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～　伊予商工会議所　会頭　藤村泰雄　～年頭のあいさつ

　あけましておめでとうございます。

　皆様方には、御家族お揃いでつつがない新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。

　また、旧年中は当会議所の事業活動に対しまして多大な御支援と御協力を賜り厚く御礼申し上

げます。

　さて、我が国経済は20年続いたデフレを脱却しつつありますが、私ども中小商工業者を取り巻

く環境は依然として厳しく、少子化による生産年齢人口の減少、いわゆる働き手の減少や、大型店

の進出などによる地方の商店街の活力低下が懸念されております。

　このため、伊予商工会議所といたしましても、会員中小商工業者のニーズを的確に把握し、地域を支える総合経済

団体として、これまで以上にきめ細かな対応をしていかなければならないと考えております。

　そこでまず、会員事業所の求人需要に応えるため、当会議所の職業紹介事業の一環として、平成29年3月卒業予定

の伊予農業高校生を対象とした企業説明会を、今年のゴールデンウィーク頃に開催する方向で現在学校側と調整して

おります。会員事業所の中には高校生の採用を見込む業種も多く、また、伊予農高生も地元志向が強いとのことであり、

企業説明会で事業内容をPRし、伊予農高生の理解を得て、うまくマッチングできればと考えております。

　次に、中心市街地に活力を取り戻すため、「得するまちのゼミナール」いわゆる「まちゼミ」に今後取り組んでいく方

向で伊予市商業協同組合と検討を重ねており、まず、2月に「まちゼミ」で成功している先進地から講師を迎え、商店街

の皆様と勉強会を開催いたします。そして、年内には伊予市の商店街で実際に「まちゼミ」を開催していきたいと考え

ております。

　「まちゼミ」は御存じの方もあろうかとは思いますが、商店主が専門知識を活かし講師となり少人数のお客様に店

先等で、例えば、魚のさばき方教室とか簡単な着付け教室などを開催し、これを継続することにより、お客様にお店を知

ってもらい、足を運んでもらい、そのお店のファンになって頂いて商店街全体を活性化しようとするものであります。

　以上、年頭に当たり会議所の新たに取り組む事業の一端を申し上げましたが、最後にもう一点、今年は会議所議員、

役員の改選の年であります。このため、6月の通常議員総会から議員改選の手

続きを開始し、11月1日には新議員のもとで臨時議員総会を開き、新役員を決定

する予定であります。どうか皆様方には議員改選へ向けて積極的な協力を賜り

ますようお願い申し上げます。

　申年は災難が去る年とも言われております。皆様方にとりまして本年が実り

ある年となりますよう祈念申し上げまして新年の御挨拶と致します。

■応募資格　　①高等学校卒業以上　　　　　　　　　　②日商簿記3級以上（採用後の取得は可）

　　　　　　　③パソコン操作（Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ）が出来る方 ④普通自動車免許保有もしくは、採用後取得可の方

