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■第４２回会員大会で表彰（永年勤続役員・議員/ 

特別協力功労者/永年会員事業所） 

■おのだ名産品マルシェ開催 

■青年部臨時総会開催 

■木曜！ラジオ de 回覧板 

■山陽小野田市からのお知らせ 

 ～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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■ おのだ名産品マルシェ（おのだサンパーク） 

 



小野田商工会議所 2月の予定 

1火  

2 水 創業相談（IT） 

3 木 創業相談 

4 金 正副会頭会議 

5 土  

6 日  

7 月  

8 火  

9水  

10 木 会員大会 

11金 （建国記念の日） 

12 土  

13 日 珠算検定 

14 月 労務相談 

15 火 創業相談 

16 水 創業相談 

17 木 法律相談 

18 金 知財相談 

19土  

20日  

21月 確定申告個別相談 

22火 確定申告個別相談/労務相談 

23水 （天皇誕生日） 

24木 確定申告個別相談 

25金 確定申告個別相談 

26土 青年部視察研修（２日間） 

27日 日商簿記検定 

28月 確定申告個別相談 

 

～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 

所得税及び消費税確定申告 
個別指導のご案内 

予約制にて行います。 

必ず事前にご連絡下さい。 

（申込多数の時間枠が発生した場合は、 

日程調整させていただく場合があります） 

◎所得税確定申告個別相談 （９時～１６時） 

２月２1日（月） 坂元耕樹税理士 

２月２２日（火） 棟近 潔税理士 

２月２４日（木） 梅本 修税理士 

２月２５日（金） 堀 英俊税理士 

２月２８日（月） 村田治子税理士 

３月１日（火） 籔本英弘税理士 

３月２日（水） 坂元耕樹税理士 

３月３日（木） 棟近 潔税理士 

３月４日（金） 梅本 修税理士 

◎消費税確定申告個別相談 （13 時～１６時） 

３月２５日（金） 畑 善高税理士 

予約・お問合せは小野田商工会議所まで 

 （0836-84-4111） 

 
【おのだ名産品マルシェ】 

 当所主催で１２月１７日（金）・１８日（土）、お

のだサンパークにおいて、地域の飲食店

や小売店等３６店舗が集結した「おのだ名

産品マルシェ」を開催いたしました。 

 詳細は３ページをご覧ください。 

 

 

●今月の表紙について 

今後会員さんの事業所や店舗を紹介して 

いく予定です。掲載希望募集します。 

 



■ 第４２回会員大会で表彰 ■ 
永年勤続役員議員表彰（３名）・特別協力功労者表彰（１事業所・２名） 

永年会員事業所表彰（１３事業所） 

当所では、去る１２月１６日（木）１０時半

より総務委員会を開催し、本年度の会員大会で

表彰する永年勤続役員・議員（当所の役員・議

員を１０年以上勤続され当所の事業運営に貢

献された方）及び、特別協力功労者（当所の組

織、財政、運営並びに事業遂行に特別な協力を

された方）それぞれの表彰候補者について審 

  

 

永年勤続役員・議員表彰 （敬称略） 

 

【４０年勤続】 

▽玉井 義信 

（議員・㈱セイコー堂 代表取締役） 

【３５年勤続】 

▽目 文男 

（常議員・新沖産業㈱ 代表取締役） 

【２５年勤続】 

▽杉山 文敏 

（議員・杉山食品工業㈱ 代表取締役） 

 

永年会員事業所表彰 （順不同） 

 

▽アステラワークス（塗装） 

▽Lusty cool heads（美容、小売） 

▽真栄工業（製缶・配管業） 

▽冨成工業（鉄工業） 

▽La Tierra（飲食店） 

▽日浦電気設備（電気設備工事） 

▽㈱Maintenance Construction 

 （産業用ロボット機械据付、メンテナンス） 

▽棟近潔税理士事務所（税理士） 

▽髙橋恭廣（駐車場） 

▽Ｅ.Ｃ（機械設備メンテナンス） 

▽㈲マサ総建（土木工事業） 

▽豊嶋二三男（配管工） 

▽ひと息（飲食店） 

   

