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商工会報
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第7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/

　平成23年南城市年始会
　　　　　 ～ 華やかな年の幕開けを飾る ～

　第7回 定例理事会報告

　① 会員加入の承認について
　　　　3件の加入申請を承認。
　② 南城市陸上競技場落成記念式典・
　　　市民運動会協力依頼
　③ 新規学卒者就職面接会(2月1日）協力依頼
　④ 役職員名札掲示（事務局壁面）報告
　⑤ ムーチーさい経過報告

12月16日開催
　第8回 定例理事会報告

　
① 会員加入の承認について
　　　　7件の加入申請を承認。
　② 商業部会設立に向けた検討開始を承認
　③ ｸﾞﾘｰﾝ・ｺﾐｭﾆﾃｨ支援事業（苗等配布）への
　　　　申請承認
　④ 年始会報告
　⑤ 商工会員向け特典提供提携店募集説明
　⑥ 地域資源∞全国展開ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ進捗報告
　⑦ 福祉共済「友人紹介ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ」説明
　⑧ 文化ﾌｫｰﾗﾑ「次世代路面電車」案内
　⑨ 中国三大国劇四川芸能案内
　⑩ 講演「南城市の風景・景観づくりと展望」
　　　案内

1月21日開催

平成23年度「総代会」の予告

・ 5月19日（木）18時、ユインチホテル南城にて開催。
・ 総代のみなさまには、5月にご案内状を発送予定
　です。

古謝景春市長のごあいさつ

　南城市年始会が1月4日、
  ユインチホテル南城にて
　行われました。
　500名を越える参会者の
　皆さまで
　会場は熱気いっぱいと
　なりました。
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地域総合振興事業 商工業振興事業

南城自立支援センターに贈呈
（12月16日）

お客さまの立場から、買い物の手助けとな
り、購買意欲を喚起するような広告づくり

 12月　POP広告作成個店指導

いろいろ選べる講習会

　 2・3月  確定申告相談会

12月　　・地域振興支援資金から、南城自立
　　　　　　　支援センターに贈呈。
　　　　　・南城市に、青少年育成支援資金贈呈。
　　　　　　　（建設部会）
 1月　　・玉城陸上競技場落成式典・市民
　　　　　　　運動会　協力
 2月　　・国際ジョイアスロンin南城市　協力
 3月　　・安全どぅ宝フェスティバル　協力
　　　　　・ECOスピリットライドin南城市 協力 ※延期
　　　　　・南城オープンガーデン
　

　青少年育成支援資金贈呈 （12月14日）

 1月　　・地域資源∞全国展開プロジェクト
　　　　　　　「レシピ料理研究会」 開催
 
 2月　　・地域資源∞全国展開プロジェクト
　　　　　　　「記者発表会」 開催
 

 3月　　・「ﾀﾞｲｷﾝｵｰｷｯﾄﾞﾚﾃﾞｨｰｽｺﾞﾙﾌ大会」
　　　　　　会場での出店

事務局職員の人事異動のお知らせ

　4月1日付で、商工会事務局の玉城利光 経
営指導員が与那国町商工会へ異動となりま
した。

　玉城指導員より会員の皆さまへ
「知念村、玉城村、そして南城市と、これまで
約２５年間、会員皆様と共に地域発展のた
めに励んでまいりました。大変お世話になり
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、４商工会合併後の特例
期間が経過しましたので、事務局の配員が
１名減となります。
　４月からは、佐藤事務局長以下、経営指導
員３名、補助員２名、記帳専任職員３名の合
計９名で皆さまをサポートさせて頂きますの
で、どうぞよろしくお願いします。
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女 性 部

Cafeやぶさちメニュー　『フレンチトースト』

ビストロブーケ メニュー
『ロールケーキ＆ちんくゎタルト』

森崎友紀氏の考案レシピ
「生黒蜜のパンケーキ』

考案した『濃厚黒ごまプリン』と
　　　　　　　料理研究家 森崎友紀さん

　地元カフェ等と連携して、さとうきび
１００％搾り汁を原料とする「純粋黒み
つ」を活用したオリジナルデザート等を
展開し、地元名物化を図る事業に取組ん
できました。
　この1年間の取り組みの成果を報告する
記者発表会が、2月9日、Cafeやぶさちで
行われました。
　当日は、“美人すぎる料理研究家”と
して人気の森崎友紀さんが参加し、南城
生黒みつの質の高さが高く評価されてい
ることなどを語りました。
　市内でカフェ、レストランを営む会員
のみなさまからは、今回の事業は同業の
方々と触れ合うとても良い機会になっ
た、との感想がありました。

　地域資源∞全国展開プロジェクト事業　記者発表会

２月 ９日

商工会女性部主張大会で“優秀賞”

　   2月23日、県商工会連合会・県商工会女性部連合
会主催の2010年度商工会女性部の主張発表県大会
が、名護市で開かれ、南城市商工会女性部の金城
政枝さん (㈲豊） が優秀賞に選ばれました。
　 金城さんは、自社製品が沖縄県推奨優良県産品２
０１０に選ばれるまでの商工会女性部とのかかわり
や、今後の抱負などについて語りました。

