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―令和２年度通常総代会は、書面による議決で承認―

新規入会会員のご紹介（令和元年11月以降） （敬称略）

第28号
令和２年7月

新型コロナウイルス感染症を乗り越えよう!

「新しい生活様式」を実践しましょう

　会員事業所にて永年勤続に精励し、業務の向上に功績
があった優良従業員の方をご紹介します。受賞されたみな
さま、おめでとうございます！今後一層のご活躍をお祈りい
たしております。

岡山県商工会連合会会長表彰
石川　悠介 様  ㈱千田組【高松地区】 勤続年数 20年０カ月
岡本　知子 様  ㈱千田組【高松地区】 勤続年数 20年０カ月
加藤　優樹 様  岡山技工㈱【吉備地区】 勤続年数 ２３年１０ヶ月
川田　康徳 様  岡山技工㈱【吉備地区】 勤続年数 ２２年４ヶ月
安冨利恵子 様  ㈲安富牧場【足守地区】 勤続年数 ２０年９ヶ月

岡山西商工会会長表彰
妹尾　真保 様  ㈱全観国際ツーリスト【高松地区】 勤続年数 １５年０ヶ月
渡辺　淳子 様  ㈲安富牧場【足守地区】 勤続年数 １０年１０ヶ月

岡山西商工会ジャーナル岡山西商工会ジャーナル

 

 

１．一人ひとりの基本的な感染対策
　３つの基本
　　①身体的距離の確保　　②マスクの着用　　③手洗い

 

２．日常生活を営む上での基本的生活様式
　■こまめに手洗い・手指消毒　■咳エチケットの徹底　■こまめに換気
　■身体的距離の確保　■「３密」の回避（密集、密接、密閉）
　■毎朝の体温測定、健康チェック。
　　発熱又は風邪の症状がある場合はムリせず自宅で療養

 
  

　厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症専門家会議からの提言を
踏まえ、新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」を具体的に
イメージできるよう、実践例を示しました。 

３．働き方の新しいスタイル
　■テレワークやローテーション勤務　■時差通勤でゆったりと
　■オフィスはひろびろと　  ■会議はオンライン　
　■名刺交換はオンライン　■対面での打ち合わせは換気とマスク

 　  買い物
・通販も利用　・電子決済の利用　・レジに並ぶときは前後にスペース
　  食事
・持ち帰りや出前、デリバリーも　・大皿は避けて　
・対面ではなく横並びで座る　・おしゃべりは控えめに　
・お酌、回し飲みは避けて
　  娯楽、スポーツ
・公園はすいた時間、場所を選ぶ　・筋トレやヨガは自宅で動画を活用
・ジョギングは少人数で　・歌や応援は、十分な距離かオンライン
　  親族行事
・多人数での会食は避けて　
・発熱や風邪の症状がある場合は参加しない

 
 

コロナ
 ウイルスに
　 負けるな!

おめでとう
ございます

　令和２年５月２５日開催の令和２年度第１５回通常総代会は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、初めて書面による議決となりました。
　上程した全１０議案は、原案のとおり承認決定しました。
　本年度の重点事業としては、新型コロナウイルス感染症に関する各種支援策の推進のほか、会員加入推進、消費増税・軽減税率制度への対応、事業
承継に関する啓発・診断事業、平成３０年７月豪雨災害からの復旧・復興支援などに取り組みます。
　また、商工会の基本事業である『経営発達支援事業』を推進し、小規模事業者の「計画経営」の普及と取り組みを図る
ため、商工会連合会の広域サポートセンターと連携し、小規模事業者に寄り添いながら行います。

数値目標

①新規加入会員数 40社 ②組織率 60％
③小規模事業者への浸透率 ８０％ ④窓口相談件数 ２,５００件
⑤巡回相談件数 ４，０００件 ⑥経営革新承認件数 ３件
⑦創業支援件数 １０件
⑧各種共済の推進　貯蓄共済８０口、福祉共済２０口、国の３共済２８件