  

議を行い、永年勤続役員・議員３名、特別協力

功労者２名及び１事業所の表彰を決定した。 

この永年勤続役員・議員、特別協力功労者に

ついては、２月１０日（木）に開催予定の第４

２回会員大会において、１０年以上継続会員の

永年会員事業所と共に表彰される。 

会員大会当日、表彰される方々は次のとおり。 

 

 

特別協力功労者表彰 （敬称略・順不同） 

 

▽山陽小野田市立山口東京理科大学 

  当所では、９月と１０月に会員事業所へのコロ

ナワクチン接種機会の拡大を目的とし、山口

東京理科大学の全面協力のもと、職域接種を

実施。同大学が７月に学生、教職員を対象に実

施した職域接種のノウハウを活用し、医師・看

護師・薬剤師の協力も得て行われ、産学連携

の職域接種となった。延べ１，８７０名が接種し、

市民の安全、安心のために貢献された功績は

多大である。 

 

▽島津 智行 

（青年部元会長・㈱島津商会） 

  平成２３年７月青年部に入会。総務広報、地域

振興委員会の理事職を歴任、平成３０年度の

統括副会長を経て、平成 31 年４月から令和２

年３月まで第２９代会長として青年部の育成発

展に尽力され、当所の事業活動推進に貢献さ

れた。 

 

▽大久保 憲子 

（青年部前会長・ファイナルアンサー代表） 

  平成２７年４月青年部に入会。地域振興、総務

広報委員会の理事を歴任、令和元年度の統括

副会長を経て、令和２年４月から令和３年３月

まで、第３０代会長として青年部の育成発展に

尽力され、当所の事業活動推進に貢献され

た。 

 



おのだ名産品マルシェを２日間で開催！ 

年の瀬に多くの人で賑わう 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当所では、昨年の１２月１７日（金）・１８日（土）

の２日間、小野田地域のテイクアウトとオシャレ

な商品を集めた販売会『おのだ名産品マルシェ』

を、おのだサンパーク西館１階サンフェスタ広場

にて開催した。 

本イベントは、山口県小規模事業者応援キャン

ペーン事業における委託事業として当所が企画

したもので、当日はおのだサンパーク様の販売協

力のもと実施した。 

新型コロナウイルス変異株の感染拡大により、

厳しい経営環境にある飲食・小売業では、各店舗

が感染防止対策に取り組みながら営業を展開し

ている。 

店舗の集客力が低下する中、新商品やお店を PR

する場も減ってきていることから、今回のイベン

トでは、市内外から集まる消費者に向けて、小野

田の頑張るお店を広くＰＲし、商品の魅力を伝え

ることを目的とした。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
参加店舗は、両日を通してテイクアウト販売に

１８店舗、物販に１６店舗、体験コーナーに２店

舗が出店し、計３６店舗がおのだサンパークに集

結した。 

飲食業では、コロナ禍で定着しつつあるテイク

アウト商品を、いつもと違ったちょっぴり特別で

オシャレなお弁当をテーマに考案して販売。 

小売業では、クリスマスシーズンに合わせたオ

シャレ雑貨や飲食料品を中心に販売した。 

また、当日は販促企画としてガラポン抽選会や

インスタフォトコンテスト、出張ラジオ番組など

を催し、さらにイベント終了後の来店を促す工夫

として、出店店舗を紹介するショップガイドを作

成し会場で配布した。 

当日は多くのお客さんにご来場いただき、テイ

クアウト商品は両日ともほぼ完売となるなど、賑

やかな年の瀬となった。 
 

※ショップガイドの追加配布をご希望の方は、 

当所までご連絡下さい。（TEL：0836-84-4111） 

 
 
 

