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◆第120回常議員会 ………………………… P2

◆チャリティゴルフ案内…………………… P3

2月16日㈯・17日㈰、国分旭通りにおいて「こくぶ初市」が開催され、多くの来場者で賑わいました。



第120回　常 議 員 会
平成 31 年 2 月 19 日㈫霧島商工会議所にて、第 120 回常議員会が開催されました。
会員加入など 8 つの議案が上程され、原案通り可決されました。

【審議事項】　　
議案第 488 号　霧島商工会議所会員加入について
　新規事業所 5件を承認、7事業所の脱退がなされ、会員数は 1,328 事業所となりました。

議案第 489 号　平成３１年度霧島商工会議所会計補正予算（案）について
　一般会計のほか 3会計の補正予算案について原案通り承認されました。

議案第 490 号　霧島商工会議所委員会規約の一部改正（案）について
　委員会規約の改正について原案通り承認されました。

議案第 491 号　霧島商工会議所手数料及び使用料に関する規約の一部改正（案）について
　手数料及び使用料に関する規約改正について原案通り承認されました。

議案第 492 号　霧島商工会議所青年部に関する規則の一部改正（案）について
　青年部に関する規則の一部改正について原案通り承認されました。

議案第 493 号　第１７回霧島市道義高揚支援チャリティゴルフ大会開催案について
　�チャリティゴルフ大会の開催日時について、2019 年 5 月 11 日㈯ 18 日㈯の 2 日間での開催が承認されま
した。

議案第 494 号　平成３１年度霧島国分夏まつり開催日程案について
　�平成 31 年度第 55 回霧島国分夏まつりは、2019 年 7 月 13 日㈯ 14 日㈰ 2 日間にわたり開催が承認されま
した。

議案第 495 号　第４４回霧島商工会議所通常議員総会提出議案について
平成 31年 3月 20日㈬開催の議員総会提出議案について審議を行い、原案通り承認されました。

【報告事項】
次年度活動計画等、各部会報告がなされました。

委員会報告として、総務委員会より賀詞懇談会について報告がなされました。

その他報告として、かごしま逸品商談会出展の件、川跡ちょうちん通り会の防寒街路灯設置の件などの報告がな
されました。

新規会員のご紹介
事　業　所　名 代表者 営業内容 所在地

和 池　田　秀　平 整体 国分中央 5-1-13　1F 西側

㈱ハッピーライフ 町　田　実　保 保険代理業 国分野口東 6-11-2F

霧島 LEDビジョン広告 赤　塚　克　己 広告業 国分中央 3-16-33

濱田左官工業 濱　田　龍　幸 左官業 国分敷根 1109-1

25月11日㈯・5月18日㈯ チャリティゴルフ開催！



霧島商工会議所

霧島市・南九州ケーブルテレビネット㈱

霧島商工会議所 総務企画課

TEL　0995-45-0313
担当：藤山・鈴木・横井

主　　　催
後　　　援
お問い合わせ先

● 日時／2019年5月11日（土）	 午前7時51分スタート（38組）

● 日時／2019年5月18日（土）	 午前7時30分スタート（44組）

● 場所／霧島ゴルフクラブ	 ℡.（0995）78−2324

　　　霧島市道義高揚支援
　チャリティゴルフ大会
第17回

参加資格 ①霧島市内に居住又は市内の事業所に勤務している方。
� ②本大会の趣旨に賛同できる方。

参 加 料 不要。但し、プレイ料、チャリティ募金（1,000 円）等は、各自負担とします。
� ☞　プレイ料　キャディ付　１１，５１１円（消費税込）
� 　　【ビジター特別料金消費税込（4バック）食事券・フリー飲物券付・乗用カート・利用税込】

申　　込� �都合の良い日に合わせて参加できます。（2週連続参加しても良い。）
� �お問い合わせ先までご連絡ください。申込用紙を送りますので、必要事項をご記入の上、

FAXでお申し込みください。各日定員になり次第締め切らせていただきます。

競技方法 ① 2週連続参加者は、両スコアを採用する。
 ② 18ホールストロークプレイ
 ③ハンディキャップはダブルペリア方式　
 ④ドラコン、ニアピン賞はそれぞれ設定する。
 ⑤ノータッチプレイ

競技規則� 日本ゴルフ協会規則、霧島ゴルフクラブローカルルールによります。

表　　彰� 表彰は優勝、準優勝、3位、飛び賞、ニアピン賞、ドラコン賞ほか。
� また、当日賞、記念賞など多数賞品を用意しております。

そ の 他 � ①当日は雨天でも決行します。スタート時刻 30分前には受付を終了してください。
� ②組合せとスタート時刻は後日申込責任者へお知らせします。（連絡先記入必須）　　　