■採用人数　　１  名

■応募期限　　平成２８年1月１９日（火） 【当日必着】

■提出書類　　履歴書(写真付）、職務経歴書

■採用時期　　平成２８年４月1日（金）

■待　　遇　　○初 任 給　大卒  １５４,８００円　高卒  １３７,６００円　（既卒者は、年齢・経験等を考慮）

　　　　　　　○諸 手 当　通勤手当、扶養手当、住宅手当等

　　　　　　　○社会保険　健康保険、厚生年金、雇用保険等

　　　　　　　○勤務時間　８：３０～１７：１５　時間外あり

　　　　　　　○休　　日　土日祝、年始年末、お盆（８/１５）、地方祭（１０/１５）

　　　　※応募者多数の場合は、書類選考後連絡致します。面接及び筆記試験は、１月２９日（金）です。

～　当　所　正　規　職　員　の　募　集　を　行　い　ま　す　～



　昨年の秋の叙勲において当商

工会議所元会頭の城戸恒氏（ヤ

マキ㈱取締役相談役）が、産業振

興における顕著な御功績によ

り、旭日小綬章を受章されました。

　城戸氏の当所における経歴

は、昭和36年9月に議員に就任

され、昭和58年6月に会頭に就

任されました。その後、平成12年

3月までの16年間に亘り会頭を務められ、現在も当所顧

問として、地域産業振興はもとより各種事業活動に尽力さ

れております。

　このたびの御受章を、心よりお祝い申し上げますとと

もに、益々のご活躍をお祈り申し上げます。

　このたび「得するまちのゼミナール」

導入研究事業を実施する運びとなりまし

た。この事業は、経営者自らが新たな顧

客づくりと売上増加を目的に商店主が講

師となって、専門知識やプロならではのコツを無料で提

供する少人数制のゼミ「まちゼミ」を継続的に実施する

ことにより、お店の存在や特徴を知っていただくととも

に、お店のファン創りを進め個店と地域（商店街）の活性

化を目指すものです。つきましては、下記のとおり勉強会

を開催いたしますので、この機会にぜひご参加ください

ますようご案内申し上げます。

■日時 ： 2月13日（土）19：00～　14日（日）9：30～

■場所 ： 伊予商工会議所  会議室

　　※詳細は同封のチラシをご覧ください。

「森田県連会頭のあいさつ」

　続いて、地方再生の推進他10項目の提案理由を説明。

愛媛県中小企業・小規模企業活力強化集会では、「経済好循環

の原動力である中小企業・小規模事業所の活性化を」などの議

題が提出され、我が国の成長力強化を地域創生に向けた本大

会議案の実現に、総力をあげて取り組むことを宣言し、大会を

終了。最後に「日本経済の野望ーアベノミクスの評価と今後ー」

と題し、第一生命経済研究所　経済調査部主席エコノミスト永

濱利廣氏による記念講演が開催されました。

　県下9商工会議所の役員・議員が出席して、愛媛県商工会議

所議員大会並びに愛媛県中小企業・小規模企業活力強化集会

が、11月17日（火）に、大洲市リジェール大洲で開催されました。

はじめに、愛媛県商工会議所議員大会が開催され、森田県連会

頭が開会のあいさつをのべた後、多年にわたり商工会議所の発

展に貢献のあった役員・議員及び職員の表彰が行なわれました。

なお、当所関係受賞者は、次のとおりです。

　■役員・議員として、在任若しくは在職の功労者

　　（在任30年）　　　議　員　　西　岡　義　雄

　　（在任15年）　　　副会頭　　藤　井　祐一郎

　　（在任15年）　　　常議員　　亀　岡　英　文

　　（在任15年）　　　常議員　　渡　邉　政　富

　　（在任15年）　　　議　員　　玉　井　　彰

　■職員として、勤続の功労者

　　（在職25年）　　　職　員　　白　川　正　明

　　（在職10年）　　　職　員　　小　袋　健太郎

第62回 愛媛県商工会議所 議員大会 開催

旭 日 小 綬 章
　 　 　 　   お め で と う ご ざ い ま す

秋 の 叙 勲・褒 章

「まちゼミの魅力を学ぶセミナー」開催！

元会頭
城戸　恒　氏

「
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（変更になる場合があります。詳細はＨＰをご確認下さい） 

