広島のキレイ★カッコイイを
応援します！！

コロナ終息を願い、
販協だよりを発信

エス・ピー・シー中国理美容事業協同組合

中国スレ−ト販売協同組合

お客様の安心 ♡ 安全の為、各サロンで、消毒の徹底・手洗いの徹

人の動きが徐々に活発になる中、一部の地域などでは再び感染が

底・検温と体調管理の徹底・十分な換気を心がけ、様々な感染予防対

拡大する 第2波 が発生しており、どの地域においてもまだ予断を

策の中で、
『コロゼロ認定』サロンとして広島の人達のみんなの笑顔

許されない状況にあります。コロナ感染者の治療に当たる医療従事

が益々花開きますよう理美容業界も頑張ります!!

者へ感謝するとともに、
引き続き気を緩めることなく、
これからも感
染予防に努めながら日々の生活を送っていきましょう。

市民の皆様の生活を守る
ために

笑顔の花咲け

呉資源集団回収協同組合

協同組合テコフォーム広島

当組合では、呉市の家庭廃棄物や資源物の収集業務を行っていま

私たちは再生プラスチック素材を利用して作られた循環型多機能

す。コロナ禍においては、収集量の増加や作業員の安全確保等、負担

ボード｢TECOフォーム｣を開発し、地球環境の保護、SDGsの活動推

が増加しています。そんな中で市民の皆様からの暖かいお言葉や、
お

進をしています。現在開発中のTECOフォーム製のプランターに咲

手紙をいただくこともあり励まされています。今後も市民の皆様の

く花に気持ちを込めて贈ります。新型コロナウイルスと戦う皆さま

生活を守るために一丸となって頑張って参ります。

の笑顔を咲かせて、
＃輪になれ広島！

難局に打ち勝ち、
心休まる時を取り戻そう

コロナに負けない！
笑顔で乗り切ろう！

協同組合甲山いきいき村
世羅台地で育った農産物、加工品を広島、福山等のスーパーマー
ケットを通じて県内消費者の皆様に提供しています。食は皆さんを
笑顔にします。おいしい野菜を食べてたくさん笑顔を作っていきま

協同組合東広島ショッピングモール
ピンチの時でも、地域の皆様のお役に立てるよう全力投球して参
ります。
笑顔でいっしょに乗り切っていきましょう。

しょう。そのために当組合では、おいしい農産物、加工品を精魂込め
て供給していきます。

みんなで頑張ろう！
協同組合地質調査技士同友会
世界に遅れを取るな。
これからは日本の復活劇だ！
私たちの行う地質調査業は、災害対策や地域の将来に密接に関連
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医療・福祉関係に従事する
皆さまへ
広島印刷団地協同組合
新型コロナウイルスの感染症対応の最前線で、自らも感染してし
まうというリスクを負いながら、
日夜奮闘して下さっている医療・福

した業務です。新型コロナウイルスによる影響が続いていますが、
今

祉関係の皆様には、心から感謝申し上げます。どうぞ、従事者の皆様

が踏ん張りどころ。みんなで頑張ろう！

もご自愛下さいますよう、
祈っております。

広島県中小企業団体中央会

Hiroshima Prefectural Federation of Small Business Association

コロナ対策で
「働き方改革」
やり遂げよう！

県民の皆様とともに

協同組合広島インテリジェントセンター
コロナ対策として、
三密防止・衛生管理の意識の徹底を図るととも
に、その方法としてソーシャルディスタンスの実施はもとよりテレ
ワークの導入を図り、各従業員の意識改革を進めることで後悔しな
いことを念頭に置き取り組んでいます。

広島県歯科医師協同組合
私たち歯科医は、これからも県民の皆様の健康を守っていくため
に全力で安心･安全な歯科医療体制を提供してまいります。
診療･口腔ケアの継続･延期など、
ご自身での判断をなさらず、
ぜひ
「かかりつけ歯科医」
にご相談ください。