事業所名 代表者名 業　種 地 区
引地　憲幸 引地　憲幸 キャリアコンサルタント 吉 備
金山㈱ 金山　義隆 解体工事業 吉 備
ラクシュミーコンサルティング 野崎　義博 中小企業診断士 吉 備
雉運輸 小西鹿太志 運送業 高 松
荒木　陸夫 荒木　陸夫 フリーランス 吉 備
まりこ自由工作 鞠子　寿治 店舗用家具製造業 高 松
田中　大一 田中　大一 エクステリア業 高 松
次田　　榮 次田　榮 貸間業 吉 備
㈱成和カンパニー 岩田　拓己 建設業 高 松
溝口メタル工業 溝口　隆之 建築板金 吉 備
㈱サフラン 細川　王介 建築リフォーム業 吉 備
松本企画 松本　忠明 労働者派遣業 吉 備
㈱スガノ商会 富田　哲也 燃料販売業 高 松
iori products 越智　輝佳 衣料品製造販売 吉 備



このページのお問い合わせは岡山西商工会本部・各支所へ

経営お役立ち情報新型コロナウイルス関連情報

商工会は、メリットの宝庫
（がんばる企業を応援します）

会員募集中!!

創業に関するお悩みを解決します。まずは商工会までご相談ください。

「創業したいけど、
　　　  どうしたらいいか分からない。」

「創業したらどんな届出をしたらいいの？」

「創業したけど、
　　　　  色々相談したいことがある。」

会員向け定期健康診断
開 催 日： 【高松地区】10月1日（木）　高 松 公 民 館

 【足守地区】10月2日（金）　福祉交流プラザ大井

 【吉備地区】10月5日（月）　商工会本部会館

時 　 間： 全会場共通13：00～16：00

検査機関： （財）淳風会健康管理センター

　常時使用する労働者を雇われている事業主には、１年以
内ごとに１回の定期健康診断の実施が法律で義務付けら
れています。この機会に、ぜひご利用ください！
※予約方法や詳細については商工会からのおしらせＤＭで配布いたします。
※今年度は足守支所の会場が変更となっております。

要予約要予約

創業相談窓口

「商工会を使って良かった!」の声をいただきました!!
有限会社マルソーオートプラザ

ご利用いただいた支援メニュー

感想はいかがでしたか？ 
経営計画策定支援（持続化補助金）

　当社の販路開拓のため、特に「持続化補
助金」申請に関して支援していただき、お
かげさまで合計4回採択を受けることがで
きました。特に、平成30年7月豪雨災害時
には、工場が被害に遭い復旧費用が発生。
　その際も災害に関する「持続化補助金」
申請支援をしていただき採択を受け、復旧
作業と新型設備の導入を同時に実行でき、
大変助かりました。

岡山市北区東花尻48-7　ＴＥＬ086-293-6430
福ちゃんの里ラーメン

ご利用いただいた支援メニュー

感想はいかがでしたか？ 
経営計画策定支援（持続化補助金）

　小規模事業者持続化補助金事業を活用しました。令和元年8
月から令和2年3月までの事業期間で、新商品の開発と販売促
進に取り組みました。
　新商品の開発は、地域で栽培しているグリーンパパイヤの葉
を利用した、パパイヤ酵素たっぷりの「グリーンパパイヤ生麺」
です。販売促進事業では、生麺販売のパッケージと看板製作に
取り組みました。まだ、十分な販売実績とはなりませんが、販路
拡大としては、道の駅、コンピニ等へ営業活動をしています。
　この事業の活用は、売上アップ実現への第一歩として良かっ
たと思っています。

岡山市北区東山内43-1　ＴＥＬ086-299-0880

　『経営発達支援事業』は、商工会の基本事業である「経営改善普及事業」の最重要事
業に位置付けられている事業です。
　国の認定を受けた「経営発達支援計画」に基づき実施し、毎年、有識者等による経
営発達計画推進委員会で、事業の検証と評価を行い公表しています。

■本年度の事業計画（案）『第２期経営発達支援計画』令和 2年 3月19日認定
１、小規模事業者の中長期的な振興のあり方
　人口減少と高齢化社会の到来が見込まれる中、社会経済環境の変化や消費者ニー
ズの変化などを捉えながら、小規模事業者の持続的発展に取り組むとともに、地域
の総合経済団体として、雇用と活力を生み出す産業の育成、高付加価値農産加工品
の開発による農業の担い手育成、観光誘客と受け入れ力の向上、様々なリスクに対
応するための計画づくりなど、地域経済の活性化に貢献する商工会を目指します。
２、経営発達支援事業の目標
　①事業計画策定と実行支援による小規模事業者の持続的発展
　②小規模事業者の経営基盤の強化と下請体質からの脱却
　③地域資源を活用した商品・サービスの開発及び販路開拓
　④事業承継と創業支援・創業後の支援による事業の継続
３、主な事業内容
　①地域の経済動向調査と分析結果の公表
　②自社の経営状況の分析（財務・環境）
　③自社の事業計画策定とその実施支援
　④商品・サービスの需要動向調査と新たな需要の開拓支援