🌼 ご出店いただいた店舗の皆様、おのだサンパーク様、ご協力ありがとうございました 🌼 
 
 
 ＊ ほりうち商店 ぽん菓子ﾌｧｸﾄﾘｰ ぽんの時間  

＊ リカーマーケット酒の國  
＊ コーヒーリカー専門店 TORIO COFFEE 
＊ 餃子の福原  
＊ 自然派木工房 木洩木  
＊ atel ier soh 
＊ 酒と肴  蔵間  
＊ パリパリ工房  
＊ 海のパン屋さん  パン・デ・モルデ  
＊ ウィーン菓子 ティーゲベック  
＊ フラワーショップ  ブーケ  
＊ 宇都宮帆布工房  
＊ 伝助  
＊ 活いか活魚料理  若新  
＊ 自然農法  野村農園  
＊ ローズガーデン  
＊ きららガラス未来館（体験）  
＊ Kate no clover*（体験）  

＊ うどんの庄 住吉  
＊ お弁当の Lucy 
＊ スパゲティ＆ピザ ボーノ 
＊ 慎味 飛火野 
＊ ローズガーデン 
＊ 手作り惣菜 味彩 
＊ お食事処 辰すし 
＊ セントラルホテル レストラン MOGA 
＊ COCO-DON 
＊ レストランやけの 
＊ 敦煌 山口小野田店 
＊ コミュニティカフェ wakayama 
＊ レストラン ソル・ポニエンテ 
＊ 石井鮮魚惣菜仕出し店 
＊ La Tierra 
＊ 春駒亭  
＊ UCHI CAFE 灯  
＊ 地産馳走 飛寅  

テ
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 当所青年部は１２月２１日（火）１９時より、臨

時総会を開催した。 

 当日は藤田会頭を招き、会員１５名の出席及び、

５名の委任状により総会は成立。藤田会頭、瀬口

会長の挨拶の後、早速議事に入った。 

 第１号議案で令和４年度会長予定者について

協議し、現統括副会長の藤野佑介氏（スナップオ

ンツールズ藤野 代表）が全員一致で承認された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月１４日（金）小野田労働福祉協議会（会長・

野村信幸、山口小野田レミコン㈱社長・会員６４

社）では、関係官庁（宇部労働基準監督署、宇部

公共職業安定所、山陽小野田市）の連絡会議が、

感染防止対策を講じて開催され、１６名が出席し

た。 

野村会長の挨拶の後、まず宇部労働基準監督署

の末廣署長から、高齢者の労働災害が増えている

ことから、エイジフレンドリーガイドラインの概

要説明があった。また働き方改革における年次有 

  

 

 

 

藤野氏は「来年度はコロ

ナ３年目の年でもありま

す。ウィズコロナはしばら

く続くかもしれませんが

制限された中での活動だ

からこそできる事があり

ます。必ず迎えるアフター

コロナに向けて青年部と

しても自企業としても自

ら考え行動して活動をしていけたらと思います。」

と挨拶。今後は藤野会長予定者のもと新年度役員

を選任し、令和４年度事業を計画していくことと

なる。 

 続いて第２号議案の令和４年度会費について

は、現行通り 18,000 円とすることで決議され終

了となった。 

 

 

 

 

 

 

休の取得や、最低賃金についての確認について説

明された。 

続いて宇部公共職業安定所の瀬田所長より就

職内定状況について説明があり、コロナの影響も

受け、就職希望率や求人が減少傾向にあるなどの

お話をいただいた。雇用調整助成金の特例措置の

延長についての説明、また求人申し込みや内容変

更などがパソコンで利用できる「求人者マイペー

ジ」の紹介があった。 

 最後に山陽小野田市経済部の河合部長より、企

業誘致についてのお話や、山口東京理科大学との

産学連携によるまちづくりの推進、また、各種支

援金の活用について説明があった。また支援制度

の検索についてはミラサポ plus のサイトの紹介

がされた。 

説明後、質疑応答の時間もあり、大変有意義な

内容であった。 

 

 

当所青年部 臨時総会を開催 

 

 

藤野佑介 氏 

 

 

 

 

小野田労働福祉協議会 関係官庁との連絡会議 

 



