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広島みはらプリン
プリンMAP制作のための参加店舗拡大キャンペーン実施中！

　広島みはらプリンプロジェクト実行委員会では、現在33のプリン（デリカ７・デザート
26）を認定しており、今後、市内外の方に各店舗がこだわって開発された認定プリンを楽し
んでいただくために、認定プリンの情報をまとめた「広島みはらプリンMAP（仮称）」を制
作することとなりました。
　広島みはらプリンの認定をご希望の方は、下記要領をご確認いただき、期限までにエント
リーをお願いいたします。プリンで三原を盛り上げていただける方を大募集します。

■キャンペーンの流れ

■エントリーの方法
　広島みはらプリンのHPからエントリーシートをダウン
ロードいただき、商品名や使用する三原の食材、税込販
売価格などをご記入の上、開発されたプリンの画像など
と一緒に事務局（本所）まで、メールなどでご提出くださ
い。（mail：info.hmp@mhr-cci.or.jp）

■広島みはらプリンは２つのカテゴリーがあります
◦デザートプリン：果実や牛乳・卵を使用したスイーツ系
◦�デリカプリン：畜産物や農水産物、炭水化物などを入
れた惣菜系(味は洋風のものから和風のものまでジャン
ルは問いません)

■広島みはらプリンの定義
『三原の食材を１つ以上使用して、三原を応
援する人(店舗)によって作られたプリン』

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

■URL　https://広島みはらプリン.jp/nintei/

７月22日（金）７月22日（金）
までにまでに

エントリーシート・エントリーシート・
画像を提出画像を提出

７月29日（金）７月29日（金）
までにまでに
事務局の事務局の
審査を受ける審査を受ける

認定～認定～
プリンMAPへのプリンMAPへの
情報掲載情報掲載

（９月発行予定）（９月発行予定）

女性部会総会女性部会総会 ～魅力ある会の実現を目指して～
　本所女性部会（塚本妙子会長）では、５月25日（水）三原
駅前スペースサテラスに於いて令和4年度通常総会を開催
しました。（出席者数14名、うち委任状２名）
　議事では、令和３年度事業報告・収支決算、規約改正、
役員改選、令和４年度の事業計画（案）・収支予算（案）に
ついて慎重な審議が行われ、いずれも原案通り可決承認
されました。
　正副会長には塚本会長、出田副会長が選出されました。
塚本会長は「会員増強に力を入れ、魅力ある会の実現を
皆様と共に目指します。令和５年度三原で開催される県
商女性連総会に向け、お越しになる皆様に喜んでいただ
けますよう準備をして参ります。」と抱負を述べました。
　閉会に際し、ご臨席いただいた渡辺副会頭より「より
一層、柔らかな発想と行動力を存分に発揮していただき

まして、地
域のオピニ
オ ン リ ー
ダーとして
のご活躍を
期 待 い た
しておりま
す。」と挨
拶されました。
　本会は、一緒に活動してくださる会員を募集しており
ます。仲間の輪を広げ、楽しく様々な体験や活動を行い
事業活動や三原の活性化に役立てましょう。皆様のご入
会お待ちしております。
� 【申込・問合せ】事務局 實廣（0848-62-6155）



商工みはら2 令和4年6月1日発行

　三原商工会議所議員は、令和４年10月31日をもって３年間の任期が満了し改選となり
ます。このため、令和４年８月から10月にかけて新議員の選出が行われます。商工会議
所議員は、商工業者を代表して、商工会議所の事業運営に関与し、地区内における商工業
の総合的な改善発達を図る事業の推進役となって、地域における商工業の振興と地域社会
の進展にご尽力いただく重要な役割を担っています。
　会員の皆様には、議員改選が円滑に行われますようご協力をお願い申し上げます。

 議員は商工業者の代表です
　「議員選挙」と言うと、よく国会や地方議会の議員選
挙と間違われることがありますが、「商工会議所法」とい
う国の法律の中で、商工会議所は会員の中から地域商工
業者の代表として議員を選ぶことが求められています。
　選ばれた議員は、商工会議所の最高議決機関である「議
員総会」の構成員として、商工会議所の運営について意
思決定を行うことになります。

