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※問い合わせ用メールアドレスが変更になりました「info@iwakuninishi.com」 

 

会長 挨拶 新役員（平成21年5月25日選任） 

商工会員の皆様には、ますますご清栄のこととお慶

び申し上げます。 
この度、第２回岩国西商工会通常総代会において会

長を拝命致しました。 

何かと至らぬ点など多々あると思いますが、当商工
会のために尽力する所存であります。 

今後とも、皆様方のご意見等を事業・業務に生かし、

役員・総代・職員が総力を結集し、会員が頼れる魅力
ある商工会を目指しますので、関係各位にご支援をお

願いし、会員の隆盛を祈念して挨拶と致します。 

岩国西商工会 会長 松本 和之 

会 長 松本 和之 

副会長 友田  洋  藤中 秀幸 
理 事 尾崎 彰則  亀田 安夫  重岡 孝明 

    重政 才三  白木  悟  友重 浩二 

    林  忠克  平井 克典  藤岡 利康 
    藤川 智顯  桝中 利昭  松崎 健治 

    満永 和美  村岡 常壽  森重 正憲 

    安村 則昭  山手 卓男  湯本 榮次 
安村 宜浩  森本 邦子 

監 事 田村 克泰  中島 之生 

 

岩国西商工会 事務局組織 

 本  所  

＊経営改善普及事業（金融・取引・経営・税務・情

報・労務等）に関する業務全般 
＊商工会運営業務（総代会、理事会等） 

＊意見活動業務（行政等への陳情・要望） 

＊経営革新・創業に関する業務 
＊部会、委員会の運営・管理業務 

 支  所  

＊地域密着型の相談窓口としての業務全般 

＊会員増強・各種共済の加入促進、集金業務 
＊記帳代行・決算指導業務 

＊支所の管理・運営業務 

 
 

本所・支所の総括・管理 
事務局長   西森 敏博（6/30退職予定） 

事務局次長  松本 正三（7/1より事務局長予定） 
事務局次長  出雲 忠 

周東支所（※は本所と兼務） 
支所長   ※松本 正三 

経営指導員 ※松本 順二 経営指導員 ※山塚 達夫 
記帳専任職員 河本 鈴子  

記帳専任職員 平井 友美子（5月18日より産休）                   

記帳指導職員 神谷 美紀 一般職員   後 千恵美 
一般職員   倉増 希夜枝（由宇支所より異動） 

玖珂支所（※は本所と兼務） 
支所長   ※西森 敏博（6/30退職予定） 

経営指導員 ※嘉屋 英夫 経営指導員 ※坂上 律男 

記帳専任職員 中西 美子 記帳指導員  弘中 昭子 
一般職員   船尾 里江子 

経営支援課（担当業務） 
部長経営指導員 松本 順二（金融） 

課長経営指導員 嘉屋 英夫 
（創業・経営革新・講習会・地域振興・ 

メニュー事業・女性部） 

経営指導員   坂上 律男 
（労務・労働保険・青年部） 

経営指導員   山塚 達夫（記帳・税務） 

経営指導員   村元 宏治 
（情報・広報・環境・共済） 

総務課 

補助員 河本 博司  補助員 千々松 郁 

由宇支所（※は本所と兼務） 

支所長   ※出雲 忠 
経営指導員 ※村元 宏治 

補助員    兼国 良子 
一般職員   佐田 啓子（新任） 

連 絡 先 
本  所 742-0417 岩国市周東町下久原1568番地2 電話 0827-84-0320 FAX 0827-84-0271 

周東支所 742-0417 岩国市周東町下久原1568番地2 電話 0827-84-0183 FAX 0827-84-0271 

玖珂支所 742-0335 岩国市玖珂町545番地11    電話 0827-82-2660 FAX 0827-82-6677 
由宇支所 740-1428 岩国市由宇町中央2丁目3番2号 電話 0827-63-0753 FAX 0827-63-0549 

ホームページ  http://www.iwakuninishi.com/  （平成２１年５月１８日開設） 



平成２１年度 岩国西商工会 収支予算及び事業計画（重点事業）（単位：千円） 

収入科目 金額 支出科目 金額 

会費 12,189 
経営改善 
普及事業費 

87,278 

県補助金 63,887 
記帳機械化 

事業費 
4,320 

市補助金 13,588 一般事業費 8,373 

基金助成金 24 受託事業費 0 

使用料 1,009 管理費 12,643 

手数料 17,561 引当費 0 

共済受託料 3,508 予備費 75 

連合会受託料 27   

加入金 0   

雑収入 644   

前期繰越剰余金 252   

合計 112,689 合計 112,689 

平成２１年度 重点事業 

（１）組織・財政力強化策の検討。 

（２）効率的な指導体制の確立。 
（３）重点事業の精選検討会議による方向性の策定。 

（４）役職員の研修会の開催。 

（５）創業・経営革新の支援を積極的に行う。 
（６）ＩＴ活用による経営革新及び情報提供力の強化を

図る。 

（７）広域連携事業である創業・経営革新等支援事業 
（主幹事 岩国商工会議所） 

（８）広域連携事業である岩国市広域観光ビジョン策定 

（主幹事 岩国西商工会） 
（９）広域連携事業である人材確保・雇用促進事業 

（主幹事 やましろ商工会） 
（10）会費及び手数料等の自主財源について見直し検討

委員会を設置し検討する。 

イベント情報 
＜周東地区＞ 

 

周東町夏季ふるさとまつり 

大 花 火 大 会 
☆ 日時 ８月９日（日） ２０：００～（予定） 

☆ 場所 島田川天神河畔（雨天順延） 

＜玖珂地区＞ 

夏祭り玖珂土曜夜市実行委員会主催 

夏祭り・玖珂・土曜夜市 
日時 ７月２５日（土）16:00～21:30 

会場 岩国市玖珂町 玖珂小学校グラウンド 

   ※雨天の場合 こどもの館 
（ステージイベントのみ） 

内容 alphaライブ、清流光神ハクジャオーショー 

   玖珂中ブラスバンド演奏、玖珂こども太鼓演奏 
ビアガーデン､焼鳥｡焼きそば､ポテト等の販売 

恒例 商店街協賛大売出し抽選会（豪華景品！） 

などなど イベントてんこ盛り 

  
 

 

金融相談（一日公庫） 
開催のお知らせ 

 

商工会では下記の日程で「金融なんでも相談会」

を開催いたします。ご希望の日時にできる限り配慮
して参りたいと存じますので、お早めにお申し込み

ください。お問い合わせはお近くの商工会まで。 

 

岩国西商工会周東支所 7月 2日（木） 

岩国西商工会玖珂支所 7月16日（木） 

岩国西商工会由宇支所 7月27日（月） 

時 間  10:00～15:00 

＜由宇地区＞ 

ゆう土曜夜市 
日時 ７月１８日（土）18:00～21:00 雨天順延 
場所 岩国市由宇町中央・南の商店街、駐車場 

内容 バンドの演奏、銭壷太鼓の演奏、焼きそば・ 

ポテト等の販売 

 
※会場近辺は18:00～2１:３0まで通行止めとなりま
す。 

 


