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第106回常議員会

［審議事項］

・議案第４２９号　　霧島商工会議所会員加入について
新規加入 50 事業所、7事業所脱退がなされ、会
員数は、1,247 事業所になりました。

・議案第４３０号　　霧島商工会議所規約の制定について
マイナンバー法の導入に伴う規約の制定について
上程され、原案通り可決承認されました。

・議案第４３１号　　霧島商工会議所規約の一部改正について
マイナンバー法の導入に伴う規約の一部改正につ
いて上程され、原案通り可決承認されました。

・議案第４３２号　　平成28年霧島市新春賀詞懇談会開催について
平成 28 年 1 月 13 日（水）午後 6時からホテル
京セラにて開催で、総務委員会より上程され、原案
どおり可決承認されました。

［部会報告］

５部会連携会議
・長崎佐世保重工業とものづくりフェア　長崎佐世
保市と福岡市を視察予定。

観光・サービス部会
・8月26日　部会役員会の実施。
平成27年度部会事業である、セミナーの開催、コ
ンベンション誘致事業、視察研修等について協議を
行った。
・8月28日　セミナーの開催
ファッション関連の様々な活動を展開されている赤
岩広志氏を講師に迎え、デキる男のお洒落の極意
「続編」と題した男性向けセミナーを開催。

9 月 17 日（木）霧島商工会議所にて、第 106 回常議員会が開催されました。会員加入などの
４つの議案が上程され、すべて可決されました。

No. 事　業　所　名 代  表  者 営  業  内  容 所　　在　　地 電 話 番 号
１ ㈱まきの商店 牧　野　　　繁 生地手芸用品 国分中央1-27-30 73-5239

２ 南国警備㈱ 渡　　　康　嘉 警備業 国分野口西6-8 48-6688

３ ㈱オーリック 濵　田　龍　彦 酒類小売業 国分中央4-18-22 49-8133

４ ㈱ファイトケミカル・ラボ 赤　塚　　　稔 健康食品小売業 国分上野原テクノパーク4-30 73-6464

５ 肉やななし 村　上　和　行 飲食業 国分中央3-9 090-3669-0774

６ マックスバリュ九州㈱エクスプレス松木店 久　木　茂　治 スーパー 国分中央5-20-52 49-7177

７ ㈱霧島電力創造社 水　町　博　史 エネルギーコンサルタント業 国分上野原テクノパーク4-30 73-4511

８ 朝日生命保険（相） 吉　田　恒　治 保険業 隼人町見次1478-4国分大善ビル2Ｆ 42-6445

９ スナックCopain 松　下　裕　幸 スナック 国分中央3-28-25ＮＳビル2Ｆ右 47-5576

加入（掲載を承諾された事業所のみ掲載しています。）　　　　　期間：平成２７年５月２３日～平成２７年９月 15 日

議案第429号霧島商工会議所会員加入について

商業部会
・9月9日　部会役員会の実施
平成27年度部会事業として、中心市街地新興マンション
居住者を対象としたクーポン券事業を行うこととなった。
10月5日に、さいたま商工会議所大宮支所の商業部会
役員一行が視察に来るので懇親会の場に商業部会の参
加要請があり、役員にて対応することとなった。

建設建材部会
・5部会での視察研修の実施及び毎月のこぎれい大
作戦の実施。

委員会報告
・総務委員会より、第13回霧島市道義高揚支援チャ
リティゴルフ大会が行われた。
・福利厚生委員会より、健康診断事業とボウリング
大会の実施について協議を行った。

　その他
・花火大会開催について
平成27年10月3日（土）国分キャンプ海水浴場で開
催することの報告が行われた。
・「大相撲霧島場所」開催について
日時：平成27年12月8日（火）
時間：6時開館〜稽古開始（公開稽古）15時終了予定
場所：国分体育館
主催：大相撲霧島場所実行委員会