 議員の定数は75名
　商工会議所の議員選挙は、広く商工業者の意見を反映
させるために、75名の議員を幅広い分野の中から選出
いたします。
　その選挙や選任方法によって３つに区分されており、
商工会議所法第41条の２号１.２.３に規定されているこ
とから、１号議員、２号議員、３号議員と呼ばれていま
す。
　これらの議員選挙・選任は、令和４年の８月から10
月にかけて、３号→２号→１号の順で行われますが、こ
の１号から３号の議員は選出の方法によって区分され
ているだけであり、議員改選が終了した時点で議員は全
て同一の資格となります。

◆1号議員（38名）
　会員や特定商工業者の投票によって選挙する議員

◆2号議員（26名）
　業種別の部会ごとに選任する議員

◆3号議員（11名）
　会頭の推薦によって選任する議員

 6月30日で選挙人名簿調整
　本商工会議所の選挙管理委員会は、６月30日時点で、
選挙権を持つ会員を掲載した選挙人名簿を調整します。
選挙人名簿に記載のない会員は、選挙に参加することが
できません。

 会費の納入はお早めに！
　議員選挙で選挙権を持つことができるのは、本商工会

議所の会員と特定商工業者の二者に限定されます。ただ
し、会員や特定商工業者の資格があっても無条件に選挙
権が与えられるわけではなく、次のような制約があります。

◆会員の場合
①�原則として、令和３年度の年会費を令和４年６月30
日までに納入していること。
　�また、令和４年４月１日以降入会の会員の場合は、令
和４年度会費全額を６月30日までに納入していること。
②�本商工会議所の管轄区域内に事業所があり、営業して
いること。

◆特定商工業者の場合
　令和３年度の特定商工業者負担金を令和４年６月30
日までに納付していること。

会員と特定商工業者の相違

■会　員
　�　会員は任意加入制度で、三原市内の事業所
の商工業者のほか、本商工会議所の定款に定
める団体および個人が会員になれます。商工
会議所の運営を支え、事業活動の推進力にな
るのが会員です。

■特定商工業者
　�　本商工会議所の場合、資本金または出資金が
300万円以上の事業所、または常時使用する従
業員数が20人（商業またはサービス業について
は５人）以上の事業所は、商工会議所法の定める
ところにより特定商工業者として指定され、法
定台帳の提出と負担金1,000円の納付が定められ
ています。

 1号議員選挙　定数38名
　１号議員選挙は、議員定数75名のうち38名を投票に
よって選出する制度ですが、公職選挙が「人が人を選ぶ」
ものとすれば、この議員選挙は「企業が企業を選ぶ」わ
けで、そこには公職選挙には見られない特別のルールが
設定されています。

投票権は最高50票
　公職選挙では18歳以上の男女に１人１票の選挙権が

三原商工会議所�
議 員 改 選 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

議員選挙をご存じですか？
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認められていますが、この１号議員
選挙の場合は、会費の口数に応じて
複数の投票権を持つことができま
す。（会費１口に対して２票の投票
権）
　ただし、投票権には上限があり、
１会員あたりの票数は、最高50票
までとされています。
　特定商工業者については、令和４
年６月30日までに令和３年度の負
担金を納付している事業所に１票分
の投票権が付与されます。

 2号議員の選任　定数26名
　商工会議所は、地域経済の総合的
な発展を図るという重大な使命を
担っており、地域商工業者の代表と
しての議員は幅広い業種の中から選
出されるのが望ましいことは言うま
でもありません。そこで、その趣旨
を実現するために考案されたのが、
この２号議員の選任です。
　本商工会議所の会員は、業種別に
５つの部会に分けられていますが、
２号議員の選任は、この５部会の会
議の議決をもって議員を選任する制
度です。
　なお、部会に召集されるのは会員
が対象になるため、特定商工業者に
は２号議員の選任権はありません。

 3号議員の選任　定数11名
　３号議員は、本商工会議所の運営
維持に功績がある学識経験豊かな会
員から選任されるもので、会頭が常
議員の同意を経て会員のうちから選
任する議員のことです。
　このため、一般の会員には、３号
議員の選任権はありません。

