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Information
ざい

庄原おばん菜
プロジェクト始動
昨年度、庄原商工会議所が創立70周年を迎え、この節目に合わ
せた記念事業として新たに庄原の「食」に関してプロジェクトの立
上げを行います！

月）より

右記の店舗にて5月7日（

目印は
この看板

各店がこだわり抜いた
“庄原産のメニュー”を
ご提供・販売しております。

この写真の
表示メニューは
サンプルです。

皆さんもぜひメニューの“全制覇”めざして
お店に足を運んでください!!
プロジェクト名

庄原おばん菜（ざい）プロジェクト ～ほぼ庄原産 健康ごはん～

目

的

庄原の新しい「食文化」を創出し、その周知及び開発を継続的な事業として
行うことによって庄原の「食」を定着させ、まちの活性化を図るものです。
庄原市内外に向けて庄原の「食」を広く発信し、庄原の「食」に対する意識の
定着を図ることを目的としています。

方

針

庄原市も普及促進にあたっている「食育」を組み合わせ、参加店舗主体の取組として
発展させていくと同時に、教育・福祉・健康など多種にわたり波及効果を
生み出していくものです。

実施内容

庄原産米を含めた食材を7種類（もしくは70％）使用することを一定条件とし、
統一認定するものです（食材種類、メニューは各店自由）。

広島弁護士会所属
（弁護士登録番号47310）

まごころと信頼の提供

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

庄原市総合サービス株式会社
〒727-0012
庄原市中本町二丁目13-24

TEL.0824-75-0600

☎０８２４ｰ７４ｰ６３１０

FAX.0824-75-0611

http://sogo-service.sakura.ne.jp

https://www.miuramitsutaka-law-oﬃce.com/
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各店舗の提供メニューはこちら！

株式会社

グリーンウインズ さとやま
〒727-0011 広島県庄原市東本町一丁目8-17

TEL 0824-72-7211 FAX 0824-72-7216

お食事処

花ほぼろ

〒727-0004 広島県庄原市新庄町291-1
「食彩館しょうばらゆめさくら」内

ご予約・お問い合わせ TEL 0824-75-4516
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Information

第３回

庄原さくらフェスティバルが
開催されました!!
４月８日（日）に上野総合公園芝生広場にて
「第３回 庄原さくらフェスティバル」が盛大に開
催されました。今年度は庄原の桜をより多くの観
光客の方々にアピールすべく初の試みとして、桜
に関するイベント全体を「しょうばら桜物語」と
題し、
“上野公園さくら祭り”と当フェスティバル
とのコラボ開催を実施致しました。
当日は、季節はずれの雪が舞い、とても寒い中
での開催となりましたが、
“庄原愛”溢れる多くの
ブース出店者様・ご来場者様のおかげをもちまし
て、無事盛況のうちに終えることができました。
これからも市民一丸となり、この“庄原市”を広く
県内外にアピールする活動の場をより多く提供
できるよう、庄原商工会議所も“工夫”をもって
頑張ってまいります！

2,700円

1時間
当日
1,080円 3,240円
1,296円 5,940円
1,620円 8,100円

から

1日たったの

24時間
4,320円
7,020円
9,180円

TEL・FAX
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会 員 情 報

庄原ガーデンヒルズ

No.70
住所
TEL

ホームページ
メール
営業時間

こんな 仕事
やってま～す

!

〒727-0021 広島県庄原市三日市町４-10
FAX 0824-74-6018
0824-74-6017
https://www.shobara-furari.jp/facility/?anchor-id=target_shop01
toshiharu_tanida@peace-winds.org
レストラン11：00～14：00・17：00～21：00 カフェ・ショップ 10：00-17：00

3月24日にオープンした備北丘陵
公園北エリア 里山の駅庄原ふら
りの中に庄原ガーデンヒルズ（レス
トラン、カフェ、ショップ）をオープン

いたしました。レストランは国兼池
や緑豊かな景色を見ながら食事し
ていただける店内となっています。
ランチタイムはセルフ方式の営業に
変更しリーズナブルに楽しんでいた
だけるようになっています 。ディ
ナータイムは中国人料理長の作る
本格中華を楽しんでいただけます。
宴会コース、お弁当もご用意してい
ます。テラス席はわんちゃんと一緒
にお食事を楽しんでいだけます。カ
フェは国兼池を見下ろすロケーショ
ン抜群の店内となっています。店内

はわんちゃんと一緒に入っていただ
けます。ショップは地元特産品とお
しゃれなガーデニンググッズを取り
揃えています。庄原ガーデンヒルズ
は庄原市民と観光客に長く愛され
る施設に育てて行きたいと考えてい
ます。皆様ご来店をお待ちしており
ます。
田園文化
センター