霧島商工会議所では、市民運動「道義高揚運動」に協力しながら、県央中核都市としてのまちづくり
に積極的に取組んでおります。
本大会は、参加者、協賛団体から寄せられた募金を、道義高揚運動・豊かな心推進運動に貢献された
団体表彰等の基金に寄付させていただき、霧島市が安全でゆとりのある、良好な生活環境であることを
広く市内外に発信するための一環として開催するものであります。

「道義高揚」  宣言都市  霧島市！！
参加者募集！！

雨天決行

3 5月11日㈯・5月18日㈯ チャリティゴルフ開催！



ご利用いただける方

1．�重点産業（※）における取引の拡大、または重点産業への参入を図ろ
うとするもの

2．�重点産業において、国から認定を受けた経営力向上計画に基づいて事
業を営むもの

3．�重点産業において、県の承認を受けた地域経済牽引事業計画に基づい
て事業を営むもの

保証限度額 運転・設備資金　１億5,000万円

保証期間 運転７年以内（うち据置24か月以内）、設備1５年以内（うち据置36か月以内）

保証料率
運転・設備共に年0.13％～1.58％
⇒�新かごしま「“食”と“職”」の魅力向上・加速化プロジェクトに参加
する場合や、指定の認証取得により更に割引制度有

融資利率 年1.8％～2.3％または変動金利

霧島市の利子補給制度利用でとってもお得！

（※）重点産業＝観光、自動車関連、電子関連、食品関連、環境・新エネルギー、健康・医療、バイオ関連、航空機関連
詳しくは霧島商工会議所中小企業相談所（0995-45-2552）または県信用保証協会保証部（099-223-0271）まで
お問合せ下さい。

県信用保証協会おすすめ！お得に使える県制度資金　シリーズ　Vol.５
県の重点産業分野を応援！「観光・ものづくりパワーアップ資金」

アグリフードＥＸＰＯ大阪2019に出展

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 2月 20 日、21 日に大阪ATC太平洋ト
レードセンター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会が開催されました。両日と
も多くの人が訪れ、会場には 2日間で延べ 15,892 名
の来場者がありました。霧島商工会議所のブースは、
お菓子、黒豚みそなどを直接、出展者が商談を行い
多くのバイヤーがブースを訪れて賑わい、今後の商
談も決まるなど好調でした。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東京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。

２日間で、15,892名
もの来場者数!!

1日目8,472名 2日目7,420名

》》》次回アグリフード
　 ＥＸＰＯ東京 2019
　 〔８月開催 出展予定〕

in ATC太平洋アジアトレードセンター

商談好調!! 続々、決まる!! 地元商品

2 月 26 日、当所研修室において㈱ CAMPFIRE 宮
下氏を講師に招き、FAVVOを活用したクラウドファ
ンディングセミナーを開催いたしました。
FAAVO（ファーボ）は、地域活性に特化した地
域プロジェクトで、企画された事業や商品に対して、
賛同する方が寄付や購入を行う仕組みです。
クラウドファンディングの資金集めは自動で集ま
るわけではないので、起案者は積極的に情報発信を
行わないといけない点など、コンテンツ作成力が起
案者の信用度につながる等の説明がありました。
セミナー参加者からも多くの質問や相談が寄せら
れ、今後の事業進展へつながるセミナーとなりました。

クラウドファンディングセミナー
＆起案者個別相談会を開催

問合せ　FAAVO霧島　
　　　　TEL 0995-48-6621
　　　　（一社）霧島商社 内

主催／霧島商工会議所、霧島市商工会、あいら農業協同組合
後援／（一社）霧島商社

45月11日㈯・5月18日㈯ チャリティゴルフ開催！



労働保険事務組合に
ご加入しませんか？

労働保険の加入の手続きは、霧島商工会議所の
労働保険事務組合におまかせください！

労働保険には、雇用保険、労災保険の保険料の申
告納付手続きや、労働者の入社、退職時の届出等の
事務手続きがあり、事業主にとって、その事務手続
きが負担となっている場合が少なくありません。そ
こで、事業主が行うべき事務を厚生労働省の許可を
受けた労働保険事務組合が代わって事務処理を行う
ものが労働保険事務組合制度です。

