
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■第４２回会員大会開催 

■青年部１月例会開催 

■木曜！ラジオ de 回覧板 

■令和４年度の検定試験施行予定日 

 ～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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The Onoda Chamber of Commerce and Industry News 

小 野 田 商 工 会 議 所 会 報 

Ｏ Ｐ Ｉ Ｃ Ｓ 

■ 山口日産自動車㈱小野田湾岸通り店 

 ホームページをリニューアルしました！ ご活用ください 



小野田商工会議所 3月の予定 

1火 確定申告個別相談/創業相談 

2 水 確定申告個別相談/創業相談（IT） 

3 木 確定申告個別相談/創業相談/正副会頭会議 

4 金 確定申告個別相談 

5 土  

6 日  

7 月  

8 火  

9水  

10 木  

11金 知財相談 

12 土  

13 日  

14 月 労務相談 

15 火  

16 水 創業相談 

17 木 法律相談 

18 金 創業相談 

19土  

20日  

21月 （春分の日） 

22火 労務相談 

23水  

24木  

25金 消費税申告個別相談 

26土  

27日  

28月  

29火  

30水  

31木  

～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 

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。 

【利用できる方】 

・商工会議所地区内で１年以上事業を営んでおり、 

所得を申告している。 

・常時使用する従業員が５人以下の商業・サービ

ス業（宿泊業・娯楽業を除く）、２０人以下の製造

業建設業他 

・原則として６ヶ月以前から商工会議所の経営指

導を受けており、経営内容が明らかである。 

・納付すべき税金をすべて完納している。 

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） 

 
【山口日産自動車㈱小野田湾岸通り店】 
 厚狭、美祢方面から、小野田サンパークに向

かう小野田湾岸道路添いにある店舗です。 

 日の出店より移転して丸６年を迎えます。EV

車リーフをはじめ、新型ノート、オーラ、キック

ス、セレナ、軽自動車では、デイズ、ルークスと

魅力的なラインナップを取り揃えております。 

 また、ショールーム内には、キッズコーナー、

季節による各種イベント、ご来店プレゼントのご

準備もさせていただいております。新車だけで

はなく、洗車メニューなどもたくさんございま

すので、お気軽にお立ち寄りいただける体制と

なっております。皆様もぜひお気軽にご来店く

ださい。 

 

 

 

 

 

 



２月１０日（木）当所において、第４２回会員

大会を開催した。 

新型コロナウイルスの感染防止対策に万全を

期して、人数制限や時間短縮など規模を大幅に縮

小し、約７０名の出席を得て行なった。 

当日は、市民憲章唱和、国歌斉唱、物故会員へ

の黙祷に続き、藤田会頭が主催者としての挨拶を

行なった。表彰行事では、永年勤続役員議員３名、

特別協力功労者１団体及び個人２名、永年会員事

業所１２事業所に藤田会頭から感謝状と記念品

が贈呈された。 

その後、藤田剛二山陽小野田市長、高松秀樹山陽 

 

当所青年部は去る１月１７日（火）１９時より、

当所講堂にて１月例会『アフターコロナを見据え

た補助金活用術』を開催した。 

例会では、アフターコロナを意識した企業経営

戦略として、補助金を申請し取得に成功した青年

部会員よりその経験やテクニック等を全３部に

分けて講演を行った。 

 第１部では、株式会社宇都宮帆布工房代表取締

役 宇都宮秀彰君より、まず補助金・助成金・給付

金の違いについて図を用いて説明。その後主な補

助金のうち、ものづくり補助金について採択され         

講演中の山根俊恵さん 

 