 会費と役職会費
　商工会議所の議員は無報酬です。議員は多額の会費を
負担しつつ、商工会議所の運営に参画しています。

会　　費 役職会費
1号議員 33口�132,000円 会　頭 600,000円
2号議員 50口�200,000円 副会頭 300,000円
3号議員 66口�264,000円 常議員 100,000円

監　事 100,000円
議　員 30,000円

 選挙負担金と運営資金負担金
　また、３年に１度の議員改選時には、１号議員は届出
と同時、２号議員および３号議員は就任承諾と同時に選
挙負担金と運営資金負担金を納付していただいています。

選挙負担金 運営資金負担金
1号議員 50,000円 100,000円
2号議員 50,000円 100,000円
3号議員 50,000円 300,000円

■選挙に関する業務は、平日午前９時より午後５時までとします。
月　日 項　　　　　　目

６月１日（水）議員選挙選任に関する公告

６月30日（木）
選挙人名簿の調整日
１号議員の選挙権及び被選挙権・２号議員の選任権被選任権・�
３号議員の被選任権有資格者票取得のための会費納入期日

７月15日（金）選挙人名簿縦覧期間の公告

７月19日（火）
２号議員候補者の選定開始
７月27日までに５部会役員会開催（スケジュールの協議と候補者
の選定）

７月25日（月）選挙人名簿縦覧期間開始、異議申し出の受付開始、所属部会の�選定開始

８月２日（火）
選挙人名簿縦覧期間終了
１号議員選挙権個数及び被選挙権の確定
２号議員選任に係る所属部会、部会員、口数確定
３号議員候補者の承諾取付け

８月８日（月）２号議員選任のための書類発送

８月18日（木）
【常議員会】

常議員会開催
２号議員各部会の割当定数決定、選任公告
３号議員の選任同意、選任通知

８月23日（火）３号議員辞退届の締切

８月25日（木）

１号議員選挙期日、場所、時間、議員定数の公告
１号議員選挙関係書類発送
１号議員立候補受付開始
１号議員代理投票名簿照合受付開始
２号議員選任開始
９月12日までに５部会総会開催

９月１日（木）３号議員就任承諾書、職務を行う者の届出の提出期日
９月13日（火）２号議員選任通知
９月15日（木）１号議員立候補受付締切

９月16日（金）１号議員選挙立会人の選任２号議員辞退届の締切

９月26日（月）１号議員代理投票手続き終了１号議員立候補辞退届の締切
９月29日（木）２号議員就任承諾書、職務を行う者の届出の提出期日
10月３日（月）１号議員選挙投票日、即日開票、当選通知発送
10月４日（火）１号議員当選確定の公告
10月６日（木）１号議員辞退届の締切
10月18日（火）１号議員就任承諾書、職務を行う者の届出の提出期日
10月31日（月）現議員の任期満了

議員選挙選任日程� ※令和４年10月31日改選

商工会議所議員は無報酬です
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経営支援
GOOD!
経営支援
GOOD!
経営支援
GOOD!
経営支援
GOOD!

株式会社共仕販

Vol.11

「イベントで新規顧客の獲得へ」
～小規模持続化補助金を活用して～

　備後地方を中心に配達をしている、いわゆ
る「牛乳屋さん」です。配達の商品もお米や
日用雑貨から地方の特産物まで幅広く取り
扱っています。

【事業内容】
　1963年８月三原市古浜町にて開業、2000年頃までは食
品の２次卸しを本業としていましたが、卸業が低迷して
いく中で、牛乳配達に業態変更をしました。
　現在は備後地方を中心に配達をしている、いわゆる「牛
乳屋さん」です。昔と違うのは、早朝でなく日中に配達
をしていること。配達の商品もお米や日用雑貨から地方
の特産物まで幅広く取り扱っています。三原本社と福山
営業所で配達エリアのカバーをしています。
　商品をご家庭の玄関先までお届けし、牛乳屋さんの域
を飛び越えて、高齢化社会、単身世帯、買い物困難者の
増加などに対応できるよう、日々、奮闘しています。