これらのことで、意識改革が仕事の見直しに繋がり各自の
「働き方
改革」に繋がっています。

We Can Do It！！
安心安全な水産物を皆さまへ

コロナ対策のおかげで
出来たこと
広島県タイヤ商工協同組合

広島魚商協同組合
今だからこそやらなければいけないこと、考えなければいけない

日頃は対面でのコミニュケーションを図りながら、会議などを

ことを受けとめ、食のエキスパート集団として、今まで以上に、安心

行ってきたがWeb会議など新しい方法を簡単に実施することが出

安全な「うまい！！魚」
を皆さまのもとへお届けします。

来るようになり、
回数も増えてかえって組合員との絆が深くなった。

私たちは、コロナに負けません！！

頑張っている医療従事者の
方々へ敬意を表します

新たな発見を目指しガンバロウ！

これからも、
地域と共に

広島県アパレル工業組合

広島県中小企業共済協同組合

当組合の組合員が医療用ガウンを生産し提供させて貰っています。

当組合は、中小商工業者の皆様に安心して事業に打ちこんでいた

頑張っている医療現場の皆様に少しでもお役に立てればと思って
います。

だくため、
広島県全域で共済事業を展開しています。
頻発する巨大災害に加え、
新型コロナウイルス感染症の拡大等、
現

ともに頑張っていきましょう！

代の我々の身の回りには危険がいっぱい。
だからこそ｢備えよ常に｣という気持ちで、助け合いの輪である共
済にご加入下さい。
皆の力で明るい広島を実現しましょう！

人々の暮らしを彩り、
笑顔で幸せの輪をつくろう！

コロナと共に
−昨日までの常識は今日の非常識−

広島県印刷工業組合

広島県保険代理業協同組合

広島県印刷工業組合は、
人と人がつながる力を最大限発揮し、
一企

一人一人が、
自分自身と、
自分の大切な人を守るために、
そして、
新

業では困難なことも可能にして前進できる仕組みづくりに努力しま

しい明るい未来を共に過ごすために、今の自分に出来る最大限の行

す。

動を心掛けよう。

広島県中小企業団体中央会
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どんなときも皆様が
求めるサービスを
提供していきます

外国人技能実習生の
受入れなどをされている
企業を支援します

広島県ビルメンテナンス協同組合
コロナ禍で、ビルメンテナンスで働く設備員、清掃員は、社会の安

ひろしま交流協同組合
緊急事態宣言に伴う当組合の施策

定を維持するため、病院やオフィスビルで設備・衛生管理に励んでい

１．
SNSを活用した定期監査の実現

ます。

２．
休業発生時に実習生への状況説明と安全確保の為の行動指導

金融、物流・運送サービスなどで働く皆さんも、企業が活動するた
めに不可欠なサービスを提供していただいています。

３．
帰国困難な実習生について、ビザ申請をはじめとしたソフト・
ハード面でのサポート
外国人技能実習生の事でお困りでしたら、気軽にお問い合わせ下

ともに頑張りましょう。

さい。
耐雪梅花麗。
みんなで乗り越えよう！

ストップ・ザ・コロナ
私たちは、安全・安心娯楽
宣言をします。

「勝ちぐせ」
カープとともに
広島復活劇辛抱編
広島市指定上下水道工事業協同組合

広島県遊技業協同組合
新型コロナウイルス感染症拡大により、
私たちは、広島県の休業要
請を受け入れて協力休業をしました。
営業再開となったことで、新型コロナウイルス感染症防止対策に
総力を掲げ、マスク着用・遊技機の消毒・飛沫防止等、
ありとあらゆる
防止対策を実践して、利用客が安全で安心して楽しく遊技できる環
境を提供して参ります。

令和2年4月、広島市への消毒液の寄付、組合員へマスク配布、ズー
ムミーティングや対策費、融資や給付金の情報発信等いち早く行い
ました。
終息後は、
水道ライフラインの守りを充実させ、
渦中で困っている
人々と連携し、
解決策を模索していきたいと思います。
今も非日常が続きますが、
様々な局面で頑張る皆さんに、
日本人の
心は美しい！心を一つにして乗り切ろうとエールを送りたいです。

コロナに負けず自分が
今出来る事から
コツコツと始めよう
広島広告美術協同組合

協同組合広島総合卸センター

当組合では青年部が主体となり、現在、第2波の感染防止対策とし

この度の新型コロナウイルス感染拡大に伴い、
今後は、
人と人とが

て、店舗や公共の施設等、無作為に人が集まり触れる場所へ貼付けが

一定の間隔(社会的な距離)を保つなど、新しい生活様式を模索して

出来る抗菌フィルムの無料配布などを検討しています。

いかなければいけませんが、
私達
「広島総合卸センター」
の各企業は、

また、組合加入事業者に御協力いただき、事業所の車輛に ＃輪に
なれ広島 のステッカーを貼付施工し、広島県民の活性化や明るさと
元気を取り戻す一助になれればと活動をしています。
＃輪になれ広島！！
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私達は、
今後も安定して
商品をお届けします

広島県中小企業団体中央会

今後とも、
皆様に日常生活用品を早く正確に、
そして安定してお届け
できるよう頑張ります。

Hiroshima Prefectural Federation of Small Business Association

医療並びに介護施設等の
関係者の皆様へ

コロナに負けず！
皆で作る美味しい食の輪

広島団地ガス協業組合
医療関係者の皆様方はもちろんですが、介護や保育、
教育関係など
三密や濃厚接触の避けられない環境下で自らの感染リスクを抱えた
環境で働いている皆様方には頭の下がる思いで一杯です。
また、第2波、第3波も懸念される中で、医療関係、介護施設など感
染リスクを抱えた環境で働く皆様方への負担軽減を図るためには、
最大限感染リスクを避ける行動、対策をとり、
「うつらない」
「うつさ
ない」を実践する必要性を痛感しています。

