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回 指宿温泉祭 ♨

71

第

指宿を巡行しながら、祭り広

場であるセントラルパーク指

宿を目指し練り歩いた。

など様々な催しで来場者を楽

しませた。他にも子供の無病

息災を願い、神輿の上で天高

く抱きかかえる、稚児上げも

行われ、子ども達の健やかな

温泉祭の目玉である、花火

成長を願った。

大会では５０００発の花火が

夜空を彩り、明治維新１５０

周年記念として、二尺玉が打

ち上げられると、観客は感嘆

の声を漏らしていた。

5000発の花火が夜空を彩った

24

９月 日
（土）
、 日
（日）
に

湯権現神社の神事で拍手を打つ南会頭

開催が予定されていた第 回

27

指宿温泉祭が、今年は台風

号の影響で 月 日（土）に

延期されて開催された。