新しく、ご入会された会員さんをご紹介しています。新会員 ZOOM UP！

　当社は、東京に本社を置くALSOK綜合警備保障（株）と地元企業および有志のご支援を頂き、昭和44年

6月に県内初の警備会社として創業いたしました。

　愛媛で生まれ、愛媛で育んでいただき、愛媛の社員が愛媛のために貢献したいという強い思いを持ち、

高い技術力と県内を網羅した幅広いネットワークを兼ね備えております。

　事務所・店舗やご自宅のセキュリティをはじめ、あらゆる

ニーズにお応えし、安全・安心をお届けします。

　柔道整復師の国家試験に合格し、松山の整骨院で３年間勤務し、この度生まれ育った伊予市宮下に独立

開業する事が出来ました。

　当院はバキバキと骨を鳴らして矯正するようなことはせ

ず、ソフトな治療で患者様の自己治癒能力を高める治療を行

います。

　一人一人の症状に合わせベストな方法を選び、健康で丈夫

な身体になるよう施術してまいります。ケガをしてからでは治

るのに時間がかかります。小さな身体の痛みを感じたら我慢

せず、まずはご相談ください。

　伊予市や周辺の方々が少しでも健康で生活できるようお

手伝い出来たらと思っております。よろしくお願いいたします。

　当店は、平成27年8月8日に爬虫類専門店として開業しました。

トカゲやヘビ、カメ、カエルの販売はもちろんのこと、エサや用品

の販売などもしています。

　以前は爬虫類を飼育するのはマニアックでしたが、最近では、

学生などの女性に人気があり、飼育する人が増えています。

爬虫類の飼育が初めてという方には、温度管理や体調の変化に

合わせた世話の仕方などをお教えしていますので、興味のある

方は、一度足を運んでみてください。

■住所　松山市空港通二丁目6番27号

■ＴＥＬ　０８９－９７３－３０１１　■ＦＡＸ　０８９－９７４－３８１１

■メール　ｅｉｇｙｏ＠ａｌｓｏｋ‐ｅｈｉｍｅ．ｃｏ．ｊｐ

■ＵＲＬ　ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ａｌｓｏｋ‐ｅｈｉｍｅ．ｃｏ．ｊｐ/

■住所　伊予市下吾川１１２３－８

■ＴＥＬ　０８９－９１６－７９９６　■ＦＡＸ　０８９－９１６－７９９６

■営業時間  火～金：１４時～２１時  土・日：１２時～１９時  定休日：月

■メール　reptiles-shop.queen@bc5.so-net.ne.jp　■URL　http://reptilesshopqueen.com/

愛媛綜合警備保障株式会社　　　代表取締役　二宮　義晴

たまい整骨院　　代表　玉井　武

ＲｅｐｔｉｌｅｓＳｈｏｐ　Ｑｕｅｅｎ　　代表　藤掛　愛奈

■住所　伊予市宮下１９９３－５  ■ＴＥＬ/ＦＡＸ　０８９－９９５－８２５２　■メール   tamatake５７５９@gmail.com



　私がこの事業を始めて、今年で46年目になります。

　木製パレットの製造販売からスタートしましたが、年々、木製パレットか

らプラスチックパレットへ変わっていったため、伊予市市場で木工品の

販売店（リトルポッケキクノ：小物～学習デスク・ベットなど手作り家具の

販売）を始めました。現在は、「パレットの誕生（製造）から最期（廃棄ま

で」をと考え、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得し、収集運搬業（木

くずと廃プラスチックのみ）も行っています。

　会議所の会員の方で、パレットのご入用、また廃棄されたい時などあ

りましたら、是非ご利用下さい。

菊野梱包工業所　代表者　菊野　登夫

