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春季キャンプ
国分運動公園では、3月まで、サッカーやソフトボール等
様々な競技の春季キャンプが行われています。
写真は、サンフレッチェ広島と鹿児島ユナイテッドFCの
トレーニングマッチの模様
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平成29年度霧島市新春賀詞懇談会
新春のすがすがしい中、平成２９年霧島市新春賀詞懇談会が、１月１１日（水）、ホテル京セラにて、公益社団
法人姶良伊佐法人会国分支部、霧島経済同友クラブ、公益社団法人霧島市観光協会、公益社団法人霧島青年会議
所、霧島市国分青色申告会、国分金融クラブ、あいら農業協同組合、一般社団法人倫理研究所霧島市倫理法人会、
霧島市建設同志会、霧島商工会議所の１０団体の主催、霧島市の後援のもと、４２５名の出席で開催されました。
みやまコンセール「おとどけコンサート」によるヴァイオリン、フルートの演奏に始まり、主催者鎌田善政会
頭の代表挨拶、前田終止霧島市長、小里泰弘衆議院議員、野村哲郎参議院議員の祝辞、鏡開きのあと、池田守市
議会議長の発声で乾杯が行われました。
開宴になり、青年部の事業報告も行われ、出席者の皆様は、新年の挨拶、情報交換を活発に行い、最後に、新
町国子青申会会長による三本締めにより、盛大なうちに会を終了することができました。

女性部活動日記

〜新年研修会〜

女性部（会長 : 笹山千枝子 国分酒造株式会社会長）
は、１月２６日（木）、一天張において新年研修会を実
施いたしました。
講師は、落語家の三遊亭歌橘氏で「楽しい接客術 笑い
と笑顔で商売繁盛」の演題で人生論、生き方を拝聴しました。
落語界に入門したものの与えられた仕事は、「朝から
晩まで掃除のみ」という予想さえしなかった業界の厳
しさを痛感、掃除にも身が入らず、やり甲斐を喪失し
ていたところ、陰日向なく働くことの大切さを諭され、
再度初心に帰り師匠の下で修業を続けた自らの体験談
で興味深く耳を傾けました。
講師の人生経験を踏まえ、下記の内容を中心にお話
しいただきました。
・出世をする度に人が笑うことに対して、その大切さ

を学んだ。
・笑顔で出会いが広がる。「緊張」と「緩和」と「間」
の絶妙なバランスが笑い＝笑顔をもたらすポイントで
あり、接客も同様である。
・一方的な接客は自己満足に過ぎず、初回来店の場合、
多くのお客様は緊張して来店されている場合が多い。
・これを緩和するための手法が「笑い」、「笑顔」であ
るが、「間」の取り方で雰囲気が大きく変化する。
・上手に「間」を取るコミュニケーション術を身に着
けることは、円滑な接客につながり、人間関係にも大
きく影響する。
参加した会員からは、接客の楽しさを再度朝礼等で
徹底していきたいと言われるなど、好評で会を閉じ、
懇親会も熱気に包まれました。
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平成29年新春賀詞懇談会
主催・協賛団体
（公社）霧島市観光協会