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♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １月２０日放送の「木曜！ラジオ de回覧板」は、

『ジェラテリアバール SAKURA』代表 梅野 裕恵（う

めの ひろえ）さんにご出演いただきました。 

FMスマイルウェ～ブでは“さくらちゃん”として

すっかりお馴染みの梅野さん♪自身がパーソナリテ

ィーを務める「ふるさとまんぷく RADIO！」では、い

つも楽しくハイテンション↑で地元のお店を紹介さ

れています。 

今回の放送では、そんな梅野さんが昨年１２月に

新規オープンした『ジェラテリアバール SAKURA』の

魅力について逆インタビューを敢行！いつもと違う

ゲスト席に少し緊張すると話す中、新店舗開店に至

った経緯や今後の目標について語ってくれました。 

 

ジェラテリアとバールを掛け合わせたお店のコン

セプトは「ちいさなまちの隠れた魅力を発信するジ

ェラテリア」。前身である「スナックさくら」の名残

を残して、食事とお酒も楽しめるジェラート屋さん

に生まれ変わったお店を、「地元の人々のコミュニケ

ーションの場になれたら嬉しい」と紹介しました。 

お店の看板商品は、やまぐち県酪乳業さんの牛乳

を使用した、体に優しい『ヒノデジェラート』。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
お店で一から作る自家製のジェラートは、永山酒

造さんの「山猿さんの吟醸みるく」、花の海さんの「よ
つぼし（いちご）みるく」、やまぐち県酪乳業さんの
「そよ風ヨーグルト」など、地元企業とのコラボフ
レーバーも今注目を集めています。 
また、ランチカフェでは三浦製麺さんの平麺を使

用した『日替り生パスタ』を提供。「地元の食材を楽
しめるところが当店の魅力です」と PRしました。 
今後は、ジェラートのフレーバーをさらに増やし、

地元名産品としてふるさと納税返戻品の登録やネッ
ト販売にも力を入れたいと目標を語りました。 
 
ここでブレイクを挟み、梅野さんがリクエストし

た曲は「夢／THE BLUE HEARTS」。自身のテーマソン
グと語ったこの一曲は、新店舗を開店する際にも初
心を思い出させてくれた曲となったそうです。 
「コロナは確かにきっかけとなったけど、若い子

たちが仕事もプライベートも楽しんで働けるお店を
地元に作りたい！」と語った梅野さん。 
 番組の締めの曲は「ふるさとの日本酒で／西広シ

ョータ」をチョイスし、大好きな地元とスタッフさ

んへの思いが垣間見えた放送となりました。 

 

 

 

 

★所 在 地  山陽小野田市日の出 3丁目 9-22 

       日の出ビル１階 

★営業時間  火～木 11:00～18:00迄 

       金～土 11:00～※22:00迄 

（※夜営業は現在様子見中です） 

★定 休 日  日曜日・月曜日 

★Ｔ Ｅ Ｌ  ０８３６－３９－９９１９ 

★ﾘｽﾅｰ特典  『木曜ラジオ de回覧板を聞いたよ』

とお店で伝えていただくと、店内で

ご飲食の方に限り、ヒノデジェラー

トをシングル価格 400 円でダブルに

サービスいたします♪（２月末迄） 
  

～今月の出演者～ 

『木曜！ラジオ de回覧板』 
 

FM スマイルウェ～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 

ちいさなまちの隠れた魅力を発信♪ 

元気印のｼﾞｪﾗｰﾄ屋さん『ｼﾞｪﾗﾃﾘｱﾊﾞｰﾙ SAKURA』 

（今回はゲスト席で出演した梅野さん㊥） 

ｼﾞｪﾗﾃﾘｱﾊﾞｰﾙ SAKURA 

＼さくらちゃん／ 

代表  梅野
う め の

 裕
ひろ

恵
え

 さん 



 

