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第５回議員総会　令和４年度事業計画並びに収支予算承認
　三原商工会議所（以下「本所」）は、３月25日（金）、会場でのリ
アル出席とオンライン出席を併用したハイブリット形式での第５
回通常議員総会を開催しました。（出席者45名、うち委任状28名）
　議事では令和４年度事業計画並びに収支予算について、また、
議員選挙選任対策特別委員会の設置や商工会館の今後の方針につ
いて慎重な審議が行われ、原案通り承認可決されました。
　なお、令和４年度の本所の事業計画の核となる基本方針と収支
予算は次の通りです。

　令和３年６月下旬から始まった新
型コロナウイルス第5波の収束とと
もに回復基調を辿ると見られた日本
経済は、再び感染力の高い変異ウイ
ルスであるオミクロン株の登場に
よって急激な感染拡大が進み、日本
だけではなく全世界が大混乱となり
ました。同時に原油等のエネルギー価格、原材料価格の
高騰や人手不足などにより、経済の先行きが見通せない
状況となっています。
　集団免疫の獲得によって今後は収束に近づくという専
門家の見方も存在しますが、今後の変異によっては新た
な毒性の強い株が生まれる可能性もはらんでおり、有効
な治療薬が承認され普及するまで、世界経済の完全な正
常化には相当の時間を要するものと予想されます。重要
なことは、経済社会活動が停止しないようにすることで
あり、今後の感染拡大に備えた医療供給体制の整備、検
査体制の拡充やワクチン追加接種の迅速な実施が望まれ
ます。
　このような状況の下、本所では飲食や宿泊、観光など
長引くコロナの影響で疲弊の度を極める中小企業を回復
基調に乗せるための相談体制を強化し、事業復活支援金
などの各種支援策の利用促進や、環境変化に対する事業
再構築に取り組む事業者に対する支援、新分野展開や業
態転換など新たな挑戦への後押しとなる施策の利用促進
支援に取り組んでまいります。

　加えて、昨年度に引き続き、労働力不足に対応する中
小企業の生産性向上のためのデジタル実装の後押しや、
消費拡大のためのキャッシュレス消費者還元事業の実施、
三原の「食」のブランド化についても関係団体と連携し
て力強く進めてまいります。
　また、令和５年10月１日から国税（消費税）に導入され
る適格請求書等保存方式（いわゆるインボイス制度）の登
録事業者になるためには、令和５年３月31日までに登録
申請が必要なため、令和４年度中に徹底した周知を行い、
申請支援を行ってまいります。
　さらに、利用しやすい役に立つ商工会議所をめざして、
きめ細かい接客と挨拶の励行、職員の研鑽による専門知
識の向上を図り、地域総合経済団体としての使命を遂行
してまいります。
　令和４年度におきましては、事業計画を次の通り定め、
会員事業所・地域経済の振興と発展、豊かな地域社会づ
くりに向けて先導的役割を果たしていく所存です。

令 和 ４ 年 度 事 業 計 画 基 本 方 針

令和４年度 収支予算（309,672,000円）

中小企業のための相談体制強化～新分野展開・業態転換～中小企業のための相談体制強化～新分野展開・業態転換～
魅力あるまちづくりに向けて三原の「食」ブランド化に取り組む

中小企業のための相談体制強化～新分野展開・業態転換～中小企業のための相談体制強化～新分野展開・業態転換～



商工みはら2 令和4年4月1日発行

　三原商工会議所（以下「本所」）では、販売商業・生産工業・
建設・サービス・運輸車輛の５つの部会を設置し、会員はそ
れぞれの業種によりいずれかの部会に所属しています。
　部会活動は商工会議所活動の基盤になるもので、各業種の
振興を目的とした事業や意見交換を行い、相互の交流を図っ
ています。
　２月上旬から中旬にかけて、各部会の役員会・幹事会合同
会議（書面審議）を実施し、令和4年度の事業計画を次の通り策
定しました。

