
 

 

 

 

■常議員会開催 

■七夕飾りコンテストを開催 

■ラジオで会員事業所を紹介 

■ご活用ください 山口エキスパートバンク 

■山口県の頑張るお店応援プロジェクト 

   クラウドファンディング 参加店募集！ 

 ～商工会議所が未来を変える！～ 小野田商工会議所 

URL: https://www.onoda-cci.or.jp 
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小野田商工会議所 ８月の予定 

1日  

2 月 創業相談 

3 火  

4 水 創業相談（IT） 

5 木 創業相談 

6 金  

7 土 おのだ七夕祭り 2021 

8 日 （山の日） 

9月 （山の日振替休日） 

10 火  

11水  

12 木 労務相談 

13 金  

14 土  

15 日  

16 月 労務相談 

17 火  

18 水 創業相談 

19木 法律相談 

20金 知財相談 

21土  

22日  

23月 記帳税務相談 

24火 労務相談 

25水  

26木 なるほど！事業承継セミナー 

27金 創業相談 

28土  

29日  

30月  

31火  

～今月の表紙～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カレンダー内の個別相談について 

 個別相談は全て事前に予約が必要です。  

ご予約等は当所にお問合せ下さい。 

TEL 0836-84-4111 

 

【七夕飾りコンテスト】 
昨年は開催しませんでした「七夕飾りコンテ

スト」を１２団体の参加を得て開催いたしました。 

それぞれの団体が考えたテーマにそって願

いや想いを笹に飾り付けオリジナリティあふれ

る作品が出来上がりました。作品は７月 15 日か

ら８月３日まで「おのだサンパーク」に展示して

います。各賞もきめられ、８月７日配信予定の動

画内で発表します。 

また、同時に 2,528 名の市内小学生児童が

「夢」や「願い」を書いた短冊も展示していま

す。 

 

 

●今後の表紙について 

 今後会員さんの事務所や店舗の紹介を企画

中です。 

 掲載をご希望の方は、当所までご連絡下さ

い。 

小規模事業者経営改善資金 
（マル経資金） 

マル経融資（小規模事業者経営改善資金
融資制度）は、商工会議所等で、経営指導
（原則６ヵ月以上）を受けた方に対し、無担
保・無保証人で、日本政策金融公庫が融資
を行う国の制度です。 
 

融資限度額 ２,０００万円 
利率 １.2１％ 

（利率は経済情勢により変わります） 

担保・保証人 不要 
返済期間 運転資金７年以内 

設備資金１０年以内 
 
お問合せは 
小野田商工会議所まで（℡ 0836-84-4111） 
 



去る 6 月 16 日（水）13 時半から当所 3 階講堂
において第 266回常議員会を開催し、令和 2年度
事業報告及び収支決算報告を含むすべての議案
について承認された。なお、通常議員総会は書面
議決としたため、議案は速やかに議員へ送付し、
過半数の承認を得て議決された。 
 藤田会頭の開会挨拶の後、令和 3年 4月の第 219
回臨時議員総会以降に届出のあった当所役員議
員の変更について審議し、常議員 1名（合田卓・
小野田化学工業㈱小野田工場長）、参与 1名（大久
保憲子・ファイナルアンサー代表）の変更が承認
された。続いて令和 2年度事業報告及び収支決算
報告について説明し、野口嘉一監事の監査報告の
あと審議を行い、承認された。 
 次いで、委員会の再編について、11あった委員
会を『総務』『まちづくり』『ＤＸ（デジタルトラ
ンスフォーメーション）活用推進』『特産品づくり』
『山口東京理科大学連携』『理系 kid‘s育成』の
6 委員会とし、当所が今後取り組むべき課題に沿
った委員会を設置することを説明し承認された。 
 その他、来る 8月 7日（土）に開催予定の『お
のだ七夕祭り 2021』について、新しい形の祭りを
計画していることを説明し、協賛等の協力をお願
いした。また、㈱YMFGZONEプラニング代表取締役
藏重嘉伸氏より『山陽小野田市 LABV プロジェク
ト事業構想』について事業対象地の活用方針や整
備手法等の説明及び会員事業所に対し事業参画
の依頼があった。 

  
 

