池田会長と優良従業員被表彰者、事業主の皆様
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会長あいさつ
池田 央

平素は商工会の運営・事業に
対しまして、格別のご理解とご
協力を賜り厚く御礼申し上げ
ます。
４月１日から越智武人新事
務局長をお迎えして新事業年
度がスタートいたしました。
例年ならば春の行楽シーズ
ンであり歓送迎会・懇親会など
多くの行事が開催される時期
であります。
しかし新型コロナウイルス
感染症影響の長期化により、緊
急事態宣言・まん延防止等重点
措置の適用などが全国で繰り
返されたことから、活動制限に
よる個人消費の停滞が続いて
おります。また、リモートワー
クやオンライン会議・講演会や
オンライン営業が普及したこ
とにより、出張や移動の減少か
らＪＲや路線バス・航空機等の
公共交通機関の需要が激減し
たとも言われております。
更には、新たな変異ウイルス
が見つかるなど、その収束のめ
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様が大きく変わってきている。
加えてウクライナ紛争も加わ
り、非常に不透明な状況にある
からこそ、各種助成・補助事業
などを通じて積極的に商工会
を活用いただくとともに、その
運営に対して総代を始め、会員
の皆様の積極的なご協力をお
願いしたい。また、本日の総代
会では様々な審議を予定して
いるが、慎重な審議をお願いし
たい。
」と挨拶しました。
議長には、岡田将太朗総代
（五十崎地区）が選出され、令
和３年度事業報告、令和４年度
事業計画等の議案審議が行わ
れました。また、総代会終了後、
町内 企 業 に継 続 して 年 以上
勤務され、代表者から推薦のあ
った 従 業 員 名に 優良 従 業員
表彰と、永年商工会事業や業務
に精励してきた役職員に、全
国・愛媛県商工会連合会長表彰
が授与されました。
続いて、来賓の方々より祝辞
を戴き、総代会は盛会裏に終了
しました。

㈱大岡製作所

令和４年度
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表彰を受ける

通常総代会を開催

新型コロナウイルス感染予
防の観点から、令和２～３年度
は書面開催としていた商工会
総代会 を５ 月 日 水
( 、
) 内子
自治センターで開催しました。
感染拡大予防の観点から、例
年よりご来賓のお迎えも控え
させていただきましたが、愛媛
県南予地方局 根来與 志典 八
幡浜 支 局 長を は じめ 、 名の
総代等が出席しました。
最初に池田会長が、「コロナ
禍において、社会・経済のあり
18
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どが立たず、地域経済は依然悪
化の状況にあり、全国の中小・
小規模事業者は依然として大
変厳しい経営環境が続いてお
ります。特に観光客の入込数激
減により、観光事業は大きく落
ち込み、関連事業をはじめ内子
町の経済に甚大な影響を及ぼ
しました。又、地域振興に必要
な各イベント・行事・お祭りも、
簡略化・中止となり、地域の活
力が失われつつあります。
そこで当商工会では３密を
防ぎコロナ感染防止対策に務
めながら、事業や行事を実施す
る方針の下、令和４年度総代会
を３年ぶりに開催いたしまし
た。また懇親会も、規模を縮小
して実施することができまし
た。
コロナ対策対応としては引
き続き、国の施策であります持
続化補助金や各種給付金・助成
金等や各種融資の申請等の情
報を会員の皆様へ迅速な情報
提供に全力で努めてまいりま
す。
また、地域経済の回復のため
内子町にご協力いただき、
「プ
レミアム付商品券発行事業（が
んばる内子の町応援チケッ
ト）
」を、本年度は８月に開始

※全て会場は内子本町商店街
※ 悪天候等で予定が順延・変更にな
る場合があります

お問合先：内子まちづくり
商店街協同組合
℡（０８９３）４４ ２-０６６

職
■員異動のお知らせ ■
【着任】事務局長（出身：今治市）

越智 武人

たけと

【退職者】経営支援員 山本彩香

「会員の皆様のバイタリティと大
好きなお酒をエネルギー源として、
完全燃焼したいと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします」

お ち

なかなか相談できない、各種の
専門的経営課題を全国の登録専門
家がサポートします。
ご興味のある方は、商工会まで
お問合せください。
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頭に、職員の方々も国や県、町
の補助金や支援金、経営計画策
定など、会員の皆様の相談や支
援を積極的に行っています。
商工会に入って良かった、内
子町で商売をして、そして住ん
でいて良かったと皆様に思っ
てもらえるよう、これからも尽
力していく所存です。
私も微力ですが、商工会の運
営に対し、商いに携わっている
女性ならではの意見を積極的
に出していくことで、会員の皆
様に寄り添った活動ができれ
ばと思っています。どうぞ宜し
くお願い致します。
内
■子夏のイベント情報
▽夜市 ７月 日（土）
午後６時より歩行者天国
▽夏まつり ７月 日（土）
午後より歩行者天国

☆各種ゲーム、イベント
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☆各種ゲーム、イベント、花火
▽笹まつり ８月６日（土）７日（日）
☆短冊飾り、各種イベント
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することで、大きな経済効果が
期待されます。
令和４年度は「会員あっての
商工会」という原点に立ち戻り、
時代のニーズに沿った事業に
取り組むとともに、本年４年目
を迎えます経営発達支援事業
を通して、会員企業の支援や地
域産業の活性化のために積極
的に取り組んで参ります。
現在、コロナウイルス感染症
の終息がみえない厳しい環境
におかれておりますが、 や｢ま
ない雨はない と｣言う言葉のと
おり、商工会と会員が明るく元
気に一致団結をして困難を乗
り越えれば、必ず明るい未来が
訪れると思っています。事態収
束後の Ｖ｢字回復 を｣楽しみに
全力を尽くして参りましょう。

令和４年度通常総代会にお
いて、副会長に選任されました
稲月 朝美です。
商工業を取り巻く厳しい環
境が続く中、商工会では池田会
長、泉副会長、商工会局長を先

（新）副会長
稲月 朝美
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