小野田市議会議長より祝辞を頂き、大会行事は終

了した 

記念講演では、山口大学大学院医学系研究科保

健学専攻教授 NPO法人ふらっとコミュニティ理事

長山根俊恵さんより『生きづらさを抱えた人たち

の就労支援』と題し講演を頂いた。 

 懇親会は、感染防止対策の観点から中止し、代

わりに当所会員事業所のテイクアウト弁当と、当

所役員議員から提供された企業賞などを参加者

の皆様に持ち帰ってもらった。 

やすい事業計画書作成のコツや中小企業経営強

化税制について説明した。 

第２部では株式会社島津商会専務取締役 島津

智行君より、ものづくり補助金と事業再構築補助

金について、審査項目や具体的な計画書の作成方

法等を、自身の経験を交えながら説明。最後に補

助金について相談できる場所、補助金が取得でき

なかった際の対応の仕方等について説明した。 

第３部では武田労務経営総合事務所代表 武田

剛君より雇用関係助成金について説明。特定社会

保険労務士ならではの視点から雇用関係助成金

全般の留意点、雇用調整助成金申請の流れやポイ

ント、産業雇用安定助成金等について解説。「新型

コロナウイルスで事業を継続し雇用を確保する

のが厳しい状況となっていますが、様々な支援が

準備されていますので、有効に活用していただけ

たらと思います」と最後に話し、その後の質疑応

答でも補助金に関する様々な質問が挙がった。 

講演会終了後にはオブザーバー向けに小野田

ＹＥＧを紹介する動画を上映した。 

 

第４２回会員大会を開催  感染症対策に万全を期して実施 

当所青年部１月例会開催 ～ アフターコロナを見据えた補助金活用術 ～ 
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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♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２月１７日放送の「木曜!ラジオ de 回覧板」は、

山口日産自動車㈱小野田湾岸通り店より、カーラ

イフアドバイザーの山本 巧（やまもとたくみ）

さん、原田健次郎（はらだけんじろう）さんのお

二人にご出演いただきました。 

 

山口日産自動車㈱は、１９２９年４月６日、当

時の山口自動車商会として設立。防長日産モータ

ーとの経営統合を経て現在に至り、来る２０２９

年には記念すべき創立１００周年を控えられ、

日々営業をされています。 

今回ご出演いただいたお二人が勤務する「小野

田湾岸通り店」は、県内でも比較的新しい２０１

６年４月オープンの店舗♪放送では、お店同様２

０代前半とフレッシュなお二人より、日産車の魅

力についてお話いただきました。 

  

昔から家族で日産車に乗っていたという後輩の

原田さんは、昨今の自動車業界について「ガソリ

ン価格の高騰で EV や e-POWER などの電気車

に関心が高まっていると感じてます！」と話すと、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先輩の山本さんからは、日産独自のハイブリッド

システム『e-POWER』の仕組みをズバリ解説♪ 

山本さんは、e-POWER について、「ガソリン

エンジンとモーターを組み合わせた技術で、ガソ

リンを燃料としてエンジンが発電機を回す役目と

なることで電力を生み出しています。」と仕組み

を解説すると、「e-POWER 搭載車は、１００％

モーター駆動なので、電気自動車さながらの、

“スゥーッ”とした滑らかな走りが魅力です！」

と PR してくれました。 

 

日産車の魅力を明るく伝えてくれたお二人がリ

クエストした曲は、原田さん選曲のファンキーモ

ンキーベイビーズ『明日へ』と、山本さん選曲の

ミスターチルドレン『終わりなき旅』－。ともに

サッカー部という経歴を持ち、学生時代の思い出

深い曲として紹介してくれました。 

放送では途中、MC の松原さんがお客さん役と

なって接客応対に挑戦するシーンもあり、初々し

くも元気よく笑顔で接客する様子がとても印象的

なお二人でした♪ 

 

 

 

 
★所 在 地  山陽小野田市新生３－４－１ 

★営業時間  午前９時～午後６時 

★定 休 日  毎月 第１第２水曜日 

（２月・３月は第１水曜日のみ） 

★Ｔ Ｅ Ｌ  ０８３６ー８１－２０２３ 

 

 ＜ひとこと PR＞ 

山口日産では年に３回 (５月・８月・１月) 