霧島商工会議所
（公社）霧島青年会議所

国分金融クラブ

霧島市建設同志会

協賛

協賛

㈲中村酒造場

㈲万膳酒造

出 席 団 体 等 名 簿（ 敬 称 略 ）
（公社）姶良伊佐法人会
あいら農業協同組合
（一社）霧島市倫理法人会
協賛

㈱伊藤園

霧島支店

霧島経済同友クラブ
霧島市国分青色申告会
協賛

国分酒造㈱

協賛

サッポロビール㈱

行政等各種団体

衆議院・参議院

鹿児島県議会

鹿児島県姶良伊佐地域振興局

加治木税務署

陸上自衛隊国分駐屯地

霧島警察署

霧島市議会

霧島市消防局

霧島市商工会

霧島市特産品協会

霧島市社会福祉協議会

こくぶ通り会連合会

霧島商工会議所青年部・女性部

霧島市役所

霧島市教育委員会

姶良東部森林組合

㈱ソッカ

㈱保険企画アピック

あいらジャパン

アーネストサービス㈱

キリシマ精工㈱

ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング㈱

㈱ホテル 京セラ

姶良保険事務所

霧島製茶㈱

㈱ソフト流通センター

ホテル 霧島キャッスル

アクサ生命保険㈱

きりしまミクス（同）

曽山建設㈱

㈲ホテル 国分荘

旭交通㈱

霧島木質発電・木質燃料㈱

損害保険ジャパン日本興亜㈱

ＡＮ０ＴＨＥＲ，Ａ

霧島ロイヤルホテル

㈱大亜測量設計

㈲有村建設

㈱ｋｏｏｐ

㈲大一企業 アーバンホテル国分

前田貴彦法律事務所

有村不動産

㈱クオリティスタッフ

㈱ダイサン

㈲前田土木技術

アワーズ

㈲九面屋

㈱大進

マイクロカット㈱

㈱家村測量設計事務所

㈱グリーンオガタ

大電総業㈱

マイライフオオニワ

今村電気㈱

Ｋ－ＯＦＦＩＣＥ

第一生命保険㈱霧島オフィス

舞鶴館

㈲岩切美巧堂

㈱健

大和紡観光㈱ 霧島国際ホテル

松下建設㈱

㈲岩崎実業

㈲懸城開発

㈲高尾野不動産

㈱マルマサ

植山水産

康正産業㈱

高千穂カントリー倶楽部

南九州ケーブルテレビネット㈱

㈲うなぎの尾方

㈱功洋 シティホテルイン国分

㈱津田和建設

㈱南九州物産

㈱ＦＭきりしま

㈱コーアガス日本 国分支店

㈱ＴＳグループ東翔＆塗職

南建設㈱

NPO 法人きりしま創造舞台

コカ・コーラウェスト㈱

㈱電通九州 鹿児島支社

南日本ガス㈱

NPO 法人きりしま舞鶴スポーツクラブ

コカ・コーラウェストベンディング㈱

東京海上日動火災保険㈱

㈱南日本銀行 国分支店

NPO 法人にじの橋

㈲国分種苗

㈱常盤コンサルタント

㈱南日本新聞社 霧島総局

大坪茶舗

国分殖産住宅㈱

徳田建設㈱

㈱南日本新聞国分制作センター

㈱オーリック

㈱国分進行堂

㈲飛松工務店

㈱南日本放送

お食事処一茶

㈲国分新生社印刷

㈱トヨタ車体研究所

㈱南日本放送 霧島支社

㈲鹿児島県防災保守点検センター

㈲国分市清掃社

㈱中迫興業鹿児島商会

㈱南日本リビング新聞社

㈱鹿児島銀行 国分支店

㈲国分設備工業

㈲中村タクシー

㈱宮崎銀行

㈱鹿児島銀行 国分西支店

国分電機㈱

㈲中村不動産

㈱宮崎太陽銀行 国分支店

㈱鹿児島銀行 国分北出張所

㈱国分土佐屋

永井クレーン工業㈱

宮田タイヤ

鹿児島興業信用組合 国分支店

国分不動産センター㈱

南国交通トラベルサービス 国分営業所

みやま産業㈱

㈲国分ラヂエーター

㈲南国花火製造所

ＭＩＲＡＧＥ

南国労務管理事務所

メイクイット

サンホテル国分

鹿児島交通㈱
鹿児島信用金庫 国分支店

（公社）霧島市シルバー人材センター

（同）言の葉

霧島支店

堀之内建設㈱
ホンダカーズ国分

国分支店

鹿児島相互信用金庫 国分支店

㈱こども英会話のミネルヴァ

ナンニチリース㈱

森田特許事務所

鹿児島リース㈱ 国分営業所

㈱櫻木組

西自動車㈱

安田建設工業㈱

加根又工事㈱国分営業所

さくらさくら温泉

日鉄鉱業㈱ 鹿児島事業所

㈱山昌・㈱山内ガスセンター

鎌田建設㈱

ササキ巧看

㈱日本政策金融公庫

山喜寿司

鎌田石油㈱

㈱薩摩鉄筋工業

ハウスクリーニング ハイライト

㈲大和

㈱鎌田工業

さつまファインウッド