霧島商工会議所・霧島市商工会・霧島市観光協会・霧
島市体育協会・あいら農業協同組合・あいら共同㈱

主管：公益財団法人　日本相撲協会
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No. 事　業　所　名 代  表  者 営  業  内  容 所　　在　　地 電 話 番 号
10 （資）大山商業 菅　　　倫太朗 穀物加工販売業 隼人町内1833-2 43-0178

11 酒のキンコー国分北店 船　附　真奈美 酒類小売業 国分新町字上崎田1079 64-0521

12 リフォームしのはら 篠　原　美　勝 不動産業 姶良市西餅田3292-2 55-5525

13 セブンイレブン国分中央１丁目店 中　間　雅　史 コンビニエンスストア 国分中央1-8-35 47-1147

14 セブンイレブン国分山下 西　宮　雅　郎 コンビニエンスストア 国分山下町1792-2 45-5032

15 ㈱靴の尚美堂 有　馬　秀　雄 靴小売業 国分府中町1-53-2 73-7791

16 南九州ヤマダ電機㈱ 上　野　直　夫 家電小売業 国分中央5-20-62 48-6023

17 医療法人 一元会 浜田歯科 濱　田　鉄　郎 歯科診療所 国分中央3-4-5 45-0108

18 メガネの三城国分店 園　　　令　一 眼鏡小売業 国分野口東1299-1 46-4933

19 サンドラッグ国分店 佐　藤　勇　介 医薬品小売業 国分中央1-27-7 49-6011

20 はやし整骨院 林　　　大　助 整骨施術業 国分中央3-3-6 福山ビル1Ｆ 46-9019

21 ㈱Misumi Dr.Driveセルフ国分店 前　野　遼　兵 ガソリンスタンド 国分野口西5-22 64-0553

22 ＡＯＫＩ　霧島国分店 菊　池　剛　史 紳士服小売業 国分野口北1010-1 48-7888

23 弁慶ぷらす 永　池　弘　己 飲食店 国分野口町2-2 45-6336

24 くすりのさかもと国分店 前　田　光　浩 医薬品小売業 国分府中町1-53-1 64-0406

25 タイヤ館国分 炭　床　健　一 タイヤ小売業 国分中央6-1-13 48-5219

26 紳士服はるやま鹿児島国分店 高　橋　浩　二 紳士服小売業 国分府中町13-30 47-5493

27 ㈲伊地知鮮魚 伊地知　健　一 鮮魚小売業 国分敷根2837 45-0202

28 ㈱セレクション 大　坪　祐　輔 タイヤ小売業 国分広瀬1-22-1 73-6629

29 ルピナス 堀　口　麗　美 スナック 国分中央3-34-11 ヒロビル2Ｆ 45-3230

30 セブンイレブン国分中央5丁目店 今　吉　　　浩 コンビニエンスストア 国分中央5-1-5 47-1755

31 セブンイレブン国分福島店 岩　崎　英　幸 コンビニエンスストア 国分福島2-19-20 45-8827

32 ㈱鮮ど市場霧島店 田　中　敏　弘 スーパー 国分剣之宇都211-1 48-8077

33 ㈱鮮ど市場国分店 田　中　敏　弘 スーパー 国分上井65 47-7373

34 ㈱アリスト セブンイレブン新町店・国分湊店 新　家　房　子 コンビニエンスストア 国分新町2-15-2 47-1760

35 ㈲Ｒａ・ＡＱＵＡ 榎　　　　　孝 健康食品小売業 霧島市国分野口西9-46 47-7233

36 ㈱ブルケン九州 上　田　昭　典 建築材料卸売業 隼人町小田632 42-1148

37 ㈱ReeNo 木佐貫　　　忍 菓子パン小売業 国分中央6-21-37 57-8888

38 ウスイトータルコンサルティング 臼　井　智　司 保険業 隼人姫城2-110　205 73-6835

39 福耳国分店 川　平　竜　平 飲食業 国分中央3-39-19 46-5111

40 ㈲ジャパンホーム 山　口　洋　一 塗装工事業 隼人町神宮4-101-10 43-7774

41 ㈱鹿児島食品サービス ほっかほっか亭 戎　井　正　己 弁当販売業 国分中央4-9-1 49-8360

42 ㈱江崎 ブックセンターリリーズ 江　崎　栄　蔵 書籍小売業 国分野口東1255-1 48-8777

平成２７年５月２２日現在 会員数１，２０４事業所　( 法人６５２    個人５５２)
   　加　入　　　５０事業所　( 法人   ３５    個人   １５)
   　脱　退　　　　７事業所　( 法人   　５    個人 　  ２)
平成２７年９月１５日現在  会員数 １，２４７事業所　( 法人６８２    個人５６５)
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第51回