Ⅰ 部会員のニーズを探り経営に役立つ情報を提供する事業
　 ①みんなで語ろう、Web井戸端会議
　 ②部会員の関心事についての実訪ニーズ調査

Ⅱ 部会員の振興に関する事業
　 ①三原のいいお店大賞について

 販売商業部会  （構成員：306）

Ⅰ 部会員の経営に役立つ情報の提供
　 ①視察見学会
　 ②講習会の開催

Ⅱ 部会員の振興に関する事項
　 ①建設行政に関する意見交換会の開催

 建 設 部 会  （構成員：254）

Ⅰ 部会員の経営に役立つ情報の提供
　 ①生産業企業に役立つ講習会の開催と情報提供
　 ②視察見学会

Ⅱ 部会員の振興に関する事項
　 ①市内製造業に関する情報発信

 生産工業部会  （構成員:191）

Ⅰ 部会員の経営に役立つ情報の提供
　 ①講習会の開催（SNS活用）
　 ②講習会の開催（Googleビジネスプロフィール）

Ⅱ 部会員の振興に関する事項
　 ①はしご酒の支援

 サービス部会  （構成員：636）

Ⅰ 部会員の経営に役立つ情報の提供  
　 ①自動車産業の大変革に対する講習会の開催
　 ②佐木島の航路・島内活動について知る勉強会・見学会

Ⅱ 部会員の振興に関する事項
　 ①各種交通網整備促進のための活動（三原バイパス等）
　 ②三原市建設部土木管理課との意見交換会

 運輸車輛部会  （構成員：107）

「五部会」令和４年度事業計画決定 三原市中心市街地活性化協議会　総会
各部会役員会・幹事会（書面審議）を実施 第２期基本計画の素案承認

　３月23日（水）、三原市中心市街地活性化協議会
（会長：本所森光会頭）の総会を開催しました。（出
席者35名、うち委任状８名）
　開会にあたり、森光会長は「コロナの感染がいつ
再拡大するか不透明な状況であり、中心市街地活性
化という大きなビジョンを定めての取り組みにも、
なかなかアクセルを踏み込みにくい現状が続いてお
ります。そんな中でも、今年度は第２期基本計画の
内閣府認定をめざし、ワーキンググループを立ち上
げ、素案策定に係る協議・検討を重ねて参りまし
た。令和４年度中の認定に向けて引き続きご協力を
よろしくお願い申し上げます。」と、挨拶を述べま
した。
　議事では、協議会役員の選任について審議した
後、令和３年度事業進捗状況ならびに収支決算見込
みについて報告。次に、第２期三原市中心市街地活
性化基本計画の策定に関して、今年度６回のワーキ
ンググループによって協議された素案を説明。議場
に諮ったところ満場一致で可決承認されました。最
後に令和４年度事業計画ならびに収支予算について
も承認されました。
　第２期基本計画の基本方針および整備ビジョンと
ゾーン設定は次の通りです。

【４つの基本方針】
◦魅力ある通り、エリアと活力のあるまち
◦繋がり・回遊するまち
◦人にやさしい・安全・安心・便利なまち
◦歴史・文化を感じるまち

【整備ビジョンとゾーン設定】
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　三原YEGは令和３年４
月から、新たな委員会体

制による活動を展開してきました。今回は私た
ちの活動をご紹介させていただきます。

◦スキルプロシード委員会
　コミュニケーションスキル、プレゼンテーショ
ンスキル、集客スキル、売上UPスキルなどなど
すぐに役立つスキルを学んでいます。
◦アップデート経営委員会
　「変化する時代に対応していく経営者になる」
事を目的とし、IT・オンライン、今の状況に何
が必要かを考え学んでいます。
◦産学連携委員会
　YEG会員が率先して地元の学生たちと繋がり、
話し合える機会を作りたいという想いから立ち
上がった産学連携委員会、将来三原を背負って
立つかもしれない学生さんたちに地元の大人と
コミュニケーションをとって就職地として三原
もいいなと思ってもらえることを模索していま
す。
◦空家利活用研究同好会
　三原市内に在る空家の相談窓口としてこれま
での経験を活かしたアドバイスができる専門集
団として活動しています。
◦創立20周年事業実行委員会
　「魔法の質問」を題材に自社の経営課題を発見・
把握し、次の10年への経営計画をしっかりと立
てることができるよう取り組む場として記念講
演までしっかり学んでいっています。

　このように色々な学びの場を設けております。
ご興味がある方はオブザーバーで参加してみて
ください。

三原商工会議所 青年部会
会長　泉田  義博

　青年部会の会議は、どなたでも自由に参加
できます。青年部会の活動に興味がある方は、
ぜひ一度ご参加してみてください。
　詳しくは、本所青年部会HPをご覧ください。
■URL　https://www.mhr-cci.or.jp/yeg/

YEGの
活動紹介令和４年度は議員の改選年度です!令和４年度は議員の改選年度です!

