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第 33 回第 33 回池田町池田町
豪華景品が当たる抽選会を実施し、池田町の歳末商戦を盛り上げます!!

「歳末感謝祭」「歳末感謝祭」開催!!開催!!
売出期間 平成30年12月1日（土）～12月24日（月）
売出方法 ・お買い上げ1千円毎に補助券1枚進呈。［補助券10枚で1回抽選］

・お買い上げ1万円毎に抽選券1枚進呈。［抽選券 1枚で1回抽選］

「歳末感謝祭 景品」で発行する「商品券」の取扱いについて
※参加店でお買物ができる商品券を発行します。
※有効期限：平成30年12月20日（木）～平成31年2月28日（木）まで。
※原則として、つり銭はでませんのでご了承下さい。

抽選会場 栄町通り空店舗（栄町駐車場すぐヨコ）

抽選期間 12月20日（木）～25日（火）まで
抽選時間：　 午前１０時～午後５時３０分（最終日のみ午後6時30分まで！）

平成30年度歳末感謝祭実行委員会

参加店、並びに景品内容等は、今月下旬に発行するチラシをご覧下さい。

四国酒まつり秋の陣開催
ウェイクボード世界大会を歓迎

中心市街地の賑わいを創出
　去る9月1日（土）に駅前通りのふらっとスクエアにおい
て『四国酒まつり秋の陣』を開催しました。
　これは8月30日から当市において開催されたWWAウ
ェイクボード世界選手権大会の期間中にあわせて、『JCわ
くわくフェスタ』や『うだつマルシェ』『銀座よろず市』と
コラボレーションして中心市街地の賑わいを創出したもの
で、市内外から日本酒愛好家が多数訪れ、夏から秋に向け
た四国の名酒23選の飲み比べを楽しみました。
　今回はウェイクボード世界大会にお越しの皆様を歓迎

するため、通常は午後4時に終了する開催時間を午後8時
まで延長、会場に灯した提灯が夜祭の雰囲気を演出しまし
た。
　そして会場ステージでは、元JAYWALKの中村耕一氏を
はじめ、スギミュージック所属歌手のさとみ氏、スタジオ・
ファンとyuyu with eriri、三味線　藍のライブが催され、来
場者と一体となって大いに盛り上がりました。
　今後とも地域で活動するまちづくり団体と連携すること
で、賑わい創出の連鎖が生まれることを願っています。
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　下記議案が審議され、承認されました。
　　第1号議案　「第20回四国酒まつり」の開催について
　　第2号議案　「池田冬のオブジェ 2018」の開催について
　　第3号議案　議員変更承認の件
　　第4号議案　新規会員加入承認の件
　　第5号議案　雨漏り修繕工事について
　報告事項
　　（1）平成31年3月新規学校卒業予定者の求人枠確保及び
　　　　｢地域経済の担い手確保｣に関する要望について

　去る8月27日、日本銀行高松支店長 正木一博氏、徳島事務所
長 本田 尚氏、高松支店総務課 吉松健太郎氏をお招きして当所
常議員13名との意見交換会が開催されました。
　正木支店長より日本経済の現状と先行き、徳島県経済の動向、
日銀の金融政策運営についてご講演をいただいた後、出席者に
より意見交換を行いました。

　下記議案が審議され、承認されました。
　　第1号議案　｢歳末感謝祭｣の開催について
　　第2号議案　議員変更承認の件
　　第3号議案　新規会員加入承認の件
　報告事項
　　（1）第50回徳島県商工会議所議員大会について

　　（2）まちづくり・若者定住委員会について
　　（3）｢四国酒まつり秋の陣｣について
　　（4）中四国南北軸交流懇談会について
　　（5）合同就職面接会の開催結果について
　　（6）生涯活躍のまちづくりにおける企業版地域おこし協力
　　　   隊について
　議事終了後、｢サンライズビルのあり方｣について意見交換を
行いました。

　　（2）｢合同就職面接会｣の開催結果について
　　（3）｢四国酒まつり秋の陣｣の実施報告について
　　（4）平成30年度池田町通行量実態調査について
　　（5）｢池田冬のオブジェ 2018｣ ｢夢来人イルミネーション｣
　　　　について
　　（6）委員会事業について

平成30. 8.27　 於：真鍋屋（池田町本町）

平成30. 8.27　 於：真鍋屋（池田町本町）

平成30.10.22　 於：商工会議所　役員室

『第190回常議員会』

『日本銀行との意見交換会』

『第191回常議員会』

まちづくり・若者定住委員会報告

　まちづくり・若者定住委員会では、8月30日（木）～ 9
月2日（日）に三好市池田町で開催された｢ウェイクボード
世界選手権大会｣において、池田町中心部の賑わいづくり
｢まちなか観光｣事業に取り組みました。
　・「池田町まちなかガイドマップ」作成
　・9月1日（土）「まちなか観光」浴衣ナイト開催
～委員会開催～
　第9回　  7月25日（水）19：30～ 於：役員室
　第10回　8月24日（金）19：30～ 於：役員室
＊ウェイクボード世界選手権大会｢まちなか｣賑わいづく
りについて

