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商工会報

2010年9月30日発行

第５号

南城市商工会
〒901-1403　沖縄県南城市佐敷字佐敷43
TEL 098-947-1283　　FAX　098-947- 6559
http://www.nanjo-shoko.jp/

　　第４回 定例理事会報告　　　　　　　　　　　　　８月２０日開催

① 会員加入の承認について
　　　8件の加入申請を承認。
② 地域振興支援資金造成ゴルフ大会
　　　10月18日の開催を決定。
③ 規定の一部改正について
　　　県連モデル規定に合わせた改正を承認。
④ 「商工会の日記念事業」報告
⑤ 先進地視察研修予定報告
⑥ 「地域資源∞全国展開ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」報告
⑦ H23年3月新規高卒者求人確保協力
　　依頼報告
⑧ 「飲酒運転根絶宣言」実施協力依頼報告
⑨ 育成福祉会ﾁｬﾘﾃｨ絵画展協力依頼報告

地域振興支援資金造成
ゴ ル フ 大 会

☆　しばらくお休みしておりました商工会報を、装いを変えて再開します。今後は年4回発行予定です。

　商工会では、「会員８００事業所」を目標
に、役職員が一緒になり商工会活動の周
知や地域振興活動へ積極的に取組んでお
ります。商工会へまだ加入されていない事
業所で、商工会についてご関心がある皆様
は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。

　商工会のホームページでは、会員皆さま
の情報発信を目的とした「会員情報」ページ
をリニューアルしました。そこでは御社の店
舗・事業内容や、多くの写真も一緒に掲載す
ることができ、ご覧いただくお客様にとって、
ともて見やすくわかりやすい紹介ページと
なっております。
　掲載がまだの皆さまは、以前お送りしまし
た「会員紹介入力シート」に、御社の事業内
容とアピールしたい点などをご記入いただ
き、商工会までFAXまたはメールにてご返信
ください。
　
　　　［商工会ホームページのアドレス］
 　　　　　http://www.nanjo-shoko.jp /
　

商工会ホームページで御社を
　アピールしませんか

無 料！

　● お問い合わせ
　　 商工会事務局
　　  玉寄・宮城　TEL 947-1283

 ・日時 ： 平成２２年１０月１８日（月）
　　　　　  午前７時００分スタート
 ・場所 ： 琉球ゴルフ倶楽部
 ・競技方法 ： ダブルペリア方式
 ・参加料 ： 3,000円 （ｸﾞﾘｰﾝﾌｨｰ：10,000円）
 ・表彰/賞品 ： 多数
 ・表彰/懇親会 ： 当日午後７時開始

 ・主催 ： 南城市商工会、大会実行委員会
 ・後援 ： 南城市
 ・協賛 ： 琉球ゴルフ倶楽部　他企業多数

当大会は、尚巴志ハーフマラソ
ン等の地域振興を目的に開催
いたします。こうした事業を支
援して参りたいと思いますの
で、皆様のご理解、ご協賛どう
ぞよろしくお願いします。

商工会は、地域の事業者が業種に 関
わりなく会員となって、お互いの事
業の発展や地域の発展のために 総合
的な活動を行う経済団体です。
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いろいろ選べる講習会

６月　・経理担当者向け研修会（計４回）
６月　・沖縄公庫融資相談会
７月　・電話応対ﾏﾅｰｾﾐﾅｰ
８月　・初心者向けパソコン講習会（２日間）
９月　・観光関連業者向けｾﾐﾅｰ
９月　・「メンター制度」普及ｾﾐﾅｰ

平成２２年度 総代会 開催

　5月20日、ユインチホテル南城において平成22年度通常総
代会を開催。川平義範市議会議長、与那嶺絋也副市長、嶺
井光県議、沖縄公庫の方々をご来賓としてお迎えし、また120
名の総代のうち80名の出席、33名の委任状提出をもって以
下の議案が承認可決されました。
　・定款の一部改正
　・運営規約の一部改正
　・平成21年度事業報告、決算
　・平成22年度事業計画/予算（案）

４月　　・南城オープンガーデン
          ・交通事故防止運動街頭協力
５月　　・南城市チャレンジデー
６月　　・地域福祉活動資金造成ﾁｬﾘﾃｨｰ
　　　　　ｺﾞﾙﾌ大会（青年部）