■住所　パレット製造・廃棄 ：   喜多郡内子町城廻１２９６

　　　　リトル ポッケ キクノ：  伊予市市場２３７－３

■ＴＥＬ   ０８９３－４４－７７７８  ■携帯電話    ０９０－１００５－１３０２

※事業所の皆さんは、有効期間を過ぎた商品券は無効ですので、受け取らないでください。

※換金期間を過ぎた後の、換金については一切お受けできません。

★プレミアム付き商品券利用期間   ： 平成２８年1月３１日（日）★

★プレミアム付き商品券換金期間   ： 平成２８年２月１５日（月）★

～アンケートにご協力下さい～

　登録事業者を対象に「ますます伊予市しあわせ商品券」利用実態に関する

アンケート調査（店舗用）を実施しております。

お忙しいところ恐れ入りますが、１月２５日（月）までに、ご提出をお願いいたします。



　昨年10月24日（土）、第１回合同就職面接会を「さざな

み館」において開催いたしました。

　伊予市内の９事業所のブース参加があり、述べ12名の

面接が行われました。この面接会を通して1名の方が採用

され、後日参加事業所で勤務されることとなりました。

　来年度につきましても、合同就職面接会を開催する予

定としておりますので、事

業所の方で参加ご希望の

方、内容についてご不明

な点等ございましたら、当

所までご連絡下さい。

　商工会議所では、第２回の独身者交流イベントを昨年

１１月８日（日）開催いたしました。

　当日はお天気を心配していましたがイベント中は天候に

も恵まれ、男性２０名・女性２０名の参加があり、お互いの自

己紹介をしたのち、食事やゲームを楽しみました。

　カップリングにおいては、前回のイベントを上回る７組の

カップルが誕生いたしました。

　来年度につきましても随時、独身者交流イベントを行な

っていく予定ですので、ご興味のある方は是非下記のメル

マガ登録をお願いいたします。

※えひめ結婚支援センターのメルマガは、下記のアドレスにて

ご登録ください（登録に関しては年会費その他料金は一切必

要ありません）。随時イベント情報が配信されます。

　 　http://www.msc-ehime.jp/deai_event/

　商工会議所では、ビジネス・経営に役立つセミナー・イベント

情報やサービスのご案内をメールマガジンで配信しています。

配信を希望する方は、下記のアドレスへ、件名に「メールマガジ

ン登録」と入力し、本文に「事業所名、氏名」を入力の上、送信し

て下さい。

  ■登録メールアドレス： iyo-mail@iyocci.jp

  【携帯からのご登録方法】

※右記のＱＲコードから登録画面に

アクセスし、件名に「メールマガジン

登録」と入力し、本文に「事業所名、

氏名」を入力の上、ご登録下さい。

　　 登録ページＱＲコード　→

　ザ・ビジネスモールは、日本全国の企業を応援する商取引支

援サイトです。商工会議所・商工会の会員企業のビジネスマッチ

ングを促進します。

　「自社をＰＲしたい」、「自社の技術・強みをしってもらいたい」、

「ビジネスパートナーを探したい」、「仕入先を見つけたい」、

「複数の企業から見積もりをもらいたい」「販路を拡大したい」

等、貴社の課題解決にお役立て下さい。

現在、24万社以上が登録。登録は無料。一部有料サービスあり。

合 同 就 職 面 接 会

会議所メールマガジン配信のお知らせ

新 会 員 の 紹 介　（敬称略）   平成２７月７月１日～平成２７年１２月３１日

新しく会員としてご入会いただきありがとうございます。お気軽に会議所をご利用下さい。

ザ・ビジネスモール（商取引支援サイト)