　事業計画の策定からその実行支援など、小規模事業者に寄り添った支援を
行いますので、お気軽にご相談ください。

１．新型コロナウイルス感染症の影響により、
　 ひと月の売上が前年同月比で50％以上減少している事業者。
２．2019年以前から事業による事業収入（売上）を得ており、
　 今後も事業を継続する意思がある事業者。
３．法人の場合は、
　 ①資本金の額または出資の総額が10億円未満、または、
　 ②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が
　　 2,000人以下である事業者。
※2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方など
　には特例があります。
※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
※詳細は、申請要領等をご確認ください。

経営発達支援事業の実績と計画について

◆地域の経済動向調査 ２０件 １５件
◆経営状況の分析 １５０件 １０５件
◆事業計画策定事業者数 ５０件 ４０件
◆創業計画策定者数 ８件 １８件
◆需要動向調査の実施件数 ５０件 ２９件
◆新たな需要の開拓に寄与する事業
　・展示会商談会への参加 １件 ３件
　・ポータルサイト登録者数 ２００者 １７６者 

 

事　　業　　内　　容 実　　績目　　標
■令和元年度の実績［主な事業の抜粋］

 

詳しくは、本部・各支所へ
お問い合わせください。

　「総合化事業計画」の構想段階
から認定までの計画策定を支援し
ます。認定を受けた農林漁業者に
対しては、計画の実施期間にわた
り問題解決に向けフォローアップ
いたします。

「６次産業化プランナーによる 
総合的なサポート」

「６次産業化プランナーによる 
総合的なサポート」

　マル経制度は、商工会で経営指導を受けている小

規模事業者の方が、無担保・無保証人で、融資上限

額が2,000万円までご利用できる制度です。（金利

1.21％　令和2年6月1日現在）また、新型コロナウ

イルスの影響により、売上が前年同期と比べて5％

以上減少している事業所様は更に優遇金利になり

ます。（別枠1,000万円）詳しくは商工会まで!

（無担保・無保証人融資制度）

マ ル 経 融 資 の ご 案 内

「人間ドック経費助成」
忙しいしお金もかかるし…と健康診断があとまわしになっている方に！
「無料法律相談」
ちょっとした経営に関するお悩みもお気軽に！
「前納報奨金」
向こう1年の掛金を一括でお支払いいただくと積立金がプラスに！

◇国内外24時間保障！仕事・家庭での様々な「ケガ」に備
　えます。
◇プラス1,000円で「病気」への補償も付加できます。
◇個人賠償責任保険が自動付帯され、ご家族全員の賠償
　事故もカバー。（最高2億円）
◇そのほか「がん」の補償、死亡の備えに「生命」保障も
　あります。
◇全ての手続きが商工会でできるので便利で安心です。

全国の商工会会員の皆様だけが
加入できる特別な制度です。
毎月2,000円から備える

けがや病気への安心のお守り！

＋ ＋貯 蓄 融 資 保 障

３つの備えが月額 2,000円（１口）から始められます

商工貯蓄共済 商工会の会員福祉共済

　詳しい内容は、岡山西商工会までお問い合わせください☆

★満期（10年）更新時、更新条件を満たせば告知不要！

★充実した特典付き！

集団扱い定期保険のため、安い保険料で大きな保障が得られます！

岡山市事業継続支援金のご案内
（中小企業者20万円、小規模事業者10万円）

詳しくは 岡山市事業継続支援金  で 検索  

岡山市事業継続支援金ＨＰ ＱＲコード  
 

【支給対象者】
　以下の（1）（2）の両方の要件を備えている事業者
（1） 主たる事業所が岡山市内にある中小企業者又は小規模事業者
（2） 令和2年2月～10月までのいずれか1か月の売上高が、前年同月比20％以上減少
　　していること
※国の「持続化給付金」と重複して受給することができます。
※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
※中小企業者・小規模事業者の定義は、岡山市のホームページを確認してください。
【申請手続き】
　新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、以下の書類を管轄の商工会まで郵送で
ご提出下さい。
※封筒の表に「岡山市事業継続支援金申請書在中」と朱書きしてください。
（1） 事業継続支援金支給申請書
（2） 上記に記載した月の売上高がわかるもの（確定申告書写し、売上台帳の写し等）
（3） 振込先の通帳写し（通帳の表面と通帳を開いた1・2ページ目の両方）
（4） 身分証明書写し（個人事業主の場合）
※（2）ついてはセーフティネット4号の認定書をお持ちの方はその写しで代用できます。
※申請書は岡山市内の本庁舎、各区役所、支所、地域センター及び商工会にて配布
　しています。