大イベントを開催しています！その他にも  

各店舗でインスタ、ブログを更新中です！ 

ぜひ一度、お店に遊びに来てくださいね♪ 

   

 
 

 

 

～今回の出演者～ 

『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 

あなたのモビリティライフをもっと楽しく♪ 

『山口日産自動車 －小野田湾岸通り店－』 

（ラジオに出演する先輩の山本さん㊨と、後輩の原田さん㊥） 

山口日産自動車㈱ 
（小野田湾岸通り店） 

 

カーライフアドバイザー 

山本 巧さん、原田健次郎さん 



２０２２年度 検定試験施行予定表 

◎会場は山陽小野田市商工センター(小野田商工会議所)の予定です 

 

★日商簿記検定★ 

回，施行級 検定試験施行日 募集受付期間 

第 161回(1～3級) 6月 12日(日) 4月 25日(月)～5月 16日(月) 

第 162回(1～3級) 11月 20日(日) 10月 4日(火)～10月 24日(月) 

第 163回(2～3級) 2023年 2月 26日(日) 2023年 1月 10日(火)～1月 30日(月) 

 

受験料(税込) 
1 級 2 級 3 級 

7,850円 4,720円 2,850円 

・『初級』及び『原価計算初級』は、日商認定会場でのインターネット受験となります。 

・日商簿記２級及び３級については、ネットでも受験できるようになりました。詳細は『商工会議所の

検定試験』のホームページをご覧ください。 

 

 

★珠算検定★ 

試験施行日 種別・施行級 募集受付期間 

4月 10日(日) 
珠算 準 1級～準 3級、4～10級 

暗算 1級～10級 
2月 21日(月)～3月 10日(木) 

6月 26日(日) 
第 225回 珠算・暗算 1級～10級 

第 135回 段位認定試験 
5月 9日(月)～5月 26日(木) 

8月 7日(日) 
珠算 準 1級～準 3級、4～10級 

暗算 1級～10級 
6月 20日(月)～7月 7日(木) 

10月 23日(日) 
第 226回 珠算・暗算 1級～10級 

第 136回 段位認定試験 
9月 5日(月)～9月 22日(木) 

12月 11日(日) 
珠算 準 1級～準 3級、4～10級 

暗算 1級～10級 
10月 24日(月)～11月 10日(木) 

2023年 

2月 12日(日) 

第 227回 珠算・暗算 1級～10級 

第 137回 段位認定試験 
12月 19日(月)～2023年 1月 12日(木) 

 

種別 
珠     算 暗 算 段  位 

1 級 準 1 級 2 級 準 2 級 3 級 準 3 級 4～6 級 7～9･10級 1～10 級 準初段～十段 

受験料 

(税込)  

