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＼光商工会議所青年部に所属する企業を3回のシリーズで紹介していきます／
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光商工会議所青年部（以下光ＹＥＧ）は、平成２８年
度の事業として、光ＹＥＧに所属する会員の事業所及
び、光ＹＥＧの活動を紹介させていただく、『ギュギュ
っとひかり青年部だより』の発行を行う事となりました。
今回は第３回目の発行で、１４事業所を紹介させて
いただきます。
今回で最終回となりますが、前回までと同様に皆様
の日常生活に役立つ情報がきっとある事と思います。
また１１月以降、私たち光ＹＥＧは多くの事業活動を
行って参りました。そちらの活動の様子も掲載をして
いますので是非ご覧ください。
撮影者：川畑 真弥
真弥
撮影者：川畑
事業所名：㈱DS Life
Life Design（石焼ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ満月）
Design（石焼ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ満月）
事業所名：㈱DS

光商工会議所青年部会員メンバー 事業所紹介
1

事業所名：㈲下松葬儀社やすらぎホール下松
やすらぎホール光

会員名：大江 義則

2

事業所名：Ｌｏｕｎｇｅ ＣＡＮＤＹ

会員名：木原 佐和子

当店は、JAZZが流れる大人の空間で、
美味しいお酒を楽しめるよう心掛けております。
お陰様で、今月で9周年を迎えることが出来ました。
これからも、ご指導宜しくお願い致します。

Ｌｏｕｎｇｅ

ＣＡＮＤＹ
所在地：光市島田2丁目23-8
第一原田ビル1F
TEL：（0833）-72-0550

3

事業所名：ひかりＢｉｋe

会員名：栗原 優

4

事業所名： 光井株式会社 会員名：地頭 栄人

ひかりＢｉｋｅ
MITUI

オートバイ修理、新車販売、カスタム
車検やってます！

所在地：光市中央4-2-10
TEL：0833-71-0586
FAX：0833-57-4394

青年部会員：栗原 優

〈営業品目〉
鋼構造物・プラント・橋梁・木造建物・
コンクリート構造物等の塗装・防水及び改修工事
とび・土木工事

所在地：光市大字立野895番地10
TEL：0833-77-3500
FAX：0833-76-1080
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5

事業所名：七輪焼ホルモン えび壽

会員名：新森 勝巳
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6

事業所名：株式会社トータルプロ

会員名：清神 行宏

生命保険・損害保険代理店

株式会社 トータルプロ
トータルプロは『価値の創造と共有』『社会との共生』を
企業理念に掲げ、お客様にリスクマネジメントを通じて
豊かなライフプランを提供できる企業を目指します。

★昨年末にリニューアルOPENしたえび壽★
今までの温かくアットホームな雰囲気はそのままに
掘りごたつ席や新しいメニューなど、さらに魅力的なえび壽に一新！
冬季限定のもつ鍋はプリプリ&濃厚なホルモンが絶品！
◆ 宴会も ご予約受付中 ◆
大将厳選の和牛・国産牛でワンランク上の焼肉宴会を…♪
●宴会コース 3,500円～
●飲み放題 +1,800円
※コース4名～／前日まで要予約／飲み放題4名～
所在地：〒743-0022
光市虹ヶ浜1-11-3
TEL・FAX：0833-72-8929
定休日：火曜日

7

事業所名：株式会社大隅

■取扱保険会社■

生 命 保 険
損 害 保 険
ぺ ッ ト保 険

ソニー生命
メットライフ生命
三井住友海上あいおい生命
三井住友海上
日本アニマル倶楽部

所在地：光市虹ケ浜3丁目16-32
TEL：（0833）-48-7077
FAX：（0833）-48-7076
会員名：田尾 隆司

おおすみ会館

8

事業所名：有限会社田原石油店

(有)田原石油店 室積SS

ひ か り

若山石油チェーン店

「おおすみ会館ひかり」で
心をこめた葬送を・・・

瀬戸内海が一望できる絶景ガソリンスタンド

私たちはご葬儀を単なる儀式ではなく、故人の生きて
こられた証と考えます。故人の「一生の集大成」で悔いを
残されないように、心のこもったご葬儀をお手伝いさせて
いただきます。
当会館は貸切りのため、心静かに在りし日の姿に想いを
馳せながらじっくりと故人との最期のお別れをしていただ
けます。家族葬から一般葬などご要望に沿ったお葬式を
執り行えますので、ご遺族だけで悩まず、お気軽にご希望、
お悩みをご相談ください。
所在地：〒743-0063
光市島田1丁目12-8
TEL：0833-71-0776
FAX：0833-71-0783

