
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

２月２０日、大柿町の大柿公民館で、市内の飲食店事

業者などを対象にした「地元食材を活用した新しい料理

メニュー創作のための講習会」を開催した。地域おこし

につながる食材として近年生産が盛んで注目されている

“すっぽん”と“プチヴェール”の新たな用途を開発し、

食を通じた誘客を図る狙いで、市内の飲食店や宿泊施設

の関係者ら１０人が参加。  

この講習会は、国土交通省の「平成２２年度地域経営

推進事業」に選定された「海と島を活かした観光の充実・

強化調査」で、地域の魅力づくりと交流人口の拡大につ

ながる施策として市から提案を受け、商工会が企画した

もの。 

 講習会では、講師として招かれた広島市内の飲食店事

業者が解説を交えながら、すっぽんの捌き方を実演。参加者たちもそれに習って、懸命に

包丁を使ってすっぽんを捌いていった。参加者の一人は、「すっぽんの調理にはかなりのコ

ツがいるが、今日の経験を江田島らしい新メニューづくりに生かしたい」と話していた。 

 また、この日のために考案したプチヴェールとカキを使った新メニューも披露され、プ

チヴェールをベースにしたさっぱり味のグリーンソースに、熱を通して塩コショウで味付

けしたカキを浮かべた作品は、プチヴェールの淡緑色と独特の風味を生かした上品な味わ

いの一皿に、皆一様に新鮮な驚きを感じた様子。ミスマッチとも思える食材をうまく組み

合わせた新メニューを試食しながら、江田島らしい食について熱心に意見交換した。 

 

 同月２７日には同じく大柿公民館で女性部員を対象にした「地元食材を活用した新しい

料理メニュー創作のための講習会」を開催し、約１０人の女性部員が地元食材を使った創

作料理づくりを行った。今回の講習会は、地域行事やイベントを通じて地元食材の周知を

図ることを目的に、その機会が多い女性部員が創作料理

の調理方法を習得し、実際に提供してもらうために“カ

キの鉄板焼きプチヴェールソース”と“江田島すっぽん

うどん”の２作品に挑戦した。今回は事前に講師らが下

準備を整えた食材を使って、女性部員が講師考案のレシ

ピに添って料理を作っていった。 

 支部ごとの２、３人のグループに分かれ、細かな手順

や分量が記されたレシピを片手に、互いに協力し合いな

がら和気あいあいと調理に取り組んだ。 
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労働保険事務を商工会へ委託されている事業主の方は、平成 23 年度の労働保険年度更新を行う必

要があります。 

4 月からのスケジュールは下記の通りとなりますので、期限内の報告をお願いします。 

 

１．賃金等報告 

    書類発送日  平成 23 年 4月中旬 発送予定 

２．受 付 場 所  江田島市商工会 本所及び支所 

３．報 告 期 限  平成 23年 5月 13 日（金） 

４．個別指導日程 

日時 
4 月 25 日（月） 

10 時～16時 

4 月 26 日（火） 

10 時～16時 

4 月 27 日（水） 

10 時～16時 

場所 
能美支所 

沖美支所 
大柿支所 江田島本所 

※ ご都合の良い日時及び場所へお越しください。 

※ 関係資料を準備いたしますので事前にご連絡をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日までの 

雇用保険料率は、次のとおりです。 
 

（平成23年度 雇用保険料率表）  
 

 

負担者 

 

事業の 

種類 

 

① 

労働者負担 

（失業等給付の

保険料率のみ） 

 

② 

事業主負担 

  

①＋② 

雇用保険料率  
失業等給付の 

保険料率 

雇用保険二事業の 

保険料率 

一般の事業 6/1000 9.5/1000 6/1000 3.5/1000 15.5/1000 

農林水産 

清酒製造の事業 
7/1000 10.5/1000 7/1000 3.5/1000 17.5/1000 

建設の事業 7/1000 11.5/1000 7/1000 4.5/1000 18.5/1000 

 