2,340 

円 

2,040 

円 

1,730 

円 

1,630 

円 

1,530 

円 

1,320 

円 

1,020 

円 

910 

円 

910 

円 

珠算・暗算両方2,950 円 

珠算のみ 2,550 円 

暗算のみ 1,220 円 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

※令和 4 年１月～２月１５日まで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。 

事業所名 代表者 所在地 業種（事業内容） 

公益財団法人産業雇用安定 
センター山口事業所 

長谷川 伸彦 
山口市小郡高砂町 1-8 
MY 小郡ﾋﾞﾙ 4 階 

無料職業紹介事業 

自然派木工房木洩木 齊藤 博行 大字有帆 70-72 小売 

焼鳥とも 髙橋 友人 大字西高泊 594-1 飲食店 

かしわのサーカス 藤井 三枝 くし山２丁目 1-1 食道 

 吉松 正男 住吉本町２丁目 3-12 サービス業 

㈱ひとまちライブラリー 水野 智美 大字小野田 3392-2 不動産 

㈲エムテクノ 森田 努 中央一丁目 6-10 機械設計 

夢幻房縹 花田 大作 大字小野田 573-9 古美術商 

アイビー化粧品 棟久営業所 棟久 和紀子 大字西高泊 605 化粧品販売 

おそうじ本舗長府店 村中 公祐 大字西高泊 1103-24 ハウスクリーニング 

ハマ建装 浜田 徹 大字西高泊 1942-1 屋根工 

めがねのヨシタケ 吉武 秀和 埴生 83-1-206 メガネ小売 

 上記以外に掲載不要希望の事業所が 2 件入会されています。 

国税専門官募集 国税庁では、国税専門官を募集しています。 

● 採用案内情報等  国税庁ホームページに掲載 〔https://www.nta.go.jp〕 

● 受験申込方法  原則としてインターネットにより申込みを行ってください。 

〔httpｓ://www.jinji‐shiken.go.jp/juken.html〕 

● 受付期間 ３月 18 日(金)９:00～４月４日(月)    

※ 郵送の場合は３月 22日(火)まで（詳細はお問合せください） 

● 第 1次試験 ６月５日(日) 

● 問合せ先 

○ 広島国税局人事第二課試験研修係〔℡082(221)9211 内線 3635・3743〕 

○ 厚狭税務署総務課〔℡0836(72)0180〕 

会報「商工おのだ」チラシ折込サービスのご案内 
当所では、会員に毎月お届けしている小野田商工会議所会報「商工おのだ」に、貴社の広告チラシを同封

し、約１，05０社の会員事業所へ配送するサービス（有料）を行なっています。事業所向けの格安で効果的な宣

伝手段としてご活用下さい。 

折込１回（１枚）につき１６，５００円（税込） 
※２枚目は、５，５００円（税込）。（１回２枚まで） 

◇申し込みは、折込月の前月２０日まで、チラシの納品は前月２５日までにお願いします。 

◆お申込み・お問合せ先  小野田商工会議所 総務（℡ 0836-84-4111） 



 

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。 

皮膚感作性を評価する簡便かつ迅速な 

ペプチド結合試験法の開発 

薬学部薬学科 薬物治療学 

准教授 有海 秀人 

【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 

皮膚感作性はヒトでは接触皮膚炎、動物では接触過敏症として知られる化学物質の毒性の１つであ

る。近年、化学物質による皮膚感作の成立過程における様々な主な事象に着目した、動物を用いない皮

膚感作試験代替法（動物実験代替法）の開発が進められている。その代表的な方法が 2015 年および

2016 年に OECD テストガイドラインに採用されたペプチド結合性試験(DPRA;OECDTG 442C)であ

る。この DPRA 試験は、被険物質とタンパク質の結合性を評価し、皮膚感作の発生トリガーの可能性を検

出することができる。しかしながら、DPRA 法を用いた被険物質の測定は水溶液中で行われるため、疎水

性の高い物質の測定が困難であるなど、いくつかの問題点も存在する。 

  
 

OECD テストガイドラインに採用された DPRA は有効な手法である一方、難水溶性の被険物質を評価

することができないこと、液体高速クロマトグラフィー（HPLC）の操作が煩雑で非効率などの課題を持

つ。そこで本研究では、親水・疎水両溶媒になじむ Resin 樹脂に固定化したペプチドを作成し、難水溶性

物質の皮膚感作性の評価を可能にする。また、被険物質と未結合のペプチドの測定を、リジン残基の

NH2 とシステイン残基の SH を認識する指示薬（ピクリン酸、5-クロロ-2-ニトロベンズアルデヒド（エル

マン試薬））を組み合わせることで、HPLC を使用しない分光法で検出が可能な極めて簡便な試験法の

開発を目指す（図）。 

本研究は、新たな試験法の開発のみならず、この試験法の利点を生かして、単一の被験物質の皮膚感

作性評価だけでなく、様々な化学物質が混在した製品の皮膚感作性が評価できることを最終目的として

いる。 

【キーワード】医薬品・食品、医療材料等の皮膚感作性試験 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


