラ理容院
土井 香織 ㈲共栄自動車商会
田原　　緑 ㈲共栄自動車商会
熊野 隆志 ㈲共栄自動車商会
西本 一成 ㈲共栄自動車商会
山本　　勝 長岡商事㈱
（以上45名）

永年勤続優良従業員表彰〔20年～29年〕
西岡 佳子
是久てるみ
吉原 孝文
坂井美智晴
大原由美子
森平 恵子
松下 幸樹
道上 佳明

㈱西上デパート
㈱西上デパート
㈲比婆観光センター
旭有機材㈱広島工場
旭有機材㈱広島工場
旭有機材㈱広島工場
旭有機材㈱広島工場
旭有機材㈱広島工場

菟原 康栄
福原 睦博
大歳 正樹
溝上 浩幸
福永 健三
渡辺　　誠
掛 真佐夫
岡本 京子

旭有機材㈱広島工場
旭有機材㈱広島工場
旭有機材㈱広島工場
旭有機材㈱広島工場
旭有機材㈱広島工場
旭有機材㈱広島工場
山ロボデー㈲
おもちゃのハラ

藤谷しおり
松尾 明彦
徳山 秀司
滝口 秀史
妹尾 卓也
主田 弘子
寺迫 英男
松村 篤子

㈱ふじハートサービス
平和印刷㈱
平和印刷㈱
平和印刷㈱
平和印刷㈱
ユカワ紙化産業㈱
日興自動車㈱
㈲香川商会
（以上24名）
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永年勤続優良従業員表彰〔10年～19年〕
阿部ひろみ
林　　希美
宮本 健二
積山 弘幸
西永 明美
兵間 麻里
松尾 博美
宗光 貴弘
宮尾 大治
入瀬 圭祐
宇和田達昭
錦織 直隆
森　　正樹
橋本　　茂
山口 勝之
泉川 典子
桒原 景子
兼本 伸幸
元原　　渡
藤谷　　稔
加藤 康登

㈱西上デパート
㈱西上デパート
㈱冨士精密
㈱冨士精密
㈱冨士精密
㈱冨士精密
旭有機材㈱広島工場
旭有機材㈱広島工場
旭有機材㈱広島工場
旭有機材㈱広島工場
旭有機材㈱広島工場
山ロボデー㈲
山ロボデー㈲
山ロボデー㈲
山ロボデー㈲
㈱山びこ
㈱山びこ
㈲はなや
㈱ふじハートサービス
㈱ふじハートサービス
㈱ふじハートサービス

藤谷 健司 ㈱ふじハートサービス
大屋 卓郎 平和印刷㈱
武谷 陽子 平和印刷㈱
伊藤 哲夫 平和印刷㈱
浅井 富裕 平和印刷㈱
河上 洋子 平和印刷㈱
土井 祥成 平和印刷㈱
安野 美江 美容室 Kicchou East
小林みゆき 日興自動車㈱
篠原 功一 ㈲香川商会
塚本 幸次 ㈱グリーンカクエイ
竹森 景子 ㈱グリーンカクエイ
瀬尾 次男 ㈲共栄自動車商会
森岡 明美 ㈲共栄自動車商会
亀山 慶一 ㈲共栄自動車商会
藤谷 雄一 ㈲共栄自動車商会
神田 英明 ㈲共栄自動車商会
清水 博生 ㈱グリーンウインズさとやま
佐竹 範昭 ㈱グリーンウインズさとやま
山邊 将兵 ㈱グリーンウインズさとやま
松村 信弘 ㈱グリーンウインズさとやま
（以上42名）