健康経営優良法人認定取得

　本所議員の任期は、令和４年10月31日で満了となります。そこ
で、今回は、商工会議所議員と議員選挙権についてご説明します。

　本所は今年度「健康経営優良法人2022」を申請
し、厳正なる審査の結果、令和４年３月９日付で

「健康経営優良法人2022（中小規模法人部門）」に
認定されました。
　健康経営とは、地域の健康課題に即した取り組
みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みを
もとに、特に優良な健康経営を実践している大企

業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。
　本所では、有給休暇取得率の向上を目標に掲げ取
り組みを行っています。健康経営について詳しく知
りたい方は、QRコードからご確認ください。

商工会議所議員について
　商工会議所の議員は、会員の代表として商工会議所の運営に直
接参画し、各種事業の推進役となって地域の商工業繁栄のために
貢献しています。
　議員の任期は３年で、次の任期は令和４年11月１日から令和７
年10月31日までです。

商工会議所会員のうちから、会員・特定商工業者が投
票によって選挙する議員
会員事業所を業種別に分類した「部会」が、部会員の
うちから選任する議員
会頭が常議員会の同意を得て、会員のうちから選任す
る議員

１号議員

２号議員

３号議員

議員選挙権について
　１号議員選挙で選挙権を有するのは、本所の会員と特定商工業
者です。ただし、以下の条件を満たした方に限ります。

　　　　　　　令和３年度の年会費を、令和４年３月31日までに
納入していること。令和４年４月１日以降入会の場合は、令和４
年度会費を８月31日までに納入していること。
　なお、令和４年度入会の会員事業所には、今年度に限り７月に
納付書を発送させていただきます。

　　　　　　　令和３年度の特定商工業者負担金を、令和４年３
月31日までに納入していること。

会　　　　員

特定商工業者

議員改選のお知らせ議員改選のお知らせ議員改選のお知らせ議員改選のお知らせ
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（3/30時点）（3/30時点）

ご予約・ご相談は三原商工会議所へ　☎0848-62-6155定4 期月 相 談 会

相 談 内 容 相　談　日 時　間 相　談　員

金融・税務・創業・経営に関する相談 毎日
（土日祝除く） 8 時30分～17時 本所経営指導員

事業承継・M&A 20日（水） 13時～16時 広島県事業承継・引継ぎ支援センター

知的財産（特許・実用新案・意匠・商標） 28日（木） 13時～17時 (一社）広島県発明協会

新型コロナウイルス感染症に関する各種支援情報新型コロナウイルス感染症に関する各種支援情報新型コロナウイルス感染症に関する各種支援情報新型コロナウイルス感染症に関する各種支援情報

　新型コロナウイルス感染症による影響を受け、2021年11月～2022年３月のいずれかの月の売上高が2018年11
月～2021年３月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50％以上又は30％以上50％未満減少した方が対象で
す。詳しくはホームページをご確認ください。

◦申請期間　2022年１月31日～５月31日
◦支 援 額　中小法人：上限最大250万円　個人事業者：上限最大50万円
◦お問合せ　事業復活支援金事務局　☎0120-789-140（IP電話等：03-6834-7593）

事 業 復 活 支 援 金（国）

　まん延防止等重点措置等に伴う外出自粛等の影響により、売上げが減少した市内の中小事業者（個人事業主を含
む）に対して、家賃等の固定費負担を軽減するために支援金を支給します。

◦申請期間　2022年４月１日～８月31日
◦支 援 額　１事業所あたり５万円　※国の「事業復活支援金」を受給していること
◦お問合せ　三原市役所　商工振興課　事務局　☎0848-67-6072