【支給対象の主な要件】
※商工業に限らず、以下の要件を満たす幅広い業種が対象です。

2 3
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商工会は、メリットの宝庫
（がんばる企業を応援します）

会員募集中!!

創業に関するお悩みを解決します。まずは商工会までご相談ください。

「創業したいけど、
　　　  どうしたらいいか分からない。」

「創業したらどんな届出をしたらいいの？」

「創業したけど、
　　　　  色々相談したいことがある。」

会員向け定期健康診断
開 催 日： 【高松地区】10月1日（木）　高 松 公 民 館

 【足守地区】10月2日（金）　福祉交流プラザ大井

 【吉備地区】10月5日（月）　商工会本部会館

時 　 間： 全会場共通13：00～16：00

検査機関： （財）淳風会健康管理センター

　常時使用する労働者を雇われている事業主には、１年以
内ごとに１回の定期健康診断の実施が法律で義務付けら
れています。この機会に、ぜひご利用ください！
※予約方法や詳細については商工会からのおしらせＤＭで配布いたします。
※今年度は足守支所の会場が変更となっております。

要予約要予約

創業相談窓口

「商工会を使って良かった!」の声をいただきました!!
有限会社マルソーオートプラザ

ご利用いただいた支援メニュー

感想はいかがでしたか？ 
経営計画策定支援（持続化補助金）

　当社の販路開拓のため、特に「持続化補
助金」申請に関して支援していただき、お
かげさまで合計4回採択を受けることがで
きました。特に、平成30年7月豪雨災害時
には、工場が被害に遭い復旧費用が発生。
　その際も災害に関する「持続化補助金」
申請支援をしていただき採択を受け、復旧
作業と新型設備の導入を同時に実行でき、
大変助かりました。

岡山市北区東花尻48-7　ＴＥＬ086-293-6430
福ちゃんの里ラーメン

ご利用いただいた支援メニュー

感想はいかがでしたか？ 
経営計画策定支援（持続化補助金）

　小規模事業者持続化補助金事業を活用しました。令和元年8
月から令和2年3月までの事業期間で、新商品の開発と販売促
進に取り組みました。
　新商品の開発は、地域で栽培しているグリーンパパイヤの葉
を利用した、パパイヤ酵素たっぷりの「グリーンパパイヤ生麺」
です。販売促進事業では、生麺販売のパッケージと看板製作に
取り組みました。まだ、十分な販売実績とはなりませんが、販路
拡大としては、道の駅、コンピニ等へ営業活動をしています。
　この事業の活用は、売上アップ実現への第一歩として良かっ
たと思っています。

岡山市北区東山内43-1　ＴＥＬ086-299-0880

　『経営発達支援事業』は、商工会の基本事業である「経営改善普及事業」の最重要事
業に位置付けられている事業です。
　国の認定を受けた「経営発達支援計画」に基づき実施し、毎年、有識者等による経
営発達計画推進委員会で、事業の検証と評価を行い公表しています。

■本年度の事業計画（案）『第２期経営発達支援計画』令和 2年 3月19日認定
１、小規模事業者の中長期的な振興のあり方
　人口減少と高齢化社会の到来が見込まれる中、社会経済環境の変化や消費者ニー
ズの変化などを捉えながら、小規模事業者の持続的発展に取り組むとともに、地域
の総合経済団体として、雇用と活力を生み出す産業の育成、高付加価値農産加工品
の開発による農業の担い手育成、観光誘客と受け入れ力の向上、様々なリスクに対
応するための計画づくりなど、地域経済の活性化に貢献する商工会を目指します。
２、経営発達支援事業の目標
　①事業計画策定と実行支援による小規模事業者の持続的発展
　②小規模事業者の経営基盤の強化と下請体質からの脱却
　③地域資源を活用した商品・サービスの開発及び販路開拓
　④事業承継と創業支援・創業後の支援による事業の継続
３、主な事業内容
　①地域の経済動向調査と分析結果の公表
　②自社の経営状況の分析（財務・環境）
　③自社の事業計画策定とその実施支援
　④商品・サービスの需要動向調査と新たな需要の開拓支援