７月　　・地元産品奨励及び地元企業優先
　　　　　使用要請（市長、議長に）
　　　 　・商工会の日記念ｸﾘｰｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
　　　　　　（美ら島高校総体応援美化清掃）

　　　 　・市一斉河川・海岸美化清掃
　　　　 ・南部東道路案公述申出書提出
８月　　・海岸モデル清掃（建設部会）

９月　　・青年部献血ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
　　　　 ・「交通安全ﾀｲｺ」市内小学校贈呈
　　　　　　（女性部）

地域総合振興事業

挨拶をする潮平 隆会長

南城オープンガーデン

市長へ地元産品・地元企業優先使用の要請

「商工会の日 ｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ」玉城総合体育館周辺を草刈

次回の『南城オープンガーデン』が
“１１月８日～１８日”開催決定！

お問い合せ ： 南城市観光協会 TEL 948-4660

〈 今後の予定 〉
　１０月　劇的に変わる売り場作りの方法
　１０月　事業に活かせる写真の撮り方
　１１月　’プレスリリース’セミナー
　２・３月 確定申告相談会

「経理担当者向け研修会」

「パソコン講習会」
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ご案内

経営革新 ニュース

　“３次元レーザ加工機”であらゆる業界のコスト削減
株式会社 大成電機製作所　「レーザ事業部 大成ファクトリー」

鉄、ステンレス、アルミ（純アルミを除く）を平板加工するだけでなく、付加価値の高い開先加工や立体
形状加工、長尺パイプ・形鋼の加工を連続的に行うことが可能となり、さらに複雑なパイプ形状でも、
加工プログラムを作成するソフトウェアを持つことで、生産リードタイムを削減することができる画期的
な機械設備です。

　 株式会社 大成電機製作所  南城市大里字大城538-8

    レーザ事業部 大成ファクトリー
　　　　南風原町字津嘉山1804-1　TEL　098-987-1826

万一の備えに！　－　商工会の共済制度をご紹介します

全国商工会会員福祉共済

仕事以外でも国内24時間補償！
労災保険を補完します

〇 満６歳から満８０歳まで補償します。
〇 ケガによる死亡・後遺障害、入院・手
術、通院を補償します。
〇 掛金は月々わずか２千円と、年齢・性
別・職種に関わらず一律の掛金となって
います。 さらに医療特約にも追加で加
入可能です。

商工会貯蓄共済制度

資金を蓄えながら
融資や万一の補償

【貯蓄】 わずかな掛金で知らずに貯蓄
ができ、自己資金が増え、ゆとりある経
営の道が開けます。
【融資】 加入後６ヶ月経てば、事業資金
貸付制度がお役にたちます。
【共済】 万一の場合には、生命保険と貯
蓄積立金の元利合計をお支払いしま
す。

経営セーフティ共済

取引先の倒産に
巻き込まれないために

中小企業の方々の連鎖倒産を未然に
防ぐために、加入者があらかじめ掛金
を積み立てておき、加入後６ヶ月以上を
経過して、万一取引先業者が倒産し、
売掛金や受取手形などの回収が困難
となった場合に、共済金の貸付が受け
られる制度です。

小規模企業共済制度

経営者の退職金制度

〇 掛金は、全額所得控除できるので節
税に役立ちます（最高８４万円/年）
〇 共済金は退職所得扱い。安全確実
で、貸付制度もあります。

中小企業退職金共済制度

国による従業員の退職金制度

国の援助によって中小企業でも有利な退
職金を確実に払えるように図るために設
けられた制度です。

中小企業PL保険制度

生産物賠償責任保険
製造・販売した製品や、工事・作業・サー
ビス業務といった仕事の不備・欠陥が原
因による事故で、他人の生命や身体、財
物に損害を与え、貴社が法律上の損害
賠償請求を問われた場合にお役に立つ
保険です。

      　　 ◆ 商工会事務局からお願い ◆
　他の会員の方の参考になる事例がありましたら
　お知らせください。

3次元レーザ加工機「３D　FABRI　GEAR１５０」

電機機械器具製造業の株式会社 大成電機製作所（南城市大里、吉田敏彦代表取締役）は、
県内初となる 3次元レーザ加工機 「３D FABRI GEAR１５０」 を導入しました。