国分寺御輿賞
題名　「チカラ水」

受賞者：堂園利春 氏（霧島市隼人町）

素敵なスタッフ賞
題名　「力合わせて」

受賞者：大薄四男 氏（姶良市東餅田）

霧島国分夏まつり実行委員長賞
題名　「闘志のまなざし」

受賞者：閏　民子 氏（霧島市国分）

霧島国分夏まつり大会会長賞
題名　「神輿（1）」

受賞者：萩元道行 氏（東京都立川市）

霧島総おどり賞
題名　「3歳　初総踊り」

受賞者：津曲敏弘 氏（霧島市国分）

霧島国分夏まつり大賞
題名　「夜空に轟く」

受賞者：伊地知国雄 氏（霧島市国分）

第51回霧島国分夏まつりフォトコンテストを実施しました。
フォトコンテストは毎年、夏まつりの感動の瞬間を捉えた写真を

広く募集することで、記録と市内外へのＰＲを目的として実施しています。
今年度は67作品の応募がありました。

厳正な審査の結果、霧島国分夏まつり大賞、大会会長賞、実行委員長賞、
霧島総おどり賞、国分寺御輿賞、素敵なスタッフ賞の六賞を選出しました。
全応募作品を8月27日〜9月10日の期間、きりしま国分山形屋1Ｆギャラリーにて

展示を行い、多くの方 に々楽しんでいただきました。
また、受賞者へは「日本エアコミューター鹿児島空港発着路線無償往復ペア航空券」など

豪華賞品をお贈りさせていただきました。
多くのご応募ありがとうございました。

霧島国分夏まつり
　フォトコンテスト

霧島商工会議所では、地域特産品の更なる消費拡大を図るため８月１８日、１９日に東京ビッグサイトで開
催された商談会（主催：日本政策金融公庫）に参加しました。
全国から８７１団体の自慢の農産加工物が数多く展示され、多くのバイヤーがお目当ての逸品を求めて商談
しました。
両日とも天候にも恵まれ、会場には、２日間で延べ１４，６２４名の来場者がありました。
鹿児島県からも阿久根市、鹿屋市などが多くの特産品を出品、霧島市からは焼酎、お菓子などを出品しました。
霧島商工会議所のブースは、普段、東京では見かけることの少ない銘柄の本格焼酎を同時に味わえるブースと
して、多くのバイヤーが試飲に訪れ賑わいました。また、中国人のバイヤーも多く、輸出の有無を問い合わせ
されるなど新たな販路について検討する必要を感じました。
商工会議所では、今後も
霧島市の特産品のＰＲを積
極的に行っていくためアグ
リフードＥＸＰＯ大阪への
出展も予定しています。自
社製品（農産品等の加工物）
のＰＲをご希望の方は、お
気軽にご相談ください。

アグリフードＥＸＰＯ東京２０１5に出展　～東京ビッグサイト～

4



大相撲霧島場所12月8日開催5

11月は「労働保険適用
　　　　促進強化期間」です

消費税転嫁
対策セミナーを開催 工業部会視察研修

総額660万円を配当
【生命共済配当率は、26.15％に!!】

事業主のみなさま、労働保険（労災保険・雇用保
険）の加入手続きはおすみですか。

労働者を一人でも雇っていれば、事業主は労働保
険（労災保険・雇用保険）の加入手続きを行い、労
働保険料を納付しなければならないことが法律で
義務づけられています。