　事業計画の策定からその実行支援など、小規模事業者に寄り添った支援を
行いますので、お気軽にご相談ください。

１．新型コロナウイルス感染症の影響により、
　 ひと月の売上が前年同月比で50％以上減少している事業者。
２．2019年以前から事業による事業収入（売上）を得ており、
　 今後も事業を継続する意思がある事業者。
３．法人の場合は、
　 ①資本金の額または出資の総額が10億円未満、または、
　 ②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が
　　 2,000人以下である事業者。
※2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方など
　には特例があります。
※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
※詳細は、申請要領等をご確認ください。

経営発達支援事業の実績と計画について

◆地域の経済動向調査 ２０件 １５件
◆経営状況の分析 １５０件 １０５件
◆事業計画策定事業者数 ５０件 ４０件
◆創業計画策定者数 ８件 １８件
◆需要動向調査の実施件数 ５０件 ２９件
◆新たな需要の開拓に寄与する事業
　・展示会商談会への参加 １件 ３件
　・ポータルサイト登録者数 ２００者 １７６者 

 

事　　業　　内　　容 実　　績目　　標
■令和元年度の実績［主な事業の抜粋］

 

詳しくは、本部・各支所へ
お問い合わせください。

　「総合化事業計画」の構想段階
から認定までの計画策定を支援し
ます。認定を受けた農林漁業者に
対しては、計画の実施期間にわた
り問題解決に向けフォローアップ
いたします。

「６次産業化プランナーによる 
総合的なサポート」

「６次産業化プランナーによる 
総合的なサポート」

　マル経制度は、商工会で経営指導を受けている小

規模事業者の方が、無担保・無保証人で、融資上限

額が2,000万円までご利用できる制度です。（金利

1.21％　令和2年6月1日現在）また、新型コロナウ

イルスの影響により、売上が前年同期と比べて5％

以上減少している事業所様は更に優遇金利になり

ます。（別枠1,000万円）詳しくは商工会まで!

（無担保・無保証人融資制度）

マ ル 経 融 資 の ご 案 内

「人間ドック経費助成」
忙しいしお金もかかるし…と健康診断があとまわしになっている方に！
「無料法律相談」
ちょっとした経営に関するお悩みもお気軽に！
「前納報奨金」
向こう1年の掛金を一括でお支払いいただくと積立金がプラスに！

◇国内外24時間保障！仕事・家庭での様々な「ケガ」に備
　えます。
◇プラス1,000円で「病気」への補償も付加できます。
◇個人賠償責任保険が自動付帯され、ご家族全員の賠償
　事故もカバー。（最高2億円）
◇そのほか「がん」の補償、死亡の備えに「生命」保障も
　あります。
◇全ての手続きが商工会でできるので便利で安心です。

全国の商工会会員の皆様だけが
加入できる特別な制度です。
毎月2,000円から備える

けがや病気への安心のお守り！

＋ ＋貯 蓄 融 資 保 障

３つの備えが月額 2,000円（１口）から始められます

商工貯蓄共済 商工会の会員福祉共済

　詳しい内容は、岡山西商工会までお問い合わせください☆

★満期（10年）更新時、更新条件を満たせば告知不要！

★充実した特典付き！

集団扱い定期保険のため、安い保険料で大きな保障が得られます！

岡山市事業継続支援金のご案内
（中小企業者20万円、小規模事業者10万円）

詳しくは 岡山市事業継続支援金  で 検索  

岡山市事業継続支援金ＨＰ ＱＲコード  
 

【支給対象者】
　以下の（1）（2）の両方の要件を備えている事業者
（1） 主たる事業所が岡山市内にある中小企業者又は小規模事業者
（2） 令和2年2月～10月までのいずれか1か月の売上高が、前年同月比20％以上減少
　　していること
※国の「持続化給付金」と重複して受給することができます。
※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
※中小企業者・小規模事業者の定義は、岡山市のホームページを確認してください。
【申請手続き】
　新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、以下の書類を管轄の商工会まで郵送で
ご提出下さい。
※封筒の表に「岡山市事業継続支援金申請書在中」と朱書きしてください。
（1） 事業継続支援金支給申請書
（2） 上記に記載した月の売上高がわかるもの（確定申告書写し、売上台帳の写し等）
（3） 振込先の通帳写し（通帳の表面と通帳を開いた1・2ページ目の両方）
（4） 身分証明書写し（個人事業主の場合）
※（2）ついてはセーフティネット4号の認定書をお持ちの方はその写しで代用できます。
※申請書は岡山市内の本庁舎、各区役所、支所、地域センター及び商工会にて配布
　しています。