【事務委託のメリット】
①�事務組合が、一括して事務処理を行うので、事業
主の事務処理が軽減されます。
②�労災保険には、本来加入することができない事業
主や家族従業員も、特別に労災保険に加入するこ
とができます。（中小企業主 ･労災特別加入）
③�労災保険料は、金額の多少にかかわらず3回に分
けて納付することができます。
④事務委託手数料は、概算保険料の5％です。
　（下限5,400円、上限54,000円）　　

霧島商工会議所労働保険事務組合（霧島商工会議所）
TEL（0995）45ー0313　FAX（0995）45ー5662

＊検定合格おめでとう＊◎	珠算・暗算検定合格者 （平成31年2月10日施行）
※本人掲載承諾のあった方のみ掲載しています。

段　位
珠算
準弐段 藤岡紗夜子

暗算
初段 湯元　雄大（中原珠算教室）

珠算の部
2 級 宮路　　萌（迫井そろばん教室）
3級 鳥原　梛沙（迫井そろばん教室）
3級 野口　ゆな（迫井そろばん教室）
4級 安平　　愛（国分そろばん教室）
5級 後藤　愛佳（国分そろばん教室）

5級 後藤　優希（国分そろばん教室）
6級 田中　涼介（国分そろばん教室）
7級 増田　紗弥（国分そろばん教室）
7級 内村　ふう（国分そろばん教室）
7級 西園　倖采（国分そろばん教室）
8級 永山　煌明（国分そろばん教室）
8級 佐藤　百瑛（国分そろばん教室）

暗算の部
1 級 宮田　采奈（中原珠算教室）
6級 伊東　蓮矢（国分そろばん教室）
6級 瀬戸口　杏（国分そろばん教室）
6級 増﨑　友奏（国分そろばん教室）
6級 後藤かぐ姫（国分そろばん教室）
6級 増田　紗弥（国分そろばん教室）
6級 内村　ふう（国分そろばん教室）
7級 迫田煌乃介（国分そろばん教室）
7級 木下　晴翔（国分そろばん教室）

キャッシュレス
決済セミナーを開催

2 月 18 日、当所研修室においてペイペイ㈱小林氏
を講師に招き、QRコードを利用したキャッシュレス
決済に関する導入セミナーを開催いたしました。
QRコードを利用した電子決済方式は近年アジア圏
を中心に急速に広まっており、日本においても政府
政策を後押しに導入が進んでおります。
10 月の消費増税やインバウンドに向けた対策とし
て、受講者も興味深く聴き入っており、今後の対応
が期待されるセミナーとなりました。

◎健康保険料率【鹿児島】

10.16％
平成31年2月分までは

10.11%

※�40歳以上65歳未満の方（介護保険第2号被保険者）は、健康
保険料に介護保険料が加わります。
※�健康保険料率と介護保険料率は、労使折半です。
※�任意継続被保険者の方は、平成31年4月（4月納付分）から
となります。（全額負担）

の保険料率が変更になります！

平成31年３月分（４月納付分）
からの変更となります。

加入者一人一人の健康が保険料率の上昇を抑える大きな力になります

◎介護保険料率【全国一律】

1.73%
平成31年2月分までは

1.57%

【敬称略】

5 5月11日㈯・5月18日㈯ チャリティゴルフ開催！



霧島商工会議所青年部ウブコックミニ
UBUKOKmini通信 3月号

２月２３日（土）県連役員会と研修会が霧島商工会議所で開催されました。今回は霧島木質発電（株）さん、
日本エアコミューター（株）さんに伺いました。
霧島木質発電（株）さんでは、木質バイオマスエネルギー発電事業をされており、木材の調達、チップの製造、チッ
プを燃やしタービンを回して発電までの工程を教えて頂きました。地元の方々の理解を得て、環境に優しい、クリー
ンな電力を供給し美しい森林を次代につなげていく手法は青年部事業にも通ずる部分が多くあり大変勉強になり
ました。
次に伺った、日本エアコミューター（株）さんでは、
設立から現在に至る歴史を学び、県本土と離島を結
ぶ大切な交通手段として、地域社会と連携した事業
についてお話を伺うことができました。研修の後は、
フライトシミュレーターの中や格納庫を見学しまし
た。普段見ることのできない場所だけに皆さん興奮
していました。
研修を受け入れてくださった、霧島木質発電（株）
さん、日本エアコミューター（株）さんお忙しい中
ご対応いただき誠にありがとうございました。