㈱濱田工務店

大和葬儀社㈱

嘉例川観光㈱

㈱三栄

浜田土地家屋調査士行政書士事務所

大和電機㈱

㈱ガードシステム鹿児島

三丁目のジャマイカ

ハンズハート

㈱ユピテル鹿児島

岸本博人税理士事務所

㈱サンロード イエローハット

㈱ひさご屋百貨店

より愛きりしま

九州綜合警備保障㈱

昭和屋

蛭川庭園土木

㈱ライフサポート九州 スターレーン

㈱九州タブチ

新江州㈱

㈱ファイトケミカル・ラボ

ライブエージェント

九州電力㈱ 霧島営業所

しんち歯科医院

ファナック㈱ 隼人工場

ラウンジＫ

九州電力㈱ 霧島配電事業所

㈱新町組

FUZZ エンターテイメント

ラ・メール

㈱九電工

Ｇ・Ｔショップ ヨコハマ

㈱舞研

㈱ＲａＲａ

京セラ㈱ 鹿児島国分工場

㈱末広

㈱藤田ワークス

緑彩造形㈲

清姫温泉

㈱ステック

㈱フジテック

連峰警備保障㈲

きりしま愛和会

㈱ SWAN アパホテル＜鹿児島国分＞

㈱フノキ電設

若松高廣税理士事務所

霧島菓子処

㈲セイナ

霧島営業所

森三

（公社）霧島ゴルフクラブ
霧島市藝術文化フォーラム

鹿児島支店

㈱ブルグラス

㈲ワカタカコンピュータ会計

関の露酒造（名）

㈱ブルケン九州

酒井

一俊

㈱セノン南九州支社

㈲ベスト住建

永田

龍二
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さつきブライダル

5 部 会 視 察 研 修報告
研 修 先

北九州市 新日鉄住金㈱、㈱フジコー（光触媒メーカー）、シャボン玉石けん㈱

日

平成28年11月16〜17日

時

今回の研修は九州でも工業地帯のトップである北九
州市方面へと足を延ばした。大手企業がどのような問
題を抱えておられるのか、またその中でもユニークな
発想を持って起業しておられる方々のコンセプトある
いは問題のとらえ方など希望を持って参加、企画した
次第でした。
先ずは北九州商工会議所の方々の御案内で 2 日間の
工場見学をさせていただき充実した研修となったこと
に御礼を申し上げたい。
最初に新日鉄八幡製鉄所であるが、現在は住友と合
体され新日鉄住金となり、戸畑を含めて全体で 1,200ha
の工場である。銑鉄と圧延工場を見学させて頂いたが
その中でも、圧延工場で 20 ～ 30m の鉄の塊（インゴッ
ト）がみるみるうちに 1500m 位の鉄板に延ばされ巻き
取られる様子はテレビで見る光景であるが圧巻であっ
た。約 300m 位のラインであったが 10 人の工員さん達
が三交替で勤務されているとのこと、自動化されたラ
インそしてその速度が早いこと、工業の基礎である鉄
製品を毎日作り出しておられる、また一方高炉のほう
は 1 ～ 4 号炉あり銑鉄を交互に生産し転炉へと運ぶ姿
は壮観であった。
しかしながら現在、中国の景気が悪く生産で余った
ものを安く販売しているので価格が安く困っておられ
る様子もうかがえた。
また新幹線のレール等製品に特徴のあるもの（粘り
強く、固いもの）に力をいれているが限界があるとの
こと、火炉は 365 日稼働し耐火レンガの寿命の来るま
でストップすることはない厳しさを思い知らされる局
面もあった。

建設建材部会長 鎌田

政人

以上、即我々の仕事と直結はしないけれども少子高齢
化の中で我々が取り組まなければならない事、グローバ
ル化・環境・有用な物などのコンセプトは目を向けてい
く必要があるのではと感じた。
マーケティングの中で大切なことは人口減少の中で何
が求められていくのかしっかり見極めることが必要と改
めて感じた次第であった。
今後、我々の回りを見てみると 5 年後には高速道路を
無人トラックで鹿児島から東京へと運送事業が変化して
いく。工場ではもっと自動ロボットを使った生産（AI
技術）、IT もどんどん進化していくと思われる時代が
やってくる。
わが霧島市は、25 年前テクノポリス構想が打ち出され
多くの誘致企業にきて頂いたが、地域は人材育成、教育
に街全体が取り組んでいくところが不足していると感じ
たところでもあった。産官学の垣根を取り払い新しき事
業へと市も会議所も誘致戦略のみならず、一緒に原点に
帰して取り組んで行く時期に来ているのではないか。