カレー屋
至三次
丘陵公園
北入口
里山の駅
庄原ふらり内

至西城

183
ザグザグ

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？ 無料
●お申込み・お問合せ

遠慮なくなんでもお問い合わせ下さい。

庄原商工会議所 会員情報担当 北村

まるごと
融資

県融資制度

日本政策金融公庫国民生活事業
★マルケイ融資
（小規模事業者経営改善資金）
2,000万円
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。

（運転資金：7年以内・設備資金：10年以内）
金
利 1.11％（4／2現在）
★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％〜
返済期間、担保保証人の有無によって利率が変わります。

★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 1.40％

庄原市融資制度
★運転資金 1,000万円（10年以内）
★設備資金 1,500万円（10年以内）
★金
利 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。
TEL72-2121

スバルショップ庄原・庄原七塚

有限会社
http://www.nswest.co.jp

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

共栄自動車商会

庄
原／ 庄原市東本町1-10-11 tel.72-2137
庄原七塚／ 庄原市七塚町805-4 tel.74-0641
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Information
広島北部地域職業訓練センター職業訓練

講

座

名

介護福祉士実務者研修通信課程（土日コース）

期

間

時

定員（人）受講料

間

（上段：会員

下段：一般）

資格による
（テキスト代別）
無資格／102,720 2級又は初任者研修／87,720
ヘルパー1級／72,720

7/1～12/23

日

9：30～17：30

20

接遇応対訓練
（人の接し方）

7/4

水

13：00～17：00

15

新入社員フォロー研修

7/4

水

9：00～16：00

20

7/5・7/6

木・金

9：00～16：00

15

7/9～11/15

月・木

18：30～21：00

15

7/10・7/11

火・水

9：00～16：00

15

7/19・7/20

水・木

9：00～16：00

15

7/25

水

13：00～17：00

15

果樹剪定
（夏季）

7/31～8/3

火～金

9：00～16：00

15

Ｅｘｃｅｌ

7/18～8/6

月・水

13：30～15：30

10

8,000円（テキスト代別）

7/9～8/6

月・木

18：30～20：30

10

10,000円（テキスト代別）

監督者訓練

第２科
（改善の仕方）

日商簿記２級受験準備講座
中間管理職研修
（実践リーダーシップ向上研修）
中間管理職研修
（コンプライアンス講座）
接遇応対訓練
（ビジネススキルの基本）

応用コース

Webデザインコース
（夜）

6,000円
7,000円
6,000円
7,000円
16,000円（昼食費込）
19,000円（ 〃
）
22,000円（テキスト代別）
27,000円
（
〃
）
18,000円（昼食費込）
20,000円（ 〃
）
18,000円（昼食費込）
20,000円（ 〃
）
6,000円
7,000円
15,000円

※定員になり次第、
受付を締め切らせていただきます。
ご了承ください。 ※時間は変更になる場合があります。

4月

木曜会

The meeting
on Thursday

「大腸がん」をテーマに開催しました。

4月19日
（木）
に4月の木曜会を
開催しました。
今年度最初の木曜
会ということで7名の新入会員さん
を迎えてのスタートとなりました。
講話では庄原市西城町出身で
ある日本赤十字社庄原赤十字
病院第一外科副部長の髙橋一剛氏をお招きし、
「備北地域に高度医療の提供を目指して～大腸が
んをテーマに～」と題しお話しいただきました。
日本人の死因第1位は悪性新生物
（がん）
であり、
そ
の割合は全体の28%を占めています。
そのがんの中で
も新規患者数別にみると大腸がんが最も多く、
年間約
20万人が発症しています。
そういった中、
大腸がんの
治療では従来からの化学療法や手術等に加え、
近年、
効果が高い分子標的薬なども導入されています。
しかし、大腸がんの死亡率推移をみると他部位
と比較して近年上昇傾向にあります。その原因は、
「早期発見・早期診断」ができていないことです。大
腸がんのステージごとの五年生存率はステージが
高くなるほど悪化し、ステージⅣでは急激に数値が
下がります 。
（ ステ ージ 0 = 9 4 % ステ ージⅠ
=91.6% ステージⅡ=84.8% ステージⅢ=60～

建物総合管理

77.7% ステージⅣ=18.8%）このため、いかに早
く発見し、治療できるかが重要なのです。
大腸がんの検査には、大腸内視鏡検査と便潜血
検査の二種類があります。
一般的に、
大腸内視鏡検
査に対しては抵抗があり、より簡易な便潜血検査を
選ぶ方が多いのが現状とのことです。しかし、便潜
血検査では病変を見逃す可能性もあり、
過去にそう
いう症例もあったとのことです。一方、大腸内視鏡
検査では、直接患部を見るので発見する可能性が
非常に高くなります。
以上のことを踏まえ髙橋氏は、
大腸がんの検査においては大腸内視鏡検査の受診
を強く勧めておられました。
庄原市には日本赤十字社庄原赤十字病院があ
り、隣接する三次市には市立三次中央病院もあり
ます。中山間地域において短距離に二つの総合病
院が立地している例は少なく、恵まれた環境である
ことは髙橋氏も講話の中で指摘されておりました。
その環境を活かし、早期
発 見・早 期 診 断を心 が
け、皆が安心して暮らす
ことができる地域を作り
上げていきましょう。