【商工会議所との関わり】
　長年、三原商工会議所の会員ではありましたが、あま
り活用をすることはありませんでした。３年ほど前に知
人から紹介されて、ミラサポで、専門家派遣でお世話に
なったのが商工会議所との関わりの始まりです。
　それまでは、三原商工会議所から送られてくる、紙面
を見ているだけの会員でした。

【小規模事業者補助金に挑戦！】
　「小規模事業者補助金」は、以前から知っていましたが
活用にはいたっていませんでした。コロナ禍になり、売
上が思い通りにいかない中、挑戦をしてみようとGoogle
で検索。どうやら、商工会議所が中心となっている補助
金だと分かります。
　さっそく、三原商工会議所に連絡をして詳しく聞いて
みることに。弊社で取り組みたい事業も補助金の対象に
なることが分かり申請をすることにしました。

　事業計画を立てるために、自社の分析をすることから
始めました。
　事業を通じて、自社がどのように変化して、成長でき
るかを計画に盛り組みました。
計画を立てることにより、自社の振り返り、業界や競合
について考えるきっかけとなり、経営に対する考えを整
理する時間にもなりました。

【事業計画を立ててみる…】
　今回はイベントでの新規顧客開拓のブラッシュアップ
で事業計画を立てました。イベントは行っていましたが、
コロナ禍になりイベント自粛。色々な方法で新規開拓を
試み成果を上げていましたが、イベントほどのではあり
ません。
　現在はイベントの実施ができるようになりましたが、
以前とは違い商品の試飲ができなくなりました。そこで、
イベントへの集客や新規開拓方法で違った角度からアプ

ローチを必要がありま
す。商品の魅力を伝える
方法に知恵を絞った事
業計画を考えました。商
工会議所の担当者の方
にも色々とアドバイス
を頂いて助かりました。

【今後は…】
　２つの事業展開を考えています。共仕販の強みは、定
期的に通うことにより作り上げた顧客との「信頼関係」
です。健康を考えた乳製品や飲料を中心にお届けしてい
ますが、今後はお客様の生活にさらに密着したサービス
を展開したいと考えています。お客様が生活の中でのお
困りごとやお悩みなどを解決できる「あなたのコンシェ
ルジュ」を目指します。
　もう一つは、今の事業
で培った、顧客獲得、顧
客管理のノウハウで、自
社ブランドの商品を持ち
販売をすること。
　お客様に「共仕販があっ
てよかった」と言ってもら
えるようになりたいです。

聞き手：本所　経営指導員　香田　理絵

〔代表者〕奥田　浩之
〔住　所〕三原市古浜2-10-26	 〔Ｔ Ｅ Ｌ〕0848-62-6833
〔定休日〕土・日	 〔営業時間〕9：00～17：30

　「ミラサポ」とは、中小企業庁の委託により運営されてい
る、全国385万社の中小企業・小規模事業者とその支援を
行う支援機関や専門家のためのインターネットサービスの
ことです。専門家と情報交換や、専門家の派遣を要請する
ことができます。
　令和３年４月から、「中小企業119」として新制度がス
タートしています。
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商工団体等が主体となって取り組む事業を応援！

コロナ対策の補助金！ 外国人材に係る宿泊費の一部を補助！

各種支援金・補助金情報

三原市中小事業者固定費支援金

ご予約・ご相談は三原商工会議所へ　☎0848-62-6155定6 期月 相 談 会

相 談 内 容 相　談　日 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時半～17時 本所経営指導員