翌日はフジコー（光触媒メーカー）の見学であった。
光触媒、あまり聞きなれない言葉であるが基材（べ一
スになるもの）に抗菌金属（例 . 銀）を光触媒を使って
超高速で吹付け、ウイルス細菌の除去を行う。又、ア
ルミフィルター等に使って消毒効果を出すというもの
です。
私も技術については非常に興味があったが、コスト
が高いためまだ特殊なところしか使用できず、コスト
縮減が今後の大きな課題となると思われる。
新しき分野の開拓には敬意を払いたいです。
次はシャボン玉石けん工場であったが昔ながらの石鹸
作りをされ、肌にやさしい石鹸で売上を伸ばし、韓国・
中国にも輸出し伸びている会社でした。合成洗剤とは違
い、石油や化学合成をしないで昔ながらの製造方法で作っ
ており皮膚の弱い方・アレルギーの持病の方、人にやさ
しい有用な製品作りに特化しておられるところであった。
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!

必ずチェック最低賃金

鹿児島県の

最低賃金が改正されました。使用者も 労働者も
鹿児島県最低賃金が平成28年10月1日より時間額715円に改正されました。
鹿児島県最低賃金
（地域別最低賃金）

時間額（円）

715円

効

力

発

生

日

平成28年10月1日

鹿児島県の特定（産業別）最低賃金も以下のとおり改正されました。
産業別
電子部品・デバイス・電子回路、電気
機械器具、情報通信機械器具製造業
自動車（新車）小売業

時間額（円）

745円
780円

（注）百貨店，総合スーパーの最低賃金額は平成28年度は改正があり
ませんでした。このため、平成28年10月1日から鹿児島県最低賃金額
715円以上の支払いが必要となります。
★

鹿児島県最低賃金は県下のすべての労働者に適用されます。ただし、特定（産
業別）最低賃金の産業に該当する場合は、当該最低賃金も適用されます。
★ 最低賃金は、臨時、パート、アルバイトなどすべての労働者に適用され、使
用者は労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
★ 最低賃金には、次の賃金は算入されません。			
（１）臨時に支払われる賃金（結婚手当など） 			
（２）一月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与など）		
（３）時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金			
（４）精皆勤手当、通勤手当、家族手当			
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効

力

発

生

日

平成29年1月8日
平成28年12月21日
最低賃金に関するお問い合わせ先
鹿児島労働局賃金室
鹿児島労働基準監督署
川内労働基準監督署
鹿屋労働基準監督署
加治木労働基準監督署
名瀬労働基準監督署

☎099-223-8278
☎099-214-9175
☎0996-22-3225
☎0994-43-3385
☎0995-63-2035
☎0997-52-0574

鹿児島労働局・労働基準監督署

http://kagoshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
【最低賃金テレホンサービス 099-223-8881】

＜お 問 合 せ 先＞鹿児島営業所 国分分室 〒899‑4332 霧島市国分中央3‑17‑19 アーバンホテル国分

TEL 0995‑47‑4026
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YEG

UBUKOK mini通信 ２ 月号
霧島商工会議所青年部 ウブコックミニ

霧島YEGの事業所訪問!!

霧島YEG の大忘年会 !!

［TEL］0995-46-2220 ［所在地］霧島市国分福島3−14−1
［定休日］ 毎週木曜日
［営業時間］11:00〜15:00
17:00〜21:00
今回は青年部員の尾方章弘さんが営まれてい
る、（有）うなぎの尾方さんへ訪問しました。
青年部会長や九州出向も経験された、誰よりも
青年部を知っている男！！うなぎの尾方さんは
80 年続く老舗で、こだわりのうなぎは大崎産。
そして、焼きの大事な炭にもこだわりがあると
か…。おすすめのメニューはうな丼とのこと。
生から調理されて焼き上げられたうなぎは、身がしっかりしてプ
リップリの食感が絶品！！勿論、うな重や白焼きとメニューも豊
富です。皆さんも本場のうなぎを味わってみませんか？！