労災保険は、業務上の事由又は通勤による労働
者の負傷、疾病、障害、死亡等に対し必要な給付
を行うものです。

雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者
について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合
に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに再
就職を促進するため必要な給付を行うものです。

9 月 28 日（月）商工会議所会館において、ディ
ズニーの社員教育・人材育成術についてのセミ
ナーを開催しました。講師には、以前東京ディズ
ニーランドでキャストとして勤務経験のある菅原
齋氏を招き開催しました。氏は、リピート率 97%
の顧客満足を生み出すディズニーマジックの体験
談を交えながら、顧客を感動させるディズニーラ
ンド特有の接客術を話されました。受講者の方々
は、終始熱心に聞き入っていました。

これらの事務手続きを労働保険事務組合（商工会議
所、商工会等）や社会保険労務士に委託する制度もあ
ります。

加入手続きのお問い合わせは
●国分公共職業安定所　　TEL 0995-45-5311
●加治木労働基準監督署　TEL 0995-63-2035 まで

「割安な掛金で大きな保障」として、会員事業
所に好評を得ている商工会議所共済（生命共済）は、
2 年ぶりに配当金をお支払いをいたします。

対象期間は 26 年 7月から1年間で、11月24日（火）
に、加入事業所口座に振り込みいたします。加入事
業所には、配当金支払明細書にてお知らせしており
ます。

配当金総額は 6,602,149 円、配当率は 26.15％（昨
年は無し）となりました。

今後ともご理解の上、ご協力をお願いいたします。
なお、１年間の加入状況と支払い状況は、次の通

りです。

霧島木質発電株式会社において、第 18 回工業
部会情報交換会を開催いたしました。社長挨拶、
会社概要の説明を受けた後、施設内を見学しました。

木質バイオマス発電は、地球温暖化の原因とい
われる二酸化炭素を発生させることのない、環境
に配慮したクリーンな発電方式でした。

●加入者数　1,121件（2,765口）平成27年7月現在

１年間支払状況（平成26年7月〜平成27年6月）
　　　☆死亡保険金　　5件　　　　9,000,000円
　　　☆入院給付金　　2件　　　　　220,500円
　　　☆見　舞　金　　35件　　　　　255,000円
　　　　　合　計　　　42件　　　　9,475,500円
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主催／こくぶ通り会連合会　
TEL.（0995）45-0313（霧島商工会議所内）

●八坂通り・川跡ちょうちん通り・新市街通り
　・中央通りの各会場

雨天決行：一部内容に変更があります。

㊏10
24

15:00〜21：00

会　場 : 霧島商工会議所 第二研修室
定　員 : 30 名

参加費 : 無料
主　催 : 霧島商工会議所観光・サービス部会

14:00～15:30
平成 27 年10月22日 木

来年から2020年までの
動きはどうなる？

＜講師＞
鹿児島経済研究所 経済調査部長
福 留 一 郎 氏

鹿児島県南九州市頴娃町出身。京都大学農学部農業経
済学科卒業後、平成元年に㈱鹿児島銀行入行。平成２１
年より鹿児島経済研究所出向、現在は経済調査部長とし
て、的確な情報の収集と柔軟な発想で、地域社会の振興
・発展に取り組まれています。
その他、鹿児島県日置市小水力利用促進協議会顧問、
鹿児島県バイオマス高度利用協議会委員等を兼務。

未来予想未来予想

総計データなどの数字からみる鹿児島県の経
済動向等について分かりやすく解説。
将来の人口減少をふまえ、経済、社会、ライフ
スタイル、価値観などの変化についてもふれ、今
後何が求められ、これから鹿児島でビジネスが
どう変わっていくか、ビジネス戦略が今後どのよ
うに変化するかを考えます。
商工会議所各会員事業所において中期戦略
の検討、立案に関係される方や、社会変化によ
るビジネスチャンスとリスクについて関心をお
持ちの方など、この機会に多くのご参加をお待
ちしています。