労働保険事務組合からのお知らせ 

平成 23 年度の雇用保険料率 
前年度から変更はありません 



課題です。

工会へお申込みください。

平成23年4月12日（火）10:00～16:00

江田島市商工会 本所（小用）

平成23年4月13日（水）10:00～16:00

江田島市商工会 能美支所

直近2期分の申告書・決算書、見積書（設備資金希望の場合のみ）

〔決算書・試算表(決算後6ヶ月以上経過の場合)は、必ず4月7日（木）

　までにご提出ください。FAXでも結構です。〕

4月7日（木）までに商工会へ希望の時間をご予約ください。

江田島市商工会 本所　　TEL 42-0168　FAX　42-2853

日本政策金融公庫呉支店担当者・経営指導員

『事業資金は制度融資のご活用を！！』（最新金利情報）

◆主な制度融資一覧表◆　　平成23年3月9日現在

 商工貯蓄共済制度融資 7年以内  保証料含む

 日本政策金融公庫

 運 5年以内

 設 10年以内

 運 7年以内

 設 10年以内

 国の教育ﾛｰﾝ 15年以内

 県費預託融資

 小規模事業資金 6年以内  保証料含む

 経営安定資金 10年以内  保証料含む

●平成18年4月より保証協会の保証料が弾力適用となりましたので、上記一覧表には基準となる

　保証料を含めて、表示してありますが、企業の財務内容により0.5%～2.2%の幅で区分適用と

　なります。

●商工会では借り換えについてもご相談に応じております。お気軽にお問い合わせください。

日本政策金融公庫

が、制度の縮小・終了に伴い中小企業者は、未だ苦境にたたされている状況です。

　また、これから東北地方太平洋沖地震による影響も出てくるものと思われます。

7,000 万円

2.675%

2.75%

2.50%

3.65%

300 万円

1,250 万円

融資限度額

1,500 万円

一日公庫（融資相談会）のご案内

備 考名 称

お申込方法

お 申 込 先

問 合 せ 先

日時・場所

持 参 品

昨年のエコポイント・エコ減税等の政府政策が功を奏し、景気は徐々に回復基調を見せた

 普通貸付  無担保無保証も可

このような中、中小零細企業が経営に係る資金を有利な条件で調達することは、重要な

そこで、このたび日本政策金融公庫呉支店・融資担当者をお招きし、融資相談会「一日

公庫」を下記のとおり開催いたしますので、相談ご希望の方は、４月７日（木）までに商

返済期間 利 率

 ←無担保無保証 経営改善貸付

4,800 万円

1,500 万円 1.95%

2.25%～



３月末日に送金することにしております。

特別相談窓口を設置いたしました。

の相談に対応します。

【設置内容】

庫、信用保証協会等への融資斡旋を行います。

【特別相談窓口】

◎日本政策金融公庫
土日祝日　小規模企業向け⇒TEL : 0120-220-353　中小企業向け⇒TEL : 0120-327-790

平日　　　TEL : 0120-154-505

◎商工組合中央金庫
土日祝日　TEL : 0120-542-7111

平日　　　商工組合中央金庫広島支店　TEL : 082-248-1151

◎信用保証協会
広島県信用保証協会呉支所　TEL : 0823-21-9281

◎中小企業団体中央会
広島県中小企業団体中央会 TEL : 082-228-0926

◎広島県商工労働局金融課　(金融相談)　TEL : 082-513-3321

メール　syokinyu@pref.hiroshima.lg.jp

◎広島県商工労働局経営支援課　(経営相談)　TEL : 082-513-3370

メール　syokeiei@pref.hiroshima.lg.jp

◎中国経済産業局
産業部中小企業課　TEL : 082-224-5661

◎中小企業基盤整備機構
中小企業基盤整備機構中国支部　TEL : 082-502-6300

東北地方太平洋沖地震および地震による津波により影響を受けられた中小企業の方から

特別相談窓口では、本所経営指導員が経営上、各種融資相談に対応するとともに、広島

県商工会連合会と連携し、資金繰り等の相談対応を行い、必要に応じて、日本政策金融公

災者の皆様に対してお見舞いを申し上げます。

被災者の中には商工会員も多く、この未曽有の大災害の中で、復興のための義援金の要

請が全国商工会連合会並びに広島県商工会連合会から参っております。この要請に対して

『平成23年度東北地方太平洋沖地震災害に関する特別相談窓口』

設置について

標記について、中小企業庁から特別相談窓口の設置依頼があり、広島県商工会連合会に

は速やかな対応が必要であり、３月25日に開催された江田島市商工会役員会において、

なお、本所・支所や女性部会員個店店頭での義援金募金活動は４月以降も続けておりま

 すので、ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

お見舞いと災害義援金のお願い

　３月11日午後２時46分頃、「東北地方太平洋沖地震」が発生しました。

このため、東日本地域の極めて広範囲にかけて津波や建物の倒壊により、多数の尊い人

当商工会に対して割り当てられた目標額15万円を拠出することの了解をいただきました。

これと併せて、発生時から商工会本所・支所に設置した義援金箱に貯まったご厚志を

命が失われました。亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈り申し上げますとともに、被



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

今後の行事予定  
年月日 行    事    内    容 場  所  等 

平成２3 

４月       １日 辞令交付 

 

本所 

１２日 一日公庫 本所 

１３日 一日公庫 能美支所 

１５日 青年部役員会（予定） 能美支所 

１７日 えたじまポートプラザ（予定） 小用みなと公園 

２１日 事務局代表者会議 県連 

２３日 青年部総会(予定) 能美支所 

２５日 労働保険事年度更新個別相談会 能美支所・沖美支所 

２６日 労働保険事年度更新個別相談会 大柿支所 

２７日 労働保険事年度更新個別相談会 本所 

２７日 商工会監査会 本所 

５月     １２日 役員会 中町公民館 

１５日 えたじまポートプラザ（予定） 小用みなと公園 

２０日 平成２３年度通常総代会 大柿公民館 

 

場 所 広島市西区商工センター 特設会場 

当日券 おとな 2,800 円 ⇒ 前売券 おとな 2,500 円 
当日券 こども 1,800 円 ⇒ 前売券 こども 1,500 円 
【こどもは、満 3 歳～中学 3 年まで】 

２０１１年４月２９日（金・祝）～７月１９日（火） 

 

 

☆木下大サーカス☆ 
４年ぶりの広島公演 

奇跡のホワイトライオン 
世界猛獣ショー 

 

開催期間

前売券 

販売窓口 前売券の販売は、商工会各本所・支所でお取扱いできます 