平成 28 年 12 月 21 日（水）
、霧島商工会議所
青年部の忘年会が一天張にて開催されました。この
度の忘年会では、前田終止霧島市長様を始めとして
鎌田会頭や西名誉会頭など、多くの来賓の方々にご
列席頂きました。乾杯のご挨拶を池田守霧島市議会
議長様より頂き、賑やかな宴のスタートです。来賓
の方々を前に、我々青年部事業の報告や反省、そし
て第 52 回霧島国分夏まつり実行委員長の長里君が、
皆様へ改めて夏まつりの報告と感謝の言葉を述べま
した。この忘年会にて多くの先輩方と 2016 年を
共に振り返り、2017 年の更なる青年部活動の飛躍
に繋がる後押しを頂きました。

オススメの

うな丼

FM きりしま
平成 28 年 12 月 19 日（月）に FM きりしま「笑顔でつなぐ
心のバトン YoungGoGo!」に出演しました。今回の放送では、
多くのご来場を頂きました 12 月 3 日のエコイルミネーション点
灯式の様子やお礼等を放送しました。後半では総務委員会が出演
し、委員会の事業内容やメンバーの紹介等を放送しました。放送
日がクリスマス前とあり、クリスマスにまつわる話や音楽で盛り
上がった 1 時間となりました。

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。

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！！！
入部資格
「 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。
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商工会議所青年部の
ORコード

CONA WORKS

インターネットには多 くの人と
繋がれる便利さと、日々進化する
楽しさや奥深さがあります。その
可能性を、多くの人が体験するきっ
かけになりたいと考えております。
インターネットを活用したいとお
思いでしたら、メールかお電 話に
てお気軽にご連絡ください。

大西 正将

時

7

代表者

16

（コナワークス）

3

★場 所
霧島市国分中央１丁目
（自宅兼事務所のためお電話で
お問合せ下さい）
☎ ０９９５︲５０︲３０６０
メールアドレス：
info@conaworks.com
ホームページ：
http://conaworks.com/

25

月 日

時〜午後

11

★創 業
平成 年

★営業時間
平日 午 前

2

★定休日
不定休

★お店のＰＲ
店 舗 サ イ ト・ 企 業 サ イ ト 等 の
ホームページ制作やリニューア
ル、SEO対策やインターネット
広 告、 講 師 業 な ど を 行 っ て い る
WEB屋さんです。
「WEBを楽しむ」
「お客様と近
い位置に」という つの理念のも
とに、 年前に会社から独立して
活動しています。
4

事業主 の みなさまへ

労働保険の成立手続はおすみですか
～労働者を一人でも雇用していれば労働保険に加入する必要があります～
労働保険とは

労災保険とは

雇用保険とは

労災保険と雇用保険とを総
称した言葉で、政府が管掌
する強制保険制度です。
労働者を一人でも雇用して
いれば、加入手続を行わな
ければなりません（農林水
産 の 一 部 の 事 業 は 除 きま
す）。

労働者の方が業務中や通
勤途上に事故にあった場
合に、必要な保険 給付を
行い、被 災された方や遺
族の方の生活を保護し、
併せて社会復帰を促進す
る事業を行うための保険
制度です。

労働者の方が失業した場合に、失業等給
付を支給したり再就職を促進する事業を
行うための保険制度です。
新たに労働者を雇い入れた場合は、保険
料の納付とは別に、その都度、事業所を
管 轄する公共 職 業 安 定 所（ハローワー
ク）に「雇用保険被保険者資格取得届」
の提出が必要です。

（平成29年1月31日現在）

事業資金金利情報

1.16％
〜

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）

2.45％

県 制 度 資 金
中小企業振興資金

2.40％

（3年超5年以内）

※限度額・使途など詳しくは
中小企業相談所（☎45-2552）

加入手続は、労働基準監督署及び公共職業安定所（ハローワーク）
で行っております。
まだ加入手続を行っていない事業主の方は、速やかに労働基準監督
署又は公共職業安定所（ハローワーク）へご相談ください。
労働基準監督署又は公共職業安定所の所在地は以下のアドレスから確認できます。
労働基準監督署→http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html
公共職業安定所→http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html
◎各種の届出等の事務処理については、労働保険事務組合や社会保険労務士に依頼する
こともできます。

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署・公共職業安定所
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