伊予商工会議所ｄｅ愛イベント  報告

伊予商工会議所メールマガジンでビジネスチャンス到来！

担当：佐々木・大政

Tel 982－0334

http://www.b-mall.ne.jp/

詳しくは、当所まで　　　　Tel９８２－０３３４

事　業　所　名 代　表　者 業　　種 所　在　地

愛媛綜合警備保障(株)　　　　二宮　義晴 警備請負業 松山市空港通2－6－27

Ｑｕｅｅｎ 藤掛　愛奈 ペットショップ 伊予市下吾川1123－8

菊野梱包工業所 菊野　登夫 木材パレット製造販売 喜多郡内子町城辺1296

(株)サイバースペース　　　　大森　明治 ソフトウェア販売 松山市萱町1－4－1

山友産興㈲ 山口　春夫 青果物販売 伊予市宮下563－5

(株)遊育　　　　　　　　　　大野　京子 児童福祉 伊予市下三谷2439－13

あったかサロン　はるうらら 相田　春代 飲食業 伊予市大平1128－1

たまい整骨院 玉井　　武 整骨院 伊予市宮下1993－5

(株)フィールド愛の和　　　　大井　光雄 イベント企画・運営 伊予市尾崎38－11

亀元　義則 保険代理業 伊予市中山町中山1－8－1

マツケン 松本　佑二 建設業 伊予市下吾川1183－8

亀井鐵鋼(株)　　　　　　　　亀井　文雄 鐵鋼製品卸 松山市竹原3－20－14

亀岡　通則 不動産業 伊予市上吾川甲202－2



　平成27年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談

及び申告書の受付は、平成２８年２月１６日（火）から３月１５日（火）

までです。

　税務署の閉庁日（土・日曜・祝日等）は、税務署では相談及び

申告書の受付は行っておりませんが、松山税務署では、平成２８

年２月２１日と２月２８日に限り、日曜日でも確定申告の相談及び

申告書の受付を行います。

　なお、この２日間は、混雑が予想されます。あらかじめご了承

ください。また、駐車場は大変混雑しますので、公共交通機関を

ご利用ください。

　消費税及び地方消費税の確定申告は、正しくお早めに！

　消費税（地方消費税を含む。）の税率は、平成２６年４月１日

から８％（※）に引上げられております。

　※平成２６年４月１日以降に行われる取引であっても、経過措

置により旧税率（５％）が適用される場合があります。

　個人事業者の消費税及び地方消費税の申告と納税は、平成

２８年３月３１日（木）までです。

　期限を過ぎて申告や納税をされる

と、本税のほかに加算税や延滞税が必要

となる場合がありますので、お早めに申

告と納税をお済ませください。

　独立行政法人中小企業基盤整備機構では「経営者・後継者

のための事業承継セミナー」を全国47都道府県で開催いたし

ます。本セミナーでは「事業承継対策がなぜ必要なのか？」

「事業承継対策のポイント」等を経営者・後継者向けに分かりや

すくお伝えいたします。皆様のご参加をお待ちしております。

■日時： 1月27日（水） 13時～17時（受付：12時30分～）

■会場： ひめぎんホール本館（松山市道後町2丁目5番1号）

■対象者： 中小企業・小規模事業者の経営者ならびに後継者等

■定員： １５名　※先着順、定員に達し次第締め切らせていただきます。

■参加費： 無料

■主催：独立行政法人 中小企業基盤整備機構

■申込方法：下記ホームページまたはFAXにてお申込みください。

■申込み・問合せ： 事業承継セミナー事務局（担当：須藤・広川）

受付時間：平日10:00～17:00（土・日・祝日、年末年始を除く）

E-mail：27jss@wm.smrj.go.jp　HP：https://27jss.smrj.go.jp/

Tel０３－３４７８－５０６０　FAX０３－５４１３－０５５４

生きてる意味がわからない。

より

何気ない日常に意味を作り出

していく楽しさを味わおう。

1975 年熊本生まれ。

ＮＨＫ大河ドラマ「天地人」の題字

などを揮毫。日テレ「世界一受けた

い授業」など多数のメディア出演。

著書に『上機嫌のすすめ』などがあ

る。

（公式サイト）http://www.souun.net/

（公式ブログ）http://ameblo.jp/souun/

　放送大学では、平成２８年度第１学期（４月入学）の学生を募集

しています。放送大学はテレビ等の放送やインターネットを利用

して授業を行う通信制の大学です。働きながら学んで大学を卒