三原市中小事業者固定費支援金

　令和４年２月１日～２月20日までを
令和３年度第８期として、県の要請に
協力した事業者の方が対象です。

　令和４年２月21日～３月６日までを
令和３年度第９期として、県の要請に
協力した事業者の方が対象です。

◦お問合せ　広島県協力支援金センター　☎082-248-6851

広島県感染症拡大防止
協力支援金（第8期）

広島県感染症拡大防止
協力支援金（第9期）

申請受付は４月11日までです第８期 申請受付は４月25日までです第９期

　緊急事態宣言や広島県の集中対策実施に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響で
売上が30％以上減少した方が対象です。※売上が70％以上減少した場合の上限金額を拡大します。

◦申請期間　２月分：2022年３月１日～４月30日　３月分：2022年４月１日～５月31日
◦支 援 額　中小法人：上限８～60万円/月　個人事業者：上限４～30万円/月
◦お問合せ　頑張る中小事業者月次支援金センター　☎082-248-6853

広島県頑張る中小事業者月次支援金

「広島県感染症拡大防止協力支援金」の
対象者は同じ月次においては対象外です



商工みはら 5令和4年4月1日発行

経営支援
GOOD!
経営支援
GOOD!
経営支援
GOOD!
経営支援
GOOD!

エディオンマルヤマ
〔代表者〕丸山　大
〔住　所〕三原市皆実4丁目6-32
〔ＴＥＬ〕0848-64-9578

Vol.9
定期相談会を利用して円滑な事業承継を実施

　毎月第3火曜日に実施している「広島県事
業承継・引継ぎ支援センター三原定期相談会」
を利用して事業の引継ぎを行ったエディオン
マルヤマの丸山 大さんにお話を伺いました。

〈 お店の紹介〉
　昭和52年に父がソニー
ショップマルヤマとして
開業し、平成22年に経営
基盤の強化を図ることを
目的にエディオン（当時は
デオデオ）のフランチャイ
ズ店となりました。
　地域の皆様に支えられながら、今年で開業から45年を
迎えました。
　地域密着型の家電販売店として、電球1本の配達・交
換から、大型電化製品の工事まで、幅広く対応しています。
　相談、販売、工事、アフターサービスまで当店で一貫
して行うので、いつでも顔の見える責任販売・工事で安
心していただいています。
　春の進学・就職シーズンには、「子供、孫の引っ越し先
の電化製品は、マルヤマさんに運んでほしい」というご
依頼も多いです。

〈 相談に来られたきっかけ〉
　令和3年12月に父が急逝しました。これまで私は、営業・
配達・工事等の外回りを担当しており、経営管理はすべ
て父が行っておりました。売り上げや経費等の経営状況、
記帳、税務申告等、知識に乏しく、日ごろからお世話になっ
ている三原商工会議所に相談することにしました。

〈 相談内容〉
　事業を継続するため、
経営者としての心構えを
はじめ、官公庁への提出
書類の作成方法などにつ
いて相談しました。その
他、記帳の仕方や確定申
告の相談もしました。

〈 広島県事業承継・引継ぎ支援センターの相談会を活用して〉
　専門家の方に相談することで、円滑に事業を引き継ぐ
ことができました。多くの書類作成も丁寧にアドバイス
いただきました。また今後の事業展開についてもアドバ
イスいただけたので、とても満足しています。

〈 今後の展開〉
　父の思いを継いで、お客様のより近くにある小さなエ
ディオンとして「ご自宅のお困りごとを気軽に相談でき、
小回りがきく店」であることを大切にしていきたいと思
います。
　エディオンのチラシの価格で購入でき、地域店のメリッ
トであるアフターサービス等を安心して受けられること
と、電球交換やリモコンの故障など小さな困りごとにも
迅速に対応できることが強みです。コロナ禍の昨今、体
調不良の際やワクチン接種などでも、かかりつけの病院
があって良かったと思うことが多いです。
　当店が地域の「かかりつけの電気屋」になれるよう、
地域貢献を目標に地域の方との絆を大切にする気持ちを
忘れずに仕事していこうと思います。

■ 経営指導員Comment
　創業者のお父様が急逝したことで、急な承継問題が発生しました。経営にはほとんど関わって
いなかった息子さんが引き継ぐことになり、とても不安だったと思います。事業引継ぎには様々
な課題があり、専門家の支援をいただくことで、円滑に引き継ぐことができました。これからは
もっと多くのお客様に愛されるお店をめざしてがんばって欲しいです。
　三原商工会議所では、毎月第３水曜日に事業承継の相談会を行っています。後継者問題や事業
の売却等についてもご相談に応じます。皆様のご利用をお待ちしております。