東日本大震災義援金のお願い

　 平成23年3月11日に、マグニチュード９という東北地方
太平洋沖地震を発端とする大津波、東京電力福島原発
事故等により、東北・関東を中心として広い範囲で大変
大きな被害が生じており、その被害が大きくなるばかりで
あります。
  そこで、南城市商工会では東日本大震災による被災者
や被災地の復興の手立てを尽くしたいと考え、総力を上
げ会員をはじめ、その家族、従業員等の皆様に呼びか
けて募金を行い、被災地へ義援金をお渡しすることにい
たしました。
　どうか、この趣旨をご理解いただき、多くの皆様のご協
力を賜りますようお願い申し上げます。
　尚、商工会事務局までご連絡頂けましたら、集金にお
伺い致します。
　
　

                              記
          【募金計画】
　　　〇 募　金：　1口100円（1口以上）
　　　〇 期　間：　平成23年3月16日 ～ 4月8日
　　　〇 目標額：　1,000,000円
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　　例えば

　 ★ 会員同士でオトクなサービスが受けられます！
 　★ 商工会報「南城」で全会員（約800）へご案内いたしますので、お店/事業所の宣伝になります!

　　　⇒ お問合せは ・・・ 事務局（947-1283　担当： 城間、宮城)までお願いします。

南城市商工会員のみなさんが特典を受けられるお店・事業所をご紹介しま
す。商工会報送付用の封筒に貼られている宛名ラベルを提携店で提示し
ますと、下記のサービスが受けられます。

ウェブデザイン リーフ <ホームページ制作>

期間内にお見積り頂いた場合
お見積り代金より10%OFF

南城市産ハーブ100％のアロマ
オイル等の全物販が10%OFF

対象：会員のみ
期間：4月～6月
 TEL：949-7399
 玉城字屋嘉部441
　　　　　花ふう2-B

対象：会員と同伴者
期間：なし
TEL：948-1801
玉城字屋嘉部441

① ランチタイムにお食事ご注文の方へ
     ケーキ全品１０％OFF (11時～15時)

② ティータイムにお食事ご注文の方へ
     1ドリンクサービス （15時以降）

対象：会員と同伴者
期間：なし
TEL：949-1410
玉城字百名646-1

販売価格、陶芸教室が
10％OFF

対象：会員と同伴者
期間：なし
TEL：949-1346
玉城字志堅原367-3

パーマ・カラーが
５００円OFF

対象：会員のみ
期間：なし
TEL：947-1030
佐敷字津波古580-1

お食事ご注文の方へ
天ぷらをサービス

対象：会員と同伴者
期間：なし
TEL：949-1066
玉城字志堅原460-2

　901-1403
　南城市佐敷字佐敷４３
　南城市商工会
　会長　　潮平　隆　　殿

　南城市商工会簡易会員証
　有効期間　H23年6月30日　12345

奥武島を眺めて食べる沖縄そばは絶品。

    ホームページのことならリーフにおまかせ下さい。

アロママッサージも好評です。

奥武島産もずくを一度お試しあれ！

ランチタイムにお食事ご注文の方
ミニパフェ サービス (11時～15時)

対象：会員と同伴者
期間：なし
TEL：949-1080
知念字久手堅311

☞ ・ 飲食店、カフェで、一品サービス！
・ ○○○円以上お買い上げの場合、○％値引き！
・ ○○月～○○月の期間中にご利用の場合、○％値引き！

100％最良生豆を使ったこだわり自家焙煎のコーヒーを召し上
がれ。沖縄随一のパワースポット斎場御嶽に一番近いカフェ。

沖縄県優良県産品受賞！！

商工会員提携店のご案内

商工会報発行月 開始期間

初回 平成23年2月15日まで 3月末 平成23年4月1日から

2回目 平成23年5月15日まで 6月末 平成23年7月1日から

3回目 平成23年8月15日まで 9月末 平成23年10月1日から

4回目 平成23年11月15日まで 12月末 平成24年1月1日から

提携店募集期間

※ 『会員のみ』は会員証を提示した方のみが特典の対象です。
　  『会員と同伴者』は会員証を提示した方とお連れの方が特典の対象です。

壺屋焼きでお馴染み“金城一門”の金城陶器 秀陶房。
伝統である魚紋、海老紋の線彫りの陶器は一見の価値あり。

目の前に広がる絶景を眺めながらゆったりくつろぎたい方は！

㈲豊　ハーブ香房 花ふう <ハーブ・アロマ>

Cafeやぶさち <カフェ> 金城陶器 秀陶房　<陶器製作販売・陶芸教室>

商工会員提携店は右のマークが目印！！
このマークを掲げた事業所にて特典をうけれます。

ビューティサロン　しずか <美容室> ㈲マルミネ産業　もずくそば くんなとぅ<そば>

        あなたのメッセージを形にします！

　Roaster Cafe JyoGoo<カフェ>

　　「いつもと違う美容室へ足をのばしてみませんか？」
　～会員皆さまのお越しを、是非お待ちしております！～