この機械の設備資金を調達するために、「より低利の融資制度が受けられる経営革新支援制度」を活
用しました。制度取得にあたり、吉田社長は商工会の喜屋武指導員と共に経営革新計画書の作成に
取組み、今年３月みごと承認を得ることができ、資金調達から設備導入へと実施することができまし
た。

① 本制度は、事業者が技術・方式等を導
入し、新たな事業を取り組むことで自社の
経営向上に大きく資するものである経営
計画の場合に、県へ申請し承認を得るた
めの制度です。
② その計画が県に承認されると、低利融
資制度や税制上の優遇など、多様な支援
策が利用可能となります。
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青 年 部 報 告 女 性 部 報 告

女の笑顔　麗しく
希望に燃える　朝ぼらけ
やさしい心を　もち寄って
住みよい　理想の街づくり
商工会の女性部は
清く明るく　郷土の誇り

☆ 手づくりの「交通
安全タイコ」４１５個
を、市内の小学一年
生にプレゼント。

 部員数 ３８ 名
　（９月末現在）

部員数 ３１ 名
（９月末現在）

●商工会女性部とは
商工会の事業を積極的に推進するとともに、商
工業に携わる女性としての経営知識と教養を深
め、もって商工業の総合的な改善発達を図り、あ
わせて社会一般の福祉の増進に資するための
組織です。

●商工会女性部に加入できる方
本商工会の会員である商工業者もしくはその配
偶者、または本商工会の会員である商工業者の
親族であり、その会員の営む事業に従事する者
であって、女子とする。

●主な活動
＜地域振興＞
　　・交通安全普及事業
＜福祉・奉仕活動＞
　　・クリーンキャンペーン
　　・１円玉募金
＜講習会・講演会・研修会等＞
　　・カゴ作り講習会
　　・１泊企業視察研修
　　・料理講習会
　　・県女連、南部先島支部の研修会

　冊子「東四間切り絵解き」をプレゼント！

　この商工会報第５号の中で、‘役に立った記事’などの感想をお寄せくださった会員の方
に、郷土の民話を絵とともに解説した冊子「東四間切り絵解き」を差し上げます。（１会員１
冊、会費納入済みの方。）　今後の商工会報編集の参考とさせていただきます。
　⇒　FAX947-6559またはメール（info@nanjo-shoko.jp)で事務局まで、お寄せください。

●通常部員総会（２３日）
平成２２年度スローガンを 『団 結　～地域
発展のために～ 』と掲げ、地域振興発展
のために一致団結して行動します。

●奥武島海神祭職域ハーリー
　　（１５日） へ参加。

●地域福祉資金造成
　　チャリティーゴルフ大会（２１日）
地域社会の福祉増進に寄与することを目
的として開催しました。会員事業所・建設
部会員の皆さまには多大なるご協力頂き
まして、誠にありがとうございました。

●島添の丘との交流会（２４日）

●献血キャンペーン（１４日）

チャリティーゴルフ大会
での支援金をもとに、島
添の丘の児童・職員の
皆さんと一緒に施設周
辺の木の伐採・清掃活
動やグランドゴルフ、
バーベキュー大会を行
ないました。

大里庁舎・アトール
にて、毎年恒例の
献血キャンペーン
を行ないました。献
血者数は５７名と、
多くの皆さまにご協
力頂きました。どう
もありがとうござい
ました。

　南城市商工会では、地域資源を活かした観光開発と特産
品開発を目的とした事業「地域資源∞全国展開プロジェク
ト」を実施しています。　そこで、この黒みつを使って「何か
商品や料理メニューを考えてみたい！」という会員の皆さま
がいらっしゃいましたら、ぜひお気軽に商工会までご連絡く
ださい。
　現在、この黒みつは無料でお渡ししています。南城市で
様々な黒みつ商品・料理メニューを販売・提供し、「黒みつ
地産ブランド」の確立を目指していきましょう。

　南城市商工会からは「㈱なかむら食品」と「南城市
商工会女性部」が出展します。 そして、商工会にて
取組んでいます“黒みつを使った開発商品”を出品
します。
　各市町村の特産品が一同に集まる「ありんくりん
市」へ皆さまどうぞ起こし下さい。