　商工会議所役員・議員として三十年の永きにわたり地域
経済の振興に多大な功労をいただき、日本商工会議所より
表彰状を受賞されました。
　後日、丸浦会頭から贈呈いたしました。

商工会議所議員 山口 清秋 様
日本商工会議所会頭表彰 受賞

【表 彰】日本商工会議所 職員表彰
　　　　　　　　　　 　  勤続30年 　南　誠司
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「合同就職面接会」を開催
　平成30年8月24日、三好市池田総合体育館において、
合同就職面接会を開催いたしました。三好市および東みよ
し町内の幅広い業種の事業者による合同就職面接会で、三
好地域の30事業者がブースを構えました。（主催：徳島県
経営者協会、三好市、東みよし町、みよし地域しごと対策
協議会、みよし地域商工団体連合会、後援：三好公共職業
安定所）
　今年度、新たな取り組みとして、参加事業者の「資料展
示・体験コーナー」の募集を行ったところ、（株）セブン－
イレブン・ジャパン、祖谷渓温泉観光（株）、（社福）池田博
愛会の3事業者が設置してくださいました。
　セブン－イレブン・ジャパンのコーナーでは、仕事内容
の説明会やレジ打ち体験が
行われ 、祖谷渓温泉観光
のコーナーでは、祖谷温泉
の館内案内やスタッフの声
を動画やスライドショーで
紹介し、池田博愛会のコー
ナーでは、仕事内容の説明

会や最新の介護ロ
ボットを用いた介護
体験会が実施され、
非常に好評を博した
ところです。
　求職者は昨年より
は若干少なくなり
ましたが、それでも
70名が会場を訪れ、その内の9名が雇用につながりまし
た。また、多くの求職者が地元事業者と面談することがで
きた点も評価できるのではないかと考えております。
　今後とも、創意工夫
を重ねながら、地域経
済の発展に貢献できる
取り組みを推進して参
りたいと考えておりま
すので、会員の皆様の
ご支援、ご協力をお願
い申し上げます。

「中四国南北軸交流懇談会　岡山交流会 in 児島」に参加
　中四国の鳥取県、島根県、岡山県、徳島県、香川県、高知
県を結ぶ南北軸に位置する商工会議所は中四国南北軸交流
懇談会を設立し、交流と連携を促進するための事業を行っ
ており、昨年度の交流会は三好市において開催されまし
た。
　今年度は、去る10月19日（金）～ 20日（土）、瀬戸大
橋開通30周年記念事業として開催された「日本遺産のま
ち　倉敷市児島」に、昨年度のお礼を兼ねて、丸浦会頭を

はじめ5名で参加いたしました。
　当日は6県31商工会議所から61名が参加し、他県の商
工会議所の方々と、有意義な交流を行うとともに、陸続き
となり干拓を経て繊維のまちへと発展した児島の歴史を学
ぶことができました。
　当会議所としても、交流会等を通じて、注目度が飛躍的
に向上している三好市の特色ある情報を発信して参りまし
た。

『消費税軽減税率制度説明会』開催
　平成31年10月から消費税率が10％に改正され、併せ
て今回はその一部を8％に据え置く「消費税軽減税率制度」
が初めて実施されます。
　この軽減税率制度は、全ての業種の方が関係することに
なり、日々の取引関係や経費での税率の区分記載など、経
理処理等事務作業の増加が発生することが予想されます。
　この軽減税率制度概要の説明と、一年前のこの時期から

計画的に対応の準備をしてもらうため、池田税務署、商工
会、青色申告会と共催で、去る9月19日（水）に池田税務
署による説明会を開催しました。
　当日は50名の参加があり、新たに導入される制度の概
要や、レジ導入補助金などについて説明されました。
　当所では今後も関係機関と連携し、消費税軽減税率制度
のセミナーを開催する予定です。

ボランティアスタッフ募集ボランティアスタッフ募集
お問合せ 四国酒まつり実行委員会（阿波池田商工会議所 内） TEL 0883–72–0143

※会員の皆様のご支援・ご協力をお願い申し上げます。

商工会議所会員商工会議所会員

四 国 酒 ま つ り四 国 酒 ま つ り第20回記念
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私たち女性会は高知県・愛媛県出品ブースを担当しました。

青年部だより青年部だより

女性会だより女性会だより

第35回四国ブロック大会
「高知大会」に参加 !!

事業研修委員会による
「阿波池田商工会議所を知ろう！」意見交換会 を実施！

平成30年度
第2回合同研修会参加 !