経営指導員
森川 英明

丸山 大さん丸山 大さん 森川 経営指導員森川 経営指導員
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西菓子舗

インフォメーション
FMみはらは5年目を迎えます

神明の里10年経ちました

　こんにちは、FMみはら局長の増原です。FMみはらは、
５月１日で開局して５年目に突入します。こうして５年
目を迎えることができるのも、ひとえに三原市民の皆様、
株主企業様、スポンサー企業様、出演していただいた皆
様、そしてリスナーの皆さんのおかげです。この場をお
借りしてお礼申し上げます。
　開局して４年、番組表も変わりました。開局当初は、
１週間での自主制作番組は32時間。朝２時間、夕方２時
間の生放送番組以外は、東京のミュージックバードとい
う放送局の番組が大半を占めていましたが、現在は、１
週間での自主制作番組の放送時間が75.5時間です。特に、
朝８時から夜８時までのコアタイムでの自主制作率は
68％。三原発の情報が増えてきました。これは、制作に
係るスタッフはもちろんですが、市民の方が積極的に制
作に参加してくれたからだと感じています。
　開局当初は、１本しかなかった市民参加番組。「自分た
ちで番組を企画し、情報を発信しよう」という方が増え

てきたおかげで、現在では８本になり、４月からも新し
い市民制作番組がスタートします。今後は、学生たちが
作る番組も企画・制作し、若い人たちにラジオというメ
ディアに新しい風を吹き込んでいただきたいと思います。
　また最近は、ラジオの聴き方も変わってきています。
開局当初はラジオのみでしたが、現在はインターネット
を通じ、スマートフォンやパソコンで聴くことができる
ようになりました。これにより、市外・県外のリスナー
が増え、メールやリクエストについても県内はもちろん、
九州、関東からも届いています。FMみはらは、地域の皆
さんに向けての情報発信をメインとしていますが、三原
から全国に向けて発信できる媒体としての形も作ってい
きたいと考えています。
　５年目のFMみはら。これからも市民の皆さんと共に歩
むことができる放送局でありたいと思います。FMみはら
では、「情報を発信したい！」という想いを持った方のお
手伝いをしていきます。

しん　　　めい　　  　さと

駅長便（１）

　４代目駅長時々シェフの中田耕治です。2020年９月
よりこの職につきましたが、実はシェフ時々副駅長とし
て神明の里立ち上げから携わっていて、この３月で10年
を迎えました。初代駅長のメディア力、２代目駅長のお
客様アピール力、３代目駅長の業者統率力、歴代駅長の
DNAいいとこ取りに、生業の商売人魂と特技の料理人の
知恵を少々織りまぜて、楽しい新しい道の駅づくりをス
タッフ一丸となって取り組んでいます。
　「道の駅みはら神明の里」は、国道２号線三原バイパス
沿いの丘の上に建つ道の駅です。こちらでは、三原圏域
の様々な商品が陳列しており、瀬戸内海から山の手の南
北に広がる幅広い気候で
育てられた食材は、たい
ていの名産品がみつかり
ます。
　野菜の少ない時期には
柑橘、柑橘の旬が終わる
ころには、イチゴや桃、

トマトや葉野菜と、豊富なバラエティーにあふれる商品
が、まるで役割分担を自覚しているように売り場に並び
ます。
　三原市漁協さんの「三原やっ
さタコ」は、道の駅みはら神明
の里レストラン「キッチンル
マーダ」で、たこ焼きやタコ
天、たこ飯など三原推しローカ
ルフードに美味しく化け、三原
のブランド鶏「みはら神明鶏」
は唐揚げ丼やとりピザで存在感
を出しています。
　「道の駅みはら神明の里」は
瀬戸内の景色、名産品、グル
メが一度に楽しめるよくばり
な道の駅です。