建築設計事務所
建 築 工 事 業
土 木 工 事 業

◆ビル清掃＆冷房設備等保全管理◆貯水槽清掃作業
◆衛生害虫駆除◆ゴミ収集運搬◆アパート清掃
◆エレベータ・消防設備保守点検 ◆ハチ駆除
◆一般住宅の片づけ及びハウスクリーニング その他

と び・土 木 工 事 業
管 工 事 業
水道施設工事業

公共下水道登録
集 落 排 水 登 録
庄原市指定給水登録

〒727-0021 広島県庄原市三日市町299-3
本

社 〒727-0012 広島県庄原市中本町一丁目３-３１
TEL（0824）72-0655 FAX72-7581

TEL
（0824）72-3146㈹
FAX（0824）
72-2454
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広島県働き方改革実践企業認定制度
30年度募集のご案内
この制度は，
働き方改革の優れた取組を実践し，
様々な成果・効果を上げている企業を認定するもので
す。
認定を受けて，
あなたの企業の取組をＰＲしませんか？

◆募集期間 ①６月１１日
（月）〜７月６日
（金）②１０月１５日
（月）
〜１１月９日
（金）

認定企業には様々な特典があります！！！
◆認定特典
①認定マークを使用できます
②PRグッズを提供します(のぼり、
PRポスター、
ピンバッジ)
③新聞広告を掲載します
④情報発信をします(取組を取材・記事にしてHPに掲載)
⑤人材確保に向けた応援をします(中小企業等奨学金返済支援制度導入補助金の補助率アップ、
合同就職説明会
（労働局・県主催）
等への参加優遇、
ハローワーク等でのPR)
詳しい制度内容の
お問い合わせ・申請先

庄原市役所

保険医療課からの

広島県商工会議所連合会 TEL（082）222-6631
E-mail：kikaku@hiroshimacci.or.jp

お知らせ

広島県商工会議所連合会

働き方改革認定

検索

煙が見えなくてもご注意を！
「加熱式たばこ」
のたばこの屋内使用を禁止することが必要です。
また、
広島県がん対策推進条例では、
受動喫煙
防止のために禁煙分煙状況を店舗入口の見やす
いところへ表示するよう義務付けていますが、平
成30年1月末現在の庄原市の禁煙分煙状況表示
の実施状況（飲食店のみ）は、186店舗中54店舗
（29.0％）という状況です。表示シールは市役所
保健医療課で配布していますので、表示をしてい
ない店舗の管理者の方は、禁煙分煙表示をしま
しょう。

近年、加熱式たばこで喫煙している人が増えて
います。加熱式たばこは紙巻たばこと比べて、た
ばこの先端から出る煙（副流煙）や臭いが少ない
ため、
喫煙者本人や喫煙者の周囲にいる人への害
が少ないように宣伝されています。
加熱式たばこは、
火を使わないため一部の有害
物質は少ないですが、ニコチンやタールなどの有
害成分を含んでおり、
健康に悪影響がないとは言
い切れません。そして、喫煙者の口から吐き出さ
れる息には有害物質が含まれているため、
紙巻た
ばこと同様に受動喫煙が起こります。
煙や臭いが
少ない＝害がないという事ではありません。最近
では、
「禁煙表示をしていても加熱式たばこは使
用可」という店舗を備北圏域でも見かけますが、
受動喫煙の防止には、
加熱式たばこを含めた全て

［参考資料］
非燃焼・加熱式タバコや
電子タバコに対する
日本呼吸器学会の見解

ひろしま牛

民間車検場

黒毛和牛

株式会社
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みづほ

広島県庄原市新庄町王子88-59

TEL
（0824）
72-1163㈹

広島県庄原市新庄町382-1

TEL
（0824）
72-4521㈹

〒727-0011

本制度についてのお問い合わせ・お申し込みは

広島県庄原市東本町1-2-22

TEL.0824-72-2121 FAX.0824-72-6608

庄原商工会議所

URL http://www.shobara.or.jp/
e-mail scci@shobara.or.jp

業務のご案内
●不動産の名義変更 ●成年後見
●相続登記・遺言
●会社の登記
●借金の整理
●簡易裁判所訴訟代理等

〒727-0004
広島県庄原市新庄町281-1

詳しくはホームページに記載しています。

TEL：0824-73-1800
FAX：0824-73-0100
http://www.kanponoyado.japanpost.jp/

庄原 司法書士
かんぽの宿

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。

検索

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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