本人掲載承諾のあった方のみ掲載しています。

本人掲載承諾のあった方のみ掲載しています。

準3級 山元陽香（迫井そろばん教室）
4 級 櫛山あさひ（中原珠算教室）
4 級 中西胡桃（中原珠算教室）
4 級 中村檎伯（中原珠算教室）
4 級 山田妃美香（中原珠算教室）
4 級 横山琉成（中原珠算教室）
4 級 池田みなみ（中原珠算教室）
5 級 山下峻平（中原珠算教室）
5 級 八木亮雅（中原珠算教室）
5 級 迫井優弥（迫井そろばん教室）
5 級 野口由人（迫井そろばん教室）

第 76 回３級検定試験合格者
岩城 和子　　諸留 和人

6 級 坂元こよ莉（迫井そろばん教室）
7 級 大嶺瞳真（迫井そろばん教室）
7 級 村永有哉（迫井そろばん教室）
8 級 伊佐敷晟那（迫井そろばん教室）
8 級 岩切海結（迫井そろばん教室）
8 級 迫井智槻（迫井そろばん教室）
8 級 山元遼真（迫井そろばん教室）
9 級 上江川結友（中原珠算教室）
9 級 玉島　唯（中原珠算教室）
暗2級 下栗朋子（中原珠算教室）
暗3級 山下峻平（中原珠算教室）

＊＊検定合格おめでとう＊＊
◎珠算検定合格者

◎リテールマーケティング（販売士）検定合格者

（敬称略）
平成27年8月2日施行

平成27年7月11日㈯施行
（敬称略）
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霧島商工会議所青年部 ウブコックミニ
UBUKOK mini通信YEG 10月号

霧島商工会議所青年部では、「人づくり・街づくり」を合言葉に様々な活動をしています。
活動を通じて、多くの方々と出会い、世代を超えて熱い交流をしていきましょう。

「霧島商工会議所青年部」で検索してください。
★	霧島商工会議所の会員企業で40歳までの方
★	経営者・後継者および企業の方
★	事業所の代表者または後継者以外の方は、勤務先の代表者の推薦も必要です。
※	ホームページにて申し込み書がダウンロードできます。

入部資格

さぁ、あなたも一緒に「人づくり・街づくり」を目指しましょう！！！
商工会議所青年部の

ORコード

◉鹿児島県商工会議所青年部連合会　第21回会員大会 出水大会

◉ＦＭきりしま 夏まつり報告 ◉第4回霧島市商工会隼人支部と霧島商工会議所
　青年部合同例会 (通称：ポロシャツ会)

8月17日の FMきりしまでは、田口実行委員長をはじ
めとした部員が集まり、夏まつりを終えての感想を報告さ
せて頂きました。また今回のラジオ出演では新入部員も
出演し、初めての夏まつりを終えて良かった事や悔しかっ
た事等、胸に秘めていた各々の思いを話してもらいました。
毎月第3月曜 20時は霧島商工会議所青年部が出演しま
すので、皆さん是非お聴きください。

ポロシャツ会が洗心閣にて行われました。カラオケ大会
や卓球大会等のレクレーションも行われ、卓球大会では何
と長里さんが激戦の末に優勝 !!　会場は大変盛り上がりま
した。二次会はミラージュさんにて行われ、今回のポロシャ
ツ会を通して隼人と国分の絆がより一層深まりました。

大会一日目は記念式典、研修会、懇親会が行われました。記
念式典では、小里代議士ら来賓挨拶がありました。研修会では
班に分かれて仮想創業計画書を作成し、3分間という短い時間
で皆さんにプレゼンを行いました。部員の藤﨑さんもプレゼン
ターとなり緊張された様子で発表されていました。審査員には
各会長が担当し、中迫会長も鋭い眼差しで作成・発表を確認し
ていました。懇親会では、各支部の垣根を越えて肩を組み歌唄
う場面もあり、和やかな雰囲気で初日を終えました。