今回は、鹿児島県商工会議所青年部連合会　第６回役員会と研修会、ＦＭきりしまさんの「笑顔でつな
ぐ心のバトンYoung　Ｇｏ　Ｇｏ！」についてお知らせします。

青年部ではＦＭきりしまさんのラジオ番組「笑顔でつなぐ心のバトン　Young　Ｇｏ　Ｇｏ！」（毎週月曜日夜８
時から９時までの１時間）に出演しています。いろいろな方が出演されている当番組を紹介したいと思います。第
１週目、第一工大とゆかいな仲間たち。パーソナリティーが第一工業大学学友会メンバーさん。第２週、霧島青年
会議所さん。パーソナリティーは藤山　粋さん。第３週、私たち霧島商工会議所青年部。パーソナリティーはぶー
やんこと、長里　紀亨さん。第４,５週は霧島市商工会青年部さん。パーソナリティーは、藤山　粋さんです。工
大さんや各青年団体さんの取り組んでいる事業のお知らせ、各イベントの賑わいの様子をお伝えする番組になっ
ていますので、ぜひぜひ月曜日夜８時はＦＭきりしまさんをお聞きください。

65月11日㈯・5月18日㈯ チャリティゴルフ開催！



7 5月11日㈯・5月18日㈯ チャリティゴルフ開催！



食材情報
の

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）

1.16％
2.06％

県 制 度 資 金
中小企業振興資金
（3年超5年以内）

2.10％

（平成31年3月1日現在）

※限度額・使途など詳しくは
　中小企業相談所（☎45-2552）

〜

JA あいら国分園芸振興会トマト部会は、「国分桃太郎とまとゆう
パック出発式」を霧島市の国分シビックセンターで開きました。同
部会は、丹精込めて作った「国分桃太郎とまと」を、ゆうパックの
ふるさと小包を利用して全国に届けています。
この日は、安心・安全を認証する「かごしまの農林水産物認証」
(K-GAP) の 11 回目となる認証証書授与式も行われました。皆さん
も、ふるさとの味と香りを親しい方に届けてみませんか。

〜トマト編〜

桜まつりを
開催します。

青年部からのお知らせ

城山公園の桜が満開になるこの時期に青年部では公園内におき
まして、桜まつりを開催いたします。今年は素敵な雑貨が大集合
のマルシェを企画しています。ぜひ城山公園にお越しください！

場所／城山公園内
日時／3月31日㈰  10時～16時（予定）
※第二駐車場から公園までシャトルバスを運行します。
※天候等により内容が変更になる場合があります。

原産地
鹿児島県
霧島市

ふるさと小包で
全国どこでも
お届け致します

※天候等により、商品の発送が遅れる場合がありますので、あらかじめご了承願います。
※「のし紙」及び「配達希望日」のご要望にお応えできませんので、あらかじめご了承願います。

商品番号 商　品　名 内　容　量 代　金
（送料・消費税込）

84171-2711-7 桃太郎とまと（2㎏） 10～14個 2,000円
84171-2712-6 桃太郎とまと（4㎏） 16～24個 3,000円
84171-2713-5 桃太郎とまと（8㎏） （16～24個）×2 5,000円

※写真はイメージです。

有効期限 2019年2月12日～2019年4月26日

お問い合わせ先▶東部地域営農センター　TEL0995－49－8701

お申込みは
郵便局の
窓口へ

国分桃太郎とまと

お問い合わせ先▶東部地域営農センター　TEL 0995-49-8701

お問い合わせ／℡.0995-４８-6886　（霧島市国分中央 3丁目 パークプラザ 2階）

《預かり日》 毎日 ※年末年始を除く

《預かり時間》 10：00～21：00
　　　　　  （受付終了 19：00まで）
　 ※前日の18時までに予約された場合は、
　　 9時よりお預かりいたします。

《対象年齢》 1歳から小学3年生まで

《預かり料金》 1人1時間 250円
　　（預かり料金は、 1時間単位となります）

子育て一時預かり

・仕事でお迎えに行けない!!
・保育園に迎えに行って、
　自宅で預かって欲しい。
・赤ちゃんを1対1で
　預かって欲しい。

《開放日》 毎日 ※年末年始を除く

《時　間》 10：00～12：00
 13：00～17：00

　 ※ただし「子育てサロン」と「親子体操」
　　 の時間は利用できません。

《対　象》 小学校入学前までの
 親子（未就学の親子）

ふれあい広場（無料開放）
こんな時お願いできる！！

ファミリー・サポート・センター霧島

85月11日㈯・5月18日㈯ チャリティゴルフ開催！