経営相談 ８日・15日・22日・29日　各水曜日
10時～16時 中小企業診断士

雇用労働関係相談 ９日（木）
13時～16時 社会保険労務士

事業承継・M&A 15日（水）
13時～17時 広島県事業引継ぎ支援センター

知的財産（特許・実用新案・意匠・商標） 23日（木）
13時～17時 （一社）広島県発明協会

地域経済活性化提案事業費補助金
◦申請期間　第３期：2022年６月20日（月）まで
◦対 象 者　�３者以上の中小事業者で構成し、かつ

過半数が市内事業者である団体または
グループ

◦補助率・補助限度額
事 業 者
（事業所等）の数

３者から
10者

11者から
25者

26者から
50者 51者以上

補 助 率 補助対象経費の10分の10以内

補 助 限 度 額 500万円 1,000万円 1,500万円 2,000万円

◦お問合せ　　三原市役所　商工振興課　☎0848-67-6072

新型コロナウイルス感染症
対策建設労働者雇用促進助成金

アフターコロナ対応経営革新
推進事業補助金

外国人材受入企業等
緊急支援事業補助金

◦申請期間
　2022年９月30日（金）まで
◦支援額　
　６か月間を上限
　とし、令和５年３月実績まで
　総支給額（上限）120万円
　（20万円/月×３か月×２期）
◦助成の人数
　１社につき10名限り
◦お問合せ
　広島県土木建築局建設産業課
　☎082-513-3821

◦申請期間　
　第２回：2022年
　６月１日～８月31日
　第３回：2022年
　９月１日～10月31日
◦補助対象
　設備投資・人材育成・販路開拓費
◦補助率
　補助対象事業費の３分の２以内
◦お問合せ　
　広島県中小企業団体中央会
　☎082-228-0926

◦申請期間
　2021年11月８日
　～2023年３月10日
◦支援額
　補　助　率：1/2
　補助上限額：１人当たり45,000円
　（１泊当たりの上限額3,000円）
◦お問合せ
　労働環境整備推進グループ
　☎082-513-3410

　本所では各種経営相談に応じています。秘密厳守、相談無料となっておりますので、お気軽にご利用ください。

　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

NEW
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　三原商工会議所は、地域を代表する総合経済団体として、「地域
を見つめ、企業を伸ばす商工会議所」を目指し会員企業の経営改
善、従業員の福祉向上に役立つよう幅広い会員サービスの提供に
力を入れています。
　皆様のお知り合いの方で、まだ入会されていない事業所の方が
おられましたら是非ともご紹介ください。

◦入会資格
　�　三原商工会議所地区内（旧本郷町・久井町・大和町を除く三原
市内）に、営業所・事務所・工場または事業所を有する商工業者
の方が、会員としてご入会できます。
　�　なお、入会資格を有しない方であっても、「特別会員」として
ご加入いただけます。

◦会費口数/年会費
　個　　　人　4,000円（１口）以上
　法人・団体　8,000円（２口）以上

★会員をご紹介いただいた方に　もれなく商品券を進呈！
　�　三原商工会議所入会キャンペーン実施中！！
　�　１件につきJCB商品券(1,000円)を進呈させていただきます。
【年度末(３月下旬)に発送】

セミナーのご紹介セミナーのご紹介

西菓子舗

　私は、大学卒業後に三
平商事有限会社に入社し
12年目となります。弊社
の経営理念「あなたに出

会えてよかったの追求」の元、お客様の住まいの
パートナーになれるように日々活動しています。
　青年部会は、以前から当社社長の林に連れら
れ、オブザーバーとして委員会に参加させても
らう事がありました。一番印象に残っているの
が、実践アウトプット委員会（現在はスキルプ
ロシード委員会）です。参加させていただいた時
に、自分は周りの人達に助けられて生きている
と再認識でき、相手を知ろうとする前に自分（自
社）を知る事が手段を増やす方法に繋がるという
事を学びました。また、様々なアドバイスをい
ただいたことにより、自分自身のステップアッ
プにもなりました。
　さらに、「まちゼミ」も参加し、お庭の先生と
して地域の方との触れ合いの中で「良かった」
「ためになった」とお言葉をいただき達成感を得
たり、厳しいお言葉で自分の講座の進め方を考
え直すきっかけになったりと色々な刺激を受け
ました。入会する前からこの場が自身の成長に
繋がる場所と感じていました。
　今後は、青年部会を通じて「可能性を広げる」
をテーマに参加させていただこうと思います。
多種多様な業種の会員さんと触れ合い、今では
１つしかない選択肢を考え方で２つ、３つでき
るようになりたいと思っています。そして勉強
させていただいたことを社内でも発表し、会社
スタッフと共有して社内全体の成長になるきっ
かけにできたらと思います。よろしくお願い致
します。