（次回は「やるねっ神明の里の
取り組み」をお送りします）
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法政大学卒。一般社団法人日本
メンタルアップ支援機構（メン
タルアップマネージャ資格認定
機関）代表理事、産業カウンセ
ラー、２級キャリアコンサルティ
ング技能士。企業内健康管理室
カウンセラーとしての長年の現
場経験を生かした、人間関係改
善に必須のコミュニケーション、
ストレスマネジメントなどの分
野を得意とする。現在は防衛省、
文部科学省などの官公庁をはじ
め、大手企業、大学、医療機関
などで年間120件以上の講演・
研修を行い、机上の空論ではな
い「生きたメンタルヘルス対策」
を提供している。著書に『よけ
いなひと言を好かれるセリフに
変える言いかえ図鑑』（サンマー
ク出版）ほか多数。

　代表理事　大野 萌子
日本メンタルアップ支援機構

漢
字字

●リストから漢字を選び、空いたマスを埋めてクロスワードを完成
させましょう。

●ひとつの文字は、１回しか使えません。
●最後に、Ａ～Ｃのマスに入る漢字でできる三字熟語を答えてくだ

さい。

5名の方に
プレゼントが当たる！

正解者には抽選でプレゼントを
お送りします。会員事業所の方
は応募資格がございますので、
奮ってご応募ください！

●応募方法　
右記QRコード
の応募フォーム
より必要事項を
ご記入のうえ、
ご送信ください。
●応募締切　４月22日（金）

Ａ 孫

延 C

音 合

本

Ｂ 歴 街 路

柔 脂

聞 初 習 録 期

記 読 学 成 涯

道 樹 壁 化 新

生

答：

３月号答：春場所

本文の閲覧を希望される会
員の方はお申し出ください。
紙媒体を送付させていただ
きます。
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広島みはらプリン
認定エントリーを随時受付中！！一緒にプリンで三原を盛り上げませんか？

　本所　商工振興課の森山信雄、総務
管理課の砂谷穂奈美の２名が、３月31
日付で退職いたしました。
　大変お世話になり、ありがとうござ
いました。

本所職員 退職本所職員 退職
『ゆるさない ハンドル・スマホの 二刀流』

　この運動は、広く県民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通
ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣にするとともに、県
民自身による道路交通環境の改善に向けた取組を推進することによ
り、交通事故防止の徹底を図ることを目的に実施されています。こ
の機会に交通マナーを見直し、日頃から安全運転を心がけましょう。

実 施 期 間：４月６日（水）～４月15日（金）
交通事故ゼロを目指す日：４月10日（日）
運動の重点：①子供をはじめとする歩行者の安全の確保
　　　　　　②高齢運転者等の安全運転の励行
　　　　　　③自転車の安全利用の推進

令和4年春の全国交通安全運動

　広島みはらプリンプロジェクト実行委員会では、現在、認定エントリーを随時受け付けています。一緒に
三原のまちをプリンで盛り上げていただける方を大募集！！興味のある方は是非HPをチェックしてみてくだ
さい。
　デリカプリンとデザートプリンで構成される広島みはらプリンについて改めてご紹介します。

もっと詳しいことを知りたくなったら

広島みはらプリンプロジェクト実行委員会（三原商工会議所内）
TEL：62-6155　mail：info.hmp@mhr-cci.or.jp
お気軽にお問い合わせください。

定 義 は ？

　生鮮品の場合、栽培収穫等されたのが三原
であること。
　加工品の場合、
①原材料に三原のものが使用されていること
②三原で製造されたものであること

三
原
の
食
材

　つまり、三原で栽培されたり、三原で収穫さ
れたり、三原で育てられたり、三原で作られた
りしているものが、三原の食材となります。

「広島みはらプリン」の定義

三原を応援する
人（店）による

＼三原市民以外でもOK!／

三原の食材を
１つ以上使用し

三原のまちや
食材への思いを

表現した

認定を受けるとどんなことがあるの？

認定されるとこんな事が

「広島みはらプリン」として認定されると、このような事があります。
◦商品名に「広島みはらプリン」を使用できます。
◦ メニューやパッケージ等に、認定マーク（ロゴ）を使用して提供・販売

できます。
◦「広島みはらプリン」公式ホームページで紹介いたします。
◦幟やポスター、ロゴシールなどのツールを提供いたします。
◦ イベントや展示会、市外催事などへの出展をご提案いたします。
◦ 市内外の協力販売先などの特設販売ブースでの販売をご提案いたします。
など。

これから展開していく施策などで、販売を支援していきます。 幟 ポスター ロゴシール