【支給対象の主な要件】
※商工業に限らず、以下の要件を満たす幅広い業種が対象です。

2 3
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　毎年９月中旬に開催しておりました「会員事業所親睦
ボウリング大会」は、新型コロナウイルス感染症の影響
を考慮し、中止とさせていただきます。

会員事業所親睦ボウリング大会会員事業所親睦ボウリング大会

吉備・高松・足守地区のイベントや
大切なお知らせを発信します。

情報の広場
部員募集中 

  
岡山西商工会 
青年部・女性部は まもる つなぐ　つたえる 活動を

しています 

 
 
 

 

 
 
 

 

青年部・女性部の活動を紹介する
　　　　　マンガができました！ 

 

■加入対象者
　青年部：45歳以下の若手経営者、後継者    
　女性部：経営者、経営者の配偶者、経営者の親族  

　令和２年１０月下旬に開催を予定しておりました「第３１
回足守メロンまつり」は、新
型コロナウイルス感染症の影
響により中止となりました。

第31回 足守メロンまつり第31回 足守メロンまつり

問い合わせ先

岡山西商工会足守支所内（土・日・祝日除く）
TEL：086-295-1837
足守公民館（土・日のみ）
TEL：086-295-1942

　令和２年１０月２５日（日）に開催を予定しておりました
「第２７回備中高松まほろば
祭り」は、新型コロナウイルス
感染症の影響により中止とな
りました。

第27回 備中高松まほろば祭り第27回 備中高松まほろば祭り

問い合わせ先

高松地区地域振興事業実行委員会
（岡山西商工会高松支所内）
TEL：086-237-3700

入部や活動に関するお問い合わせは　
岡山西商工会（青年部担当：宍粟、女性部担当：澤田）まで  

　令和２年７月２５日（土）に開催を予定しておりました
「第１８回吉備・陵南おかやま
木堂ふるさとまつり」は、新型
コロナウイルス感染症の影響
により中止となりました。

第18回 吉備・陵南おかやま木堂ふるさとまつり第18回 吉備・陵南おかやま木堂ふるさとまつり

問い合わせ先

木堂まつり実行委員会
（岡山西商工会内）
TEL：086-293-0454

　青年部・女性部は、会社・お店を次の時代に
つなぐため、後継者として経営に必要な知識が
身につくセミナーや、経営に役立つセミナーを
実施しています。
　また、地域をつなぐネットワークのひとつと

して、地域のイベントを主催、出店協力をして、地域のにぎわ
いをまもっています。
　平成30年７月豪雨災害では、県内外の商工会青年部員が被災
地真備町で復興支援活動をおこないました。青年部という組織
のつながりが、地域をまもったのです。
　女性部は、公共施設などにお花を植える活動でまちを彩り、
「おひさま便」というオリジナル小包セットを
企画・販売することで、地域の魅力をつたえて

（発信して）います。
　仕事をがんばる皆さんの力を、青年部・女性
部活動に生かしてください！

■例年の活動の様子 

セミナー 花植え 

絆感謝運動 おひさま便 

店舗・事務所・工場などの
事業用建物も加入できます

年間共済掛金例（補償金額1,000万円あたり）
イ構造（耐火構造）

住宅物件
非住宅物件 7,500円/年

5,100円/年

ロ構造（非耐火構造）

12,200円/年
8,400円/年

「昭和56年6月以降」に建築
された住宅・併用住宅や

火災共済+地震危険補償特約
で万が一に備えましょう!! 

お問合せ：岡山県共済協同組合（担当岡田）
　　　　　TEL.086-222-6648

QRコードを読み取って
サイトにアクセスしてい
ただくとWeb上で読む
ことができます。
    

し　さ　わ　　　　　　　　　　　　　　　　　　さ　わ　だ