四国酒まつり秋の陣で、お・も・て・な・し

　9月15日（土）高知県高知市、高知県立県民文化ホール
に於いて開催されました
「四国ブロック大会」に参加
しました。当日は、記念式
典、分科会、記念講演が開
催され、大懇親会では多く
のYEGメンバーとの交流、
情報交換が行われました。

　去る9月20日（木）会議所に於いて、商工会議所についての疑問、また今後の青年
部活動の強化に向けて、商工会議所と青年部による意見交換会を実施いたしました。

　10月16日（火）「徳島県商工会議所青年部連合会 第２
回合同研修会」が、鳴門市う
ずしお会館に於いて開催さ
れました。講師にノンフィク
ション作家・工学博士・長春
大学観光学部客員教授 クロ
イワ・ショウ氏をお迎えし、
講演を聴講いたしました。

まちおこしキャラクター『つたはーん』活動報告
7月14日（土）　日和佐うみがめまつり（海部郡美波町）

19日（木）　NHK「四国羅針盤」収録（愛媛県松山市）
21日（土）　JR観光列車お出迎え（阿波池田駅）

8月 1日（水）　ゆるキャラグランプリPR（徳島県庁）
10日（金）　JR観光列車お出迎え（阿波池田駅）
16日（木）　いけだ阿波おどり（風来坊連参加）
19日（日）　文化の森サマーフェスティバル

 　　　　　　　 ゆるキャラグランプリPR（徳島市）
20日（月）　ゆるキャラと鳴門で芋ほり企画　テレビ鳴門（鳴門市）
22日（水）　JR観光列車お出迎え（阿波池田駅）

9月 1日（土）　JCワクワクフェスタ「四国酒まつり秋の陣！」（池田町内）
1日（土）　JR観光列車お出迎え（阿波池田駅）
2日（日）　ウエイクボード世界選手権大会（池田湖水際公園）

　　商工会議所女性会は、女性の力で地域を元気にする
ために作られた団体です。
私たちと一緒に、女性の特質を活かし「おもてなしの心」
で地域を盛り上げましょう。

□入会条件　商工会議所会員事業所の女性経営者・経営者夫人・
　　　　　　女性管理職等の方。
□入会金　　なし
□年会費　　3,000円
□入会申込・お問い合わせ
　　　　　　阿波池田商工会議所女性会事務局（担当：南）

ゆるキャラⓇグランプリ
2018

「つたはーん」は、これからも地
域発展のために活動をして参り
ます‼11/9（金）18時投票終了 !!

〜皆様、
投票ありがとうございました〜

9月10日（月）　池田高校　東雲祭
20日（木）　JR観光列車お出迎え（阿波池田駅）
29日（土）　四国放送まつり（板野郡）

平成30年11月発行 No.314
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　池田の冬の風物詩「夢来人イルミネーション」も、皆様
の暖かいご支援のもと25回目の冬を飾るに至りました。
本年度は25年目を迎え、リニューアルした「夢来人イルミ
ネーション」を来年1月10日までへそっ子公園に点灯致
します。
　｢池田冬のオブジェ」は、「夢来人イルミネーション」を
核に｢未来への希望の光｣、自分たちの街づくりを行おうと
する「心の集合体」としての位置づけのもと、「21世紀の
故郷」を地域住民で考え、未来に向けて三好市を盛り立て
て行こうという趣旨により実施されております。
　｢池田冬のオブジェ
2018｣オープニングセレ
モニーは、12月1日（土）
へそっこ公園において開
催致します。今年のオー
プニングイベントでは、
池田小学校金管バンド、

池田高校吹奏楽部の
演奏や、コスプレイ
ベント「へそっコス
in池田冬のオブジェ
2018」（JR四 国 後
援）が開催されます。
また、期間中は各種
団体・企業による
様々な協賛イベントが繰り広げられます。
　「池田冬のオブジェ 2018」「夢来人イルミネーション」
は地域の皆様方に支えられて継続しています。本年度も皆
様方のご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

「池田冬のオブジェ 2018」〜夢
ゆ め ら い と

来人イルミネーション 12月1日点灯！〜

「夢来人イルミネーション」
協賛金のお願い！

「希望の光！協賛金」へのご協力をよろしくお願い致します。
「夢来人イルミネーション」にご協賛いただいた方々の企業名・ご
芳名は、へそっ子公園入口の掲示板に提示させていただきます。

平成30年11月発行No.314
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お申し込み・お問い合わせは…
◆お問合せ先◆
　阿波池田商工会議所　〒778-0002  徳島県三好市池田町マチ2191-1　TEL （0883）72–0143