特別表彰

福場 弘治
元原　　渡

永年勤続表彰

㈱西上デパート
㈱ふじハートサービス

藤井

興亜（31年） 三玉酒店
淑子（31年） ㈱菊精

永年就任役員・議員表彰〔就任20年以上〕
西田
武田

㈱後藤商店

庄原ブロック工場
（以上３名）

永年就任役員・議員表彰〔就任30年以上〕
三玉
岡田

静雄

昌史（22年） 鮮コーポレーション㈱
康治（28年） ㈱たけだ

宮西
伊藤

重利（31年） ㈲宮西商店
俊清（31年） ㈱和泉光和堂

塩本

誠二（28年） シンセイアート㈱

（以上４名）

（以上３名）

永年勤続職員表彰〔勤続20年以上〕
事務局長

栗部

秀道（30年）

相談課長

平岡

順一（25年）
（以上２名）

ひろしま牛

黒毛和牛
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No.66

一般社団法人庄原青年会議所

住所

〒727ｰ0011

TEL

JCルームFAX兼用 ０８２４ｰ７２ｰ9116
０８２４ｰ７２ｰ2121
http://shobarajc.sakura.ne.jp/jc/

H P

Facebook

庄原市東本町1-2-22

会員情 報

！

こんな
仕
やってま 事
～す

https://www.facebook.com/shobarajci/

青年会議所とは、修練・奉
仕・友情の三信条のもと、明
るい豊かな社会の実現を目指
し世界中のメンバーが日々活
動している団体です。
庄原郵便局
庄原青年会議所も行政改革
やボランティア等、様々な事
業を行い、社会的課題に積極
的に取り組んでいます。近年
では、空き家活用事業・金藤
理絵水泳レベルアップ教室・
市長懇談会・公開討論会等、
市民の皆様と共に創り上げる事業の他に、自身のスキルや知識を伸ばすために行
う講演会や勉強会を行っています。詳しくは庄原青年会議所のホームページや
Facebookをご覧下さい。
庄原青年会議所は今年会員拡大に力を入れております。未来の庄原市の為に、
将来の自身の為にも、私たちと一緒にまちづくりを行いましょう！

㈲渡辺電気商会

㈲県北商事
藤野医院
広島県
北部建設事務所
庄原支所

ココです

このコーナーは会員さんが自由に使っていただけます。会社（事業所）
・お店の紹介をしませんか？
庄原商工会議所

お申込み・お問合せ

会員情報担当

北村

無料

遠慮なくなんでもお問い合せ下さい。

■県融資制度

◎マルケイ融資（小規模事業者経営改善資金）
2.000万円

◎小規模事業資金（信用保証付）
運転資金 1,250万円（10年以内）
設備資金 1,250万円（10年以内）
金
利 1.4％

1,500万円を超える融資の場合は事業計画書の提出が必要です

融資

まるごと

■日本政策金融公庫国民生活事業

（運転資金:7年以内・設備資金:10年以内）

金
利 1.11％
◎普通貸付
運転資金 4,800万円（５年以内）
設備資金 4,800万円（10年以内）
金
利 1.25％～
（返済条件により利率が変わります。）
◎セーフティネット貸付
運転資金 4,800万円（５年以内）
設備資金 4,800万円（15年以内）
金
利 1.25％〜

■庄原市融資制度
運転資金
設備資金
金
利

1,000万円（10年以内）
1,500万円（10年以内）
2.10％（信用保証付）

詳しくは、庄原商工会議所までお問い合わせ下さい。

（返済期間、担保保証人の有無によって利率が変わります。）



TEL72-2121

各種塗装工事・吹付工事・防水工事
一般建築塗装（住宅の塗装・塗替え）
光 触 媒 塗 料（太陽が分解・雨が流す）

有限会社

庄栄産業

庄原市板橋町5378-3《

Masumoto Mokkou CO.,LTD

庄栄塗装》

〒727-0003
広島県庄原市是松町20-23(庄原工業団地内)

TEL(0824)75-4001㈹ FAX(0824)72-0410
TEL (0824)72-2728

FAX (0824)72-0973

E-mail masumoto@poem.ocn.ne.jp
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正社員
募集中
詳しくは
ご連絡ください。

Information

●お問い合せ先

庄原商工会議所

庄原市東本町1-2-22
■ TEL0824-72-2121
■ FAX0824-72-6608

印刷の原点を大切にし、
新しい時代への進化を成す

貸切バス
（大型・中型）
のご用命は
備北交通へおまかせください。

本 社 ・ 工 場／ 〒727-0004
広 島 支 店／ 〒733-0842
三 次 営 業 所／ 〒728-0013
安 芸 高 田 営 業 所／ 〒731-0501

広島県庄原市新庄町5088番地58
広島県広島市西区井口一丁目15-25-112
広島県三次市十日市東六丁目13-35
広島県安芸高田市吉田町吉田758-3-503

www.shinseiart.com

10

TEL 0824-72-7890 FAX 0824-72-2128
TEL 082-276-0073 FAX 082-276-4031
TEL 0824-62-3716 FAX 0824-62-5635