事業報告及び収支決算報告の概要は次のとお
り。 
 

 事 業 報 告  
①定款変更については『成年被後見人等の制限に
係る措置の適正化等を図るための関係法律の整
備に関する法律』の施行に伴い、商工会議所法及
び商工会議所法施行規則の一部が改正されたた
め、第 10条、第 22条、第 33条及び第 35条の一
部を変更した。 
②会員数は 998事業所だった。 
③選挙は、当所議員の選挙及び選任に関する規約
に基づき 1 号議員の補欠選挙を行った。3 名の立
候補があり、定数以内であったため投票を待たず
に当選が確定した。 
④事務局員は 11名。 
⑤庶務関係は文書発信 6,881件、受信 1,523件の
ほか、各種表彰により延 47名の表彰を行った。 
⑥会議は、第 66 回通常議員総会のほか、常議員
会、監事会、部会、委員会等 41回の会議を開催し
た。 
⑦事業関係は、会員交流・サービス事業（第 41回
会員大会）をはじめ、商店街活性化事業、地域総
合活性化事業・小規模企業需要創出事業、小規模
事業者応援キャンペーン事業、新型コロナウイル
ス感染症に関する中小企業・小規模事業者支援事
業、中小企業労務改善事業、地区委員会活動、青
年部活動、女性会活動の各活動を実施した。また、
意見活動、広報・資料配布、講演会・講習会活動、
会員従業員福祉事業、観光行事・商店街振興行事、
検定事業等を実施した。 
 中小企業相談所事業では、巡回指導 456件、窓
口指導 1,083 件のほか、講習会・個別指導を 152
回開催した。金融斡旋は、日本政策金融公庫及び
市振興資金で 52 件 331,570,000 円の貸付実績と
なった。会員福祉共済事業は、加入事業所数が延
1,764件となった。 
⑧登録については、特定商工業者 343名の法定台
帳作成を行い、商取引等に活用した。 
⑨会館・事務所は前年どおりで、施設の利用状況
は貸室が延 56 件、駐車場利用が延 9,181 台であ
った。 
⑩その他諸会合は延 47 回、会頭ほか関係役職員
が出席した。 
 収支決算報告  
【一般会計】収入 86,789,528円、支出 45,678,536
円、次年度繰越金 41,110,992円 
【特別会計】中小企業相談所 33,258,064円、法定
台帳関係費 644,003 円、特定退職金共済事業
50,014,100 円、共済事業等 17,993,822 円、労働
保険事務委託事業 6,552,084 円、建物管理
15,004,054円、退職給与資金積立金 7,970,021円
の決算額となった。 

 

 令和３年度 第２６６回常議員会を開催 

令和２年度事業報告及び収支決算報告を満場一致で承認 

 

 

 

藏重氏による LABV プロジェクト事業の説明 



あなたもラジオに出演してみませんか？ 自社を PR して販路を広げよう！ 
 

番組に一緒に出演し「事業の特徴」や「販売商品」「技術」など 

自社の魅力を PR することで、新たに販路を広げたい方、ぜひご出演ください！！ 
 

★番組名 『木曜！ラジオ de 回覧板』     ★出演のお申込み・お問い合わせ先 

★Ｍ Ｃ  松原 淳子(まつばら あつこ)さん   小野田商工会議所        0836-84-4111 

★放 送  毎月第 3 木曜 18 時 15 分～19 時   本件担当 中村、平山、和泉まで♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラジオに出演する中川さん㊥、脇本さん㊨ 

 

 ７月１５日放送の「木曜！ラジオ de回覧板」は、

来る８月７日（土）に開催される「おのだ七夕祭り

2021」をテーマに、当所青年部の中川大典（なかが

わ だいすけ）さん、脇本忠典（わきもと ただの

り）さんに特別ゲストとしてご出演いただき、イベ

ントの見どころについて PR してもらいました。 

 

毎年夏の恒例イベントとして開催してきた「おの

だ七夕祭り」も、昨年は新型コロナウイルスの影響

で開催が中止となりました。 

今年も屋外会場での開催は、残念ながら断念する

こととなりましたが、動画配信という新たな形で「お

のだ七夕祭り 2021 ～みんなのためにおうちででき

ること～」をサブタイトルに形を変えて開催するこ

とが決定しました。 

 