大会二日目はバブルサッカーを通して親睦を深めまし
た。部員の皆さんも相手や仲間とぶつかりながらゴール
を狙いましたが、飛ばされ方が面白くて終始笑い声が絶
えませんでした。何とか最下位は防ぎましたが、最下位の
枕崎YEGと何故か巻き込まれた岡元県連会長が罰ゲーム
で辛子入りの大福を食べて会場を大いに盛り上げました。

9月5日 （土）
（1st day）

式典・研修・懇親会

9月6日（日）
（2nd day）
スポーツ交流
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平成28年 霧島市新春賀詞懇談会 開催のご案内
　霧島市全域を対象とした新春恒例の賀詞懇談会を下記により開催いたします。
どなたでも参加できる気軽な懇談会ですので、多くの皆様のご来場をお待ちしております。

日時／平成28年1月13日（水）　
　　　午後5時40分 演目開始　午後6時00分 開会
会場／ホテル京セラ　天雅　　会費／5,000円（410名定員）
主催／ 霧島商工会議所、霧島経済同友クラブ、霧島市建設同志会
　　　姶良伊佐法人会、霧島市観光協会、社団法人霧島青年会議所
　　　霧島市国分青色申告会、国分姶良地区経営協議会、国分金融クラブ
　　　倫理法人会
後援／ 霧島市
　　　お問合わせ／霧島商工会議所［総務企画課］　TEL 45−0313

記
チケットは

商工会議所にて
発売中!!

きりしま地域
創業スクール
事前セミナーの
お知らせ

～夢に挑戦・めざせ創業家～
受講生30名大募集!!

　会社を起こしたい人、自分の店を持ちたい人、創業をお考えの方な
ど、どなたでも気軽にご参加ください。
　きりしま地域創業スクールでは、創業家の心構えから、経営に必
要な知識をビジネスプランの作成を通じて学んでいただきます。
　「夢（店）」実現のために創業塾をお役立てください。
募集定員：30名　※先着順、定員になり次第締め切らせていただきます。

受 講 料：10,800円［税込み］（全10回分の受講料です）
期　　間：10月20日㈫〜11月21日㈯
申 込 先： 申込書にて、霧島商工会議所までお申込み下さい。詳細事項、

受講料の支払いについては後日ご連絡します。

きりしま地域創業
スクール

霧島商工会議所　中小企業相談所
〒899-4332　霧島市国分中央三丁目44番36号
TEL:0995-45-2552　FAX:0995-45-5669
URL：http://www.kirishima-cci.or. jp

あなたの夢を
かなえる

創業セミナー

★霧島商工会議所
開催日／平成27年10月20日（火）
時　間／13時30分〜14時30分

10日間

ヨシ！

やるぞ
！！

事業資金金利情報
日本政策金融公庫
国 民 生 活 事 業
（普通貸付･生活衛生貸付）
（５年以内）

1.3％
2.9％

県 制 度 資 金
中小企業振興資金
（3年超5年以内）

2.40％

（平成27年9月30日現在）

※限度額・使途など詳しくは
　中小企業相談所（☎45-2552）

スクールカリキュラム

実
践
編

開催日程 テーマ

9
11/14�土 9時00分〜12時00分 ビジネスプラン作成

ワークショップ

11/14�土 13時00分〜17時00分 ワークショップ

10
11/21�土 9時00分〜12時00分 プレゼンテーション

11/21�土 13時00分〜17時00分 プレゼンテーション
基
礎
編

開催日程 テーマ

1
10/20�火 13時30分〜14時30分 オリエンテーション

体験講座

10/20�火 14時30分〜15時30分 ビジネスプランの作成準備

2 10/23�金 13時30分〜15時30分 創業のビジョンとビジネスモデル

3 10/27�火 13時30分〜16時30分 マーケティング基礎知識

4 10/30�金 13時30分〜15時30分 地域の創業者による体験談

5 11/10�　火 13時30分〜16時30分 営業・販売戦略

6 11/13�金 13時30分〜16時30分 会計の基礎知識

7 11/17�火 13時30分〜16時30分 税務・法務

8 11/20�金 13時30分〜16時30分 資金調達と公的支援制度の活用

〜