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。 

医薬品および健康影響物質の高感度計測法の開発と 

その生体効果の評価に関する研究 

薬学部 薬学科 分析科学分野 

教授 和田光弘 

【顔写真】 
指 定 が な い 場

合は、HP 教員

紹 介 の 顔 写 真

を利用します 

  科学事象のメカニズム、あるいは製品などの性能を明らかにするには、化学物質の存在量を明らか

にする（定量）ことが必須となります。薬学で「分析科学」を専門とする私は、医薬品のみならず生体

微量物質、食品成分あるいは環境物質をヒトに対する「健康影響物質」と位置付け、最新の分析技

術を駆使して、これらの高感度分析法の開発を行っています。特に、分析機器である高速液体クロマ

トグラフィー (High-performance Liquid Chromatography: HPLC) に蛍光検出器を組み合

わせた装置と、分析対象に蛍光性を付与する蛍光誘導体化といった手法を組み合わせる分析法の

開発を多く手掛けています。 

  例えば、ハーブの 1 種であるバジルに含まれるオイゲノール類は抗菌・抗酸化効果を有する成分で

すが、これらを末端二重結合に選択的に反応する蛍光誘導体化試薬 4-(4,5-Diphenyl-1H-

imidazole-2-yl)iodobenzene (DIBI) と反応させ、蛍光性の物質とすることで、高感度に測定す

ることを可能にしています（図１）1)。本法により乾燥バジル製品中のオイゲノール (Eug)、メチルオイ

ゲノールおよびリナロールの同時定量が可能であり、製品の品質評価に有用です。今後はバジル製

品摂取後のヒト生体内での化合物挙動のモニタリング法に適用し、健康影響の解明につなげていく

予定です。 

 

図 1  DIBI によるオイゲノールの蛍光誘導体化反応 

 このように分析法の開発と、その方法を用いて得られるヒトの健康に関する知見を社会に還元する

ことで、健康維持や医薬品の適正使用などに貢献していきたいと考えています。分析法開発などで

お困りの場合はお声掛けください。 

1) Takada M., Wada M., at al., Chem. Pharm. Bull., 70, 37-42 (2022). 

【キーワード】医薬品分析、食品成分分析、HPLC、蛍光検出 



山陽小野田市では皆さんの職場等に出向いて、申請に必要な顔写真を 

無料で撮影し申請をお手伝いします。希望される場合は、「申込み要件」を確認

の上、ぜひ御利用ください。 

「 申込み要件 」 

（1） 市内の企業、団体であること。 

（2） 申請者本人（15歳未満の人及び成年被後見人の人は法定代理人とともに）が申請会場へ来

ることができること。 

（3） 申請を希望される方が、５人以上であること。（住所地は、市内外を問いません。） 

（4） 申込企業等で会議室、机、いすなどの備品及び市が持参するタブレット端末等の電源の確

保ができること。 

「 申込み方法 」 

市のホームページから出張申請サポート申込書をダウンロードの上、実施希望日の２０日前ま

でに、メール・郵送・持参のいずれかの方法によりお申し込みください。 

※当日ＱＲコード入りの申請書をお持ちいただけますと、申請がスムーズです。 

お持ちでない場合は、通知カード等でマイナンバーの確認が必要となります。 

※マイナンバーカードは、住所地の市役所での受け取りとなりますので御注意ください。 

※詳しくは、次のお問い合わせ先までご連絡をお願いします。 

 

※そのほか、市では、本庁市民課、山陽総合事務所市民窓口課において、職員が申請を 

希望される方の写真を撮影し、申請のお手伝いをしています。 

事前の申込みは不要ですので、是非御利用ください。 

受 付 時 間：原則８：３０～１７：００（土日祝日をのぞく） 

必要なもの：本人確認書類等 

お問い合わせ先 

山陽小野田市役所 市民課住民係（マイナンバー担当）  

〒７５６－８６０１  

山陽小野田市日の出一丁目１番１号（市役所本庁舎１階）  

電話 ：０８３６－８２－１１４０ 

E-mail：shimin@city.sanyo-onoda.lg.jp  

― 山陽小野田市からのお知らせ ― 



 

 

 