9

事業所名：株式会社田中製作所

Ｗi-fi使えます：docomo・au・ＳoftＢank
オイル交換時：出光ミニレジャーシートor
ミニブランケットをプレゼント

青年部会員：田原秀敏
会員名：田中 勲

会員名：田原 秀敏

⑩

事業所名：株式会社平和医療器械

〒743-0005
光市室積東ノ庄14-23
TEL・FAX (0833)79-0600
会員名：田村 亨

株式会社 田中製作所
弊社は１９８０年に光市で株式会社となり、２００５年に
下松の工業団地へと移転しました。
会社の特色として、溶射という表面処理や補修に用い
られる特殊技術を培ってきました。
主に鉄鋼関連の業種との関わりが大きく、産業機械の
部品製作や補修、メンテナンス等を事業の主軸として
おります。
弊社の仕事は一般家庭の方の目に触れる機会はあり
ませんが、産業の根幹を下支えする大切な役割である
との責任をもって事業を継続してまいります。

〒744-0002
下松市東海岸通り1-15
電話：0833-48-2020
FAX：0833-48-2021

業種は、医療機器製造販売業です。
当社は、医療と共に歩んで54年。
地域だけでなく、国内の医療機関に対して貢献
することを一番と考えております。

所在地：〒747-0036
防府市戎町2-4-37
TEL：0835-22-3658
FAX：0835-22-3678
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⑪ 事業所名：東山口信用金庫

光支店

会員名：藤井 孝明

あなたと街と フェイスt o フェイス

「地域に密着し、お客様の様々なニーズにお応えする。」を
モットーに、預金、融資、保険など各種商品・サービスを
ご提供しております。お気軽に当庫へご相談ください。

所在地：光市浅江1-18-17
TEL：0833－71－0121
TEL：0833－71－0119
http://www.higashiyamaguchi-shinkin.co.jp/

⑬ 事業所名：株式会社タイヤ館光

会員名：三上 雄司
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⑫

事業所名：建築板金まつもと

会員名：松本 泰典

建築板金まつもと
お住まいの外壁や屋根・軒先・内
装の板金やサイディング仕事は
『建築板金まつもと』にお任せ
下さい！

所在地：〒743-0075
光市室積沖田7-17
TEL・FAX：0833-78-0717

⑭ 事業所名：保のか

会員名：山本 雅子

タ イ ヤ館
お買い得からプレミアムまで、多数のタイヤ
を在庫。
タブレット商談で、お客様のニーズに合った、
最適なタイヤをご提案いたします。

株式会社タイヤ館光
所在地：〒743-0021
光市浅江3丁目22−16
TEL：0833-71-1112
FAX：0833-71-0051
定休日：毎週水曜日

所在地：〒743-0063
光市島田1丁目11-8
Be.West内
TEL：0833-72-4001
営業時間：10：00～19：00
（仕入れ状況により時間変更有）
定休日：火曜日

光商工会議所青年部では一緒に活動していただける会員を随時募集しています。
ぜひ一緒に光市を盛り上げるため、活動してみませんか？
最寄りの会員または光商工会議所 青年部事務局までお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ：光商工会議所青年部 事務局/TEL：0833-71-0650

メール：i-love@hikari-cci.jp
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＼今回紹介した事業所の地図です／
①㈲下松葬儀社やすらぎホール下松
やすらぎホール光
会員名：大江 義則

②Ｌｏｕｎｇｅ ＣＡＮＤＹ
会員名：木原 佐和子

③ひかりＢｉｋｅ
会員名：栗原 優

④ 光井株式会社
会員名：地頭 栄人

⑤七輪焼ホルモン えび壽
会員名：新森 勝巳

⑥ 株式会社トータルプロ
会員名：清神 行宏

④

⑦株式会社大隅
山陽本線

会員名：田尾 隆司

⑧有限会社田原石油店
会員名：田原 秀敏

⑥
⑤

⑨株式会社田中製作所

⑬

会員名：田中 勲

⑪
①

⑩株式会社平和医療器械

②⑦
⑭

会員名：田村 亨

⑪東山口信用金庫 光支店

③

会員名：藤井 孝明

⑫建築板金まつもと
188

会員名：松本 泰典

⑬株式会社タイヤ館光
会員名：三上 雄司

⑨下松市東海岸通り1-15

⑫⑧

⑩防府市戎町2-4-37

⑭保のか
会員名：山本 雅子

※紹介順は会員名の５０音順

＼光商工会議所青年部 2016年度後半活動の振り返り／
11月

光市探究ウォークラリー、事業継承セミナー、YEGの日クリーン計画
光ふるさとまつり、日本YEG全国会長研修会かこがわ会議
4YEG連絡協議会&忘年会

12月

第30回臨時総会&忘年会、第3回県青連会長会議（山陽小野田市）
門松製作

1月

１１月 光市探究ウォークラリー

１１月 ４ＹＥＧ連絡協議会＆忘年会

4YEG連絡協議会合同視察研修（岡山県高梁市）

１１月 事業承継セミナー

１１月 ＹＥＧの日クリーン計画

１２月 第３０回臨時総会＆忘年会

１２月 第３回県青連会長会議
（山陽小野田市）

１１月 光ふるさとまつり
光やきそば出店

１２月 門松作製

１１月 日本ＹＥＧ全国会長研修会
かこがわ会議

１月 ４ＹＥＧ連絡協議会
合同視察研修（岡山県高梁市）