新型コロナウイルスで
お困りの方々を支援します

瀬戸内フードコミュニティー
広島の食品メーカー7社が輪になり、
「地域の食と食文化を活かし
た元気づくり！」
に取組んでいます。
我々、瀬戸内フードコミュニティー参加企業の持つ食品加工技術
を活かして、地域農水産資源を美味しく加工し全国に発信して行き
ます！
コロナに負けず！皆で輪になり、広島の美味しい食の輪を広げて
行きましょう！

「フォア・ザ・チーム」
みんな、
チーム広島の一員だ！！

広島弁護士協同組合

株式会社上万糧食製粉所

当組合は、広島弁護士会に所属する弁護士および弁護士法人によ

カープやサンフレッチェを応援するときのように、素晴らしい一

り組織されております。企業・団体・個人のみなさまの新型コロナウイ

体感でこのコロナ禍を乗り越えよう！！

ルス感染症による経営や生活のお悩み・お困りごとには、
弁護士会と弁

一人は皆のため、
皆は一人のために！

ＯＮＥ ヒロシマ！

護士が力になります。 互いに助け合い、感染拡大の防止を心がけな
がら、この苦難をともに乗り越えましょう。

コロナ禍の脱出は、
ワンチームで
協同組合府中家具団地
嘗て、長い歴史の中でスペイン風邪、
ペスト菌等大物ウイルスに打

Stay Homeも
「音」
で生活を
より楽しく・より豊かに
オオアサ電子株式会社
「新しい生活様式」の中で重要な「おうち時間」。このような状況の
なか少しでも音楽で癒しの空間をつくりたい。
音は人を癒すパワーがあります。Egrettaの心地よい音で癒しの
空間を演出するお手伝いができるよう発信してまいります。

ち勝ってきた。
我々はワンチームになって、三密を避け、手洗い、ウガイ、消毒、マ

レンタルサービスをはじめました。 https://www.egretta.jp/Rental/

スクの着用で新型ウイルスの侵入を防ぎ、コロナ禍からの脱出を図
り、安心、安全な生活を取り戻そう。

未来に活かすアクション
物資やサービスの提供で
地域の活力向上を支えます！
協同組合ベイタウン尾道
商都尾道の物流拠点として、
皆様の生活を支える物資、
サービスを
頑張って届けていきます。
地域の活力向上に向け、
ともにがんばっていきましょう！

有限会社フルカワ
医療従事者をはじめ感染防止にご尽力されている皆様に心より感
謝申し上げます。弊社では一人ひとりの対策アクションとして健康
チェック、マスク着用、3密の回避、ソーシャルディスタンスを保つ
ことを行っております。絶対に無駄はない！未来に活かすアクショ
ンでコロナウイルスの戦いに勝ちましょう！頑張ろう広島！

広島県中小企業団体中央会
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社会貢献とフェイスシールド
製作について

心を一つに
みんなで乗り越えよう！

平岡工業株式会社

株式会社ケミカル山本

コロナが日本で今ほど叫ばれる前から中国人の友人より武漢の話

会社でも学校でも家庭でも、
今まで通りにならず苦労がたえません。

を聞いており、これは確実に日本に来る、我々の会社でできること

医療従事者の皆様は、最前線での懸命の対応で休まる時もないで

は何かないか？とずっと考えていました。ご縁あって99.99％抗ウ
イルスのフィルムを知るキッカケがあり、そのフィルムを使用した
フェイスシールド(ＦＳ)を商品化することを決意しました。
広島の製造業が本気を出せばなんでも作れる。共に乗り越え、
日本
を盛り上げましょう！

しょう。
苦しい今こそ、広島の底力を見せましょう！そして日本のみんな
と心を一つにして、強く温かく笑顔あふれる社会を目指して進んで
行きましょう。
弊社社員も全力で頑張ります！

以下の組合・企業様からも、広島県中小企業団体中央会が
当プロジェクトへ賛同することに対し、協賛をいただきました。
ありがとうございました。
因島鉄工業団地協同組合

広島食品工業団地協同組合

江田島市建設資材安定供給協同組合

協同組合ひろしまテクノシステム

中国税理士協同組合

協同組合福山卸センタ−

中国地方電気工事業協同組合

株式会社エヌテック

広島県環境整備事業協同組合
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