業したい、学びを楽しみたいなど、様々な目的で幅広い世代、

職業の方が学んでいます。心理学・福祉・経済・歴史・文学・自然

科学など、幅広い分野を学べます。

○１５歳以上の方なら、１科目から学習する選科履修生・科目履修

生として入学できます。

○１８歳以上の大学入学資格をお持ちの方なら、学力試験はな

く、全科履修生として入学でき、４年以上在学して１２４単位以上

を修得し、卒業すると、学士（教養）の学位を取得できます。

出願期間は第１回は２月２９日まで、第2回は３月２０日まで。

資料を無料で差し上げています。

お気軽に放送大学愛媛学習センター（Tel０８９－９２３－８５４４）まで

ご請求下さい。放送大学ホームページでも受け付けておりま

す。

平成２７年分確定申告のご案内

放送大学　「４月生募集のお知らせ」

意　　　　　味

経営者・後継者のための 事業承継セミナー

書道家 武田 双雲

（たけだ・そううん）

書道家　武田双雲

【所得税及び復興特別所得税の確定申告と納税は、

　　　　　　　　　　　  ３月１５日（火）まで】

【消費税及び地方消費税の

　　　　確定申告（個人事業者）もお忘れなく】



　平成27年9月12日（土）、徳島市のあわぎんホールに於い

て四国ブロック大会に参加しました。

　当日は777名の登録数があり盛大なものでした。記念講

演、分科会共に充実しており杉原ブロック長の「『大同団結』

～四国を結ぶ心と絆～」のスローガンが随所に感じられ四国

の青年部が一体になれた大会でした。

　平成27年10月６日（火）、伊予商工会議所３階でOB会員の

満野氏から伊予ＹＥＧのあゆみとして伊予商工会議所青年部

の今まで行ってきた事業活動の成功例や失敗例などを資料

等を使用して分かりやすく説明していただきました。

　今後の活動の参考にし活用していきたいと思います。

　平成27年10月21日（水）～23日（金）、いしかわ総合スポーツ

センター他で開催された石川全国大会に伊予女性会は4名で

参加しました。全国各地より3,237名の女性会員が一堂に会

し、盛大に開催されました。

　NHKの朝ドラ「まれ」や、北陸新幹線の開通により、多くの観

光客が訪れる石川の地で、観光も楽しみました。

　金沢駅の鼓門、物産展での石川県の特産品の数々、懇親会

での金箔をあしらった料理、会長さん方が美しく着こなす加

賀友禅など、その華やかさにとても感動しました。

　懇親会のオープニングでは、

「能とオーケストラのコラボレー

ション」を堪能しました。

　女性の活躍こそが、地域の発展

と企業の活性化に繋がります。

　私たちも石川女性会

に負けないように、女性

らしい視点で、地域と

企業を盛り上げていきた

いと思います。

　平成27年11月5日（木）、ホテルクレメント徳島において、四

国各地の女性会員の参加のもと盛大に開催されました。伊予

からは山﨑会長ほか5名で参加しました。

　四女連では四国八十八箇所霊場と遍路道の世界遺産化へ

の活動を重点的に行っており、今年も多くの女性会でお接待

や清掃活動が行われていました。

　また、研修会では、㈱佳論の辰巳明弘社長の「徳島スイッチ

ON！セミナー」を聴きました。日々の生活を笑顔で過ごすこ

とが脳の働きを活発にし、心の充実につながっていくとのお

話で、「スイッチON！」と言葉を発しながら、気持ちを切り替え

る方法を実践。

時間が経つにつれ、

会場の雰囲気も

明るくなり、笑顔が

増えていきました。

　平成27年11月13日～14日、群馬県前橋市に於いて全国会

長研修会が行われました。伊予からは武内愛媛県連会長、森

会長、髙橋会長予定者が参加しました。

　『風神雷神が駆け抜けた地の、熱いSPIRITSを今!革新を起

こす核心の会議へ』と掲げられたキャッチフレーズの通りに、

まえばし会議では、先輩方の代からずっと大切に育んでき

た、人と人のつながりを知り、初めて会ったメンバー同士でY

EG活動について熱く語り合い、明日への課題を明らかにで

きた革新的な2日間でした。今後の青年部活動に役立てて参

ります。

活動通信青 年 部
四国ブロック大会・例会・会長研修会

活動だより女 性 会
四女連徳島大会・全女連石川大会ほか

四国ブロック大会徳島大会参加

例会を開催

四国商工会議所女性会連合会徳島大会へ参加

全国商工会議所女性会連合会石川大会へ参加

日本商工会議所青年部全国会長研修会

 ～夢をつなぎ、未来を紡ぐ　まえばし会議～