平成30年11月発行No.314
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リレー執筆リレー執筆

編集だより

オウライ株式会社

地域でしごとを創る

　　　　　　西 﨑　 健人

（小規模事業者経営改善資金）（小規模事業者経営改善資金）マル経融資マル経融資
2,000

不要
万円

運転▶

設備▶
 7年以内
10年以内

1.11%年
（平成 30 年 10 月 11 日現在）

（信用保証協会の
   保証も不要です）

（うち据置 1 年以内）

（うち据置 2 年以内）

額度限
資　融
返　済
期　間

利　率

担保・
保証人

　三好市に移住をし、早5年目を迎えます。
当時勤めていた会社を独立するため退職し、そのまま東京
で起業する予定でしたが、偶然にも三好市に縁ができ三好
での事業づくりを決めました。
　それまでは新規事業立ち上げを主な業務とし経験を積ん
できましたが、全く何も知らない土地三好では当初どのよ
うな事業を始めるか全く考えていませんでした。
しかし、数ヶ月暮らしていく中、様々な人たちとコミュニ
ケーションを取ると、様々な地域の課題があることを知り
ました。そこで「地域の課題」とは「顧客のニーズ」であり、
それを解決する「商品・サービス」を提供することで事業
が成り立というビジネスの基本を思い出し、いくつかの事
業を立ち上げることにしました。現在は、空家の活用をメ
インに、飲食店、宿泊施設など三好市内で4店舗を運営し
ております。
　僕は天邪鬼なので、正直「まちのため」や「地域貢献」な

どということにあまり興味がありません。興
味があるのは自社のビジネスの成功だけです。
ただその結果、この三好市が活性化し、色々な
方が楽しんで過ごせる地域になったら僕は幸
せです。
　今回新規事業としてJR四国と連携し、阿波池田駅前
に「四国周遊観光のHUB拠点」4S STAY AwaIkedaを
2018年11月にオープンします。単なる宿泊機能だけで
はなく、「まちに泊まる」というコンセプトを掲げ、池田に
来訪してくださった人たちが町内を周遊しご飯を食べ、モ
ノを買い、お風呂に入り、お酒を飲むなど町全体を楽しん
で頂けるような仕組みを提供する予定です。具体的には、
酒蔵見学や着付けなどの体験ツアー、レンタサイクルサー
ビス、また外国からのお客さんも楽しんで頂けるように飲
食店への予約代行なども考えております。時間はかかると
思いますが、これまで四国、徳島、三好へ訪れなかった人
たちを呼び込み、日本世界各地から様々な人が集まる町を
目指していきたいと思っております。
　今後も地域のニーズに合わせた事業を展開し、多様な
ヒトやモノの往来を促進させ、より良い地域、社会を創る
きっかけの一端を担うことができるよう真摯に地域と向
かいあって行こうと思います。

　今回は、観光関係の情報を取り上げます。今年の夏は、
西日本を中心に各地で豪雨に見舞われ、特に、観光産業に
おいて風評被害が深刻になっております。国においてはそ
の対策として、最も被害が大きかった岡山県、広島県、愛
媛県の3県、及び岐阜県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、
山口県、高知県、福岡県の8府県の合計11府県で「ふっこ
う周遊割」をスタートし、「2府県以上・連続して2泊以上」
宿泊した場合、宿泊者に支援金が支給される事業が行われ
ていますが、10月1日からは「13府県ふっこう周遊割」と
して、徳島県、香川県も対象となりました。最大で1泊当
たり4,000円が支給されます。平成31年1月末の宿泊分

新入会員のご紹介 〜敬称略・入会順〜

〈事業所名〉 〈代表者〉 〈所在地〉 〈業　種〉
Bar Rokudenashi 横 川  和 輝 池田町サラダ1759-2 飲食業
株式会社ネオビエント 藍 原  理津子 徳島市南末広町4-54 公立施設管理・運営

イベント企画・運営
〜 ご入会ありがとうございました 〜

までとなっておりますので、ご活用下さい。
　また、平成30年12月19日～平成31年3月30日の間、
徳島―香港季節定期便が週2便運航されることとなって
おります。この定期便を利用して研修旅行等を実施する場
合、1人当たり15,000円（往復）の助成があります。特に、
徳島空港出発の定期便は、搭乗率に苦戦することが予想さ
れます。本県初の国際定期便を是非ともご利用下さい。
　なお、詳しい情報は、会議所ホームページに掲載してお
ります。不明な点がありましたら、お気軽にご連絡いただ
けますようお願いいたします。

徳島県 最低賃金が改定されました。

平成30年
10月1日から 円766〈

時
間
額
〉

26円

UP

雇う上でも、働く上での、最低限のルール。使用者も、労働者も、必ず確認、最低賃金。

※一部の産業には
　特定最低賃金が
　定められています。

［お問い合わせ先］
徳島労働局労働基準部賃金室

（TEL 088-652-9165）
または最寄りの労働基準監督署へ
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