青年部に加入してまだ１年ながら、地域振興委員

長としてイベントをまとめる中川さんは、壮大なプ

レッシャーを感じているようで、「初めての試みが多

い中、動画の編集も四苦八苦しながら準備をしてい

ます・・・     」と不安を口にしながらも、「地域の皆

さんが家でもお祭り気分を楽しめる動画にしたい！」

と意気込みを語ってくれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その気になる動画の注目ポイントは以下の３つ！ 

フィナーレは、当日２０時より約１０分間、山陽

小野田市のどこからか打ち上げられる花火のライブ

配信となるそうで、その他にも特別出演として、唄

人羽さん、小野田高校吹奏楽部さんが夏の夜を彩る

音楽を披露してくれるとのことでした。 

 

 

 

 

 

 

 
 
また、おのだサンパークにて展示される「七夕笹

飾りコンテスト」の出展作品や、市内小学生が書い

た「お願い短冊」の一部を動画内で紹介する予定。 

短冊担当の脇本さんは、「小学生の願い事は、どれ

も可愛いものばかりでチョイスするのが大変でした

     」と語り、自分の子ども時代と比べ、

具体的な夢やビジョンを描いた大人び

た願い事が多くびっくりしたそうです。 

そんな脇本さんの子どもの頃の夢は、サッカー少

年「キャプテンつばさ」になること！「ゴールネッ

トを貫通する弾丸シュートの習得に向け、日々練習

してました（笑）」と振り返っていました。 

 

最後にお二人から、「コロナ禍で気持ちが塞ぎがち

ですが、花火が上がると気持ちも晴れるかなと思い

ます。昨年のシークレット花火は大人たちが本気を

出して、小野田の心意気を感じたひと時でした。 

今年は花火玉に子どもたちの短冊を張り付けて、願

いが叶うように夜空へ飛ばします。」と、イベントに

対する思いを語ってくれました。 

 

☆動画はイベント終了後も公開♪ 

ぜひご視聴ください！ 

 

七夕特別出演☆彡 

小野田商工会議所青年部 
 

地域振興委員長 

中川 大典 さん 
  総務広報委員長 

脇本 忠典 さん 

『木曜！ラジオ de回覧板』 
 

FMスマイルウェーブにて放送中！‐89.7MHz‐ 

毎月第３木曜日／１８時１５分～１９時００分  

ラジオで会員事業所を紹介 



山口エキスパートバンク制度をご活用下さい！ 

  経営・技術強化支援事業（エキスパートバンク）制度は、専門的知識や経験を持ったエキスパートを、要請 

のあった小規模事業者等に派遣し、具体的かつ実践的な指導・アドバイス（２時間程度）を行い、「経営」「営 

業」「生産」「技術」などの問題を解決していただくための制度です。条件等により下記４つの制度が活用 

できます。 

 

●通常枠（負担金：１０，５００円＋旅費の３分の 1） 

    ・小規模事業者・創業予定者 同一テーマ１企業３回（１企業年間最大５回まで） 

   ・経営計画策定、IT活用、会計処理、労務管理等、経営上の諸問題 

●防災枠（負担金：１０，５００円＋旅費の３分の１） 

   ・中小企業・小規模事業者 １企業３回まで 

   ・事業継続力強化計画策定等 

●経営安定枠（無料） 

・（二期連続経常赤字/債務超過/それらに準ずると判断される場合）の小規模事業者 １企業１回まで 

・経営安定の為の経営計画策定、資金繰り策等 

●経営安定特別対策枠（無料） 

   ・対象：最近１ヶ月の売上高（税抜き）が前年（もしくは前々年）同月比で減少し、かつ今後３ヶ月間の売 

上減少が見込まれる中小企業・小規模事業者 １企業３回まで 

   ・新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少に対応するための気鋭改善、新事業展開、各種助 

成金の活用等 

 

①指導申込 まずは商工会議所へご相談ください。 

 ②指導依頼 登録エキスパート（300名超）の中から、ご相談内容に精通した人選を行います。 

 ③負担金振込 自己負担金を派遣指導日前にお振込みいただきます。自己負担額は交通費の一部 

と指導料 10，500円です。（経営安定枠・経営安定特別対策枠は無料） 

 ④指導 経験豊富で成功事例を熟知したエキスパートがピンポイントで指導いたします。 

選定したエキスパート・商工会議所指導員が御社にお伺いしてサポートいたします。 

 ⑤解決❣ 技術と知識の支援で、きっとあなたの悩みも解決できます。 

エキスパートバンクをぜひご活用ください。 

 