三平商事有限会社
森野 祐希

　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/

個人として
事業者として

スキルアップを目ざします

三原商工会議所入会のご案内
《お知り合いの方をご紹介ください！》

■インボイス制度の概要と電子帳簿保存法のポイント
日時：６月20日（月）13：30～15：00
　2022年１月に改正された電子帳簿保存法のポ
イントを含めたインボイス制度への対応につい
てご説明されます。

■働き方改革オンラインセミナー
日時：６月・７月・８月・９月・R5.２月全５回開催
　働きがい向上の取り組みの必要性やメリットに
ついて講師から分かりやすくお伝えいただきます。

■ICT活用テレワーク推進セミナー
日時：７月・８月・10月・11月　全５回開催（５月を除く）
　企業のテレワーク導入を支援してきた経験豊
富な講師から、企業が直面する課題ごとに、そ
の課題の中身の解決策について具体的・実践的
にお話しいただけます。
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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

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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小規模事業者
の資金調達を
支援します！！

商品・材料仕入資金、買掛金決済、支払手形決済資金に、また機械設備・
車輌の購入・店舗改装資金など、金額の大小にかかわらずご遠慮なく
ご相談ください。� ※利率は令和４年６月１日現在
資金用途 返済期間 融資限度額 金　　利

運転資金 ７年以内
（据置１年以内） 2,000万円

※�1,500万円を超える場合は、
一定の要件があります。

1.21％
※�0.5％の利子補給で実質
年利率0.71％（３年間）設備資金 10年以内

（据置２年以内）
●担保・保証人は必要ありません。また手数料も一切不要です。
●固定金利なので、借入期間中に金利が変動することはありません。
●秘密厳守となっておりますので、他人に知られることはありません。
●現在、この融資をご利用中の方でも重複利用、借り換えができます。

悩むより、まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせ　本所�経営指導課　TEL62−6155

無担保・無保証人・低金利

マル経マル経��融資制度融資制度

0.5％の利子補給が
受けられます

発行所／三原商工会議所　　編　集／情報化委員会
　　　　〒723−8555　三原市皆実4丁目８−１
　　　　TEL 62−6155㈹　FAX 62−5900
印刷所／三好印刷株式会社　

ご意見をお寄せください
　事業活動や取組み等につきまして、
皆様のご意見・ご要望をお寄せください。

【編集後記】
　初夏を感じさせる季節となってきま
したが、皆様いかがお過ごしでしょう
か。
　季節の変わり目で日中と夜の温度差
がありますが、こまめな水分補給やバ
ランスのよい食事をとって体調を崩さ
ないように頑張りましょう。� 丸本

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　６月24日（金）
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　５月14日（土）午後１時より三原商工会議所において、「2022三原ミ
スやっさオーディション」を開催しました。
　今回のオーディションでは、１次審査で合格した６名が参加し、二
次審査で審査員による厳正なる審査の上決定致しました。
　今後第47回三原やっさ祭りを盛り上げるために、各種行事へ参加致
しますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

【左】橋
はし

本
もと

　愛
なる

美
み
（平成13年12月24日）

趣味：ミュージカル鑑賞　職業：学生

【右】渡
わた

辺
なべ

　麻
ま

衣
い
（平成11年11月16日）

趣味：自然鑑賞　職業：団体職員

2022	ミスやっさプロフィール

2022三原ミスやっさ　橋本	愛美さん
　海外に出たからこそ分かる三原の魅力を沢山の方に知ってもらう
ために、語学力を活かして積極的にアピールしたいです。

2022三原ミスやっさ　渡辺	麻衣さん
　三原だるまを中心に三原の伝統や魅力を広めていきたいです。新し
いことにも挑戦し、より一層三原が注目される取り組みをしたいです。

2022三原ミスやっさが決定しました!!2022三原ミスやっさが決定しました!!2022三原ミスやっさが決定しました!!2022三原ミスやっさが決定しました!!