        ※ お問合せ・お申込みは小野田商工会議所（0836-84-4111）まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議所新入会員のご紹介 ご入会ありがとうございました 

上記以外に掲載不要希望の事業所が１件入会されています。 

事業所名 代表者 所在地 業種（事業内容） 

山中工業 山中 晃紀 赤崎 1-3-8 管工事・機械器具設置工事 

㈱GS-TEC 南 千歳 上の郷 7-14 電気設備工事業 

富士コンサルタント㈱ 土井 始 須恵 1-8-1 総合コンサルティング 

Ajulie（ｱｼﾞｭﾘｰ） 山本 美空 西高泊 3381-4 グラフィックデザイン 

日本事務器㈱中四国支社 谷 省吾 
広島市中区八丁堀 16-11 

ｽﾀｰﾄﾗﾑ広島ﾋﾞﾙ 11F 
トータルソリューションサービス、 

情報システム開発・運用・保守 

 

※令和 3 年 6 月・7 月にご加入された方で、情報掲載にご了解いただいた方のみ掲載しております。 



 

 

問合せ先：山陽小野田市立山口東京理科大学 地域連携研究推進課 Tel:0836-88-4515 

の研究を紹介します！ 

会報の紙面をお借りして、山口東京理科大学の研究

を紹介いたします。ここで紹介する事例をはじめ、本

学の研究成果や技術にご興味がありましたら、地域

連携研究推進課へおたずねください。 

ヒートショックや酸化ストレスから身体を守る 

遺伝子スイッチの解析 

薬学部 薬学科 病態生化学分野 

教授 井上 幸江 

私たちの身体には、熱や酸化、紫外線、細菌などの外的刺激に対して生命を維持するシステム

が備わっています。そのシステムの基本はストレス応答遺伝子群と呼ばれ、遺伝子スイッチのオ

ン・オフによってコントロールされています。このコントロールがうまくできないと、ガンや様々

な臓器の炎症性疾患などの病気を発症したり、老化現象が顕著になったりします。 

私は、身体を守る遺伝子群、特に、熱ストレスと酸化ストレスに対する生体防御に関わる遺伝

子スイッチのオン・オフのコントロールする仕組みを明らかにする研究を行っています。熱スト

レスや酸化ストレスは、細胞の生存に必要なタンパク質や遺伝物質である DNA、脂質などの構造

を変化させて正常な働きを阻止します。そのような状況を細胞は感知して、ストレスとなる分子

を除去して正常な働きを取り戻す遺伝子スイッチをオンにします。 

しかし、本来、身体を守る遺伝子群であっても、過剰にオンになると、むしろ細胞を傷つける

ことになってしまいます。そこで、いつ、どこで、どの程度スイッチのオン・オフをコントロー

ルするかが重要になります。 

また、遺伝子スイッチのオン・オフといっても、１つの遺伝子にあるスイッチは１つではなく、

複数のスイッチがあります。さらに、スイッチも電気スイッチの入・切の二通りではなく、自動

車のアクセルとブレーキのように多段階になっています。このような複雑で巧妙なシステムがあ

ることによって、生命活動が維持されているのです。 

このような遺伝子スイッチのコントロールシステムを１つ１つ明らかにすることは、病気の発

症を防ぐことや、病気に対する治療薬を創り出す基盤となる研究です。 

2003 年、私たちの DNA（ヒトゲノム）の全情報の解読は、ほぼ完了しました。そして、約 3

万の遺伝子が存在することが分かってきました。しかし、いまだに１つの遺伝子でさえ、そのす

べての働きは解明されておらず、また、その遺伝子スイッチのコントロールシステムも分からな

いことがたくさんあります。 

私は、これからも生命の未知の世界を、遺伝子スイッチという視点から、探求していきたいと

思います。そして、多くの若い人たちが、生命科学の分野で活躍してくれることを願っています。 

 

【キーワード】生体防御、ヒートショック、炎症、老化、抗酸化作用  



 

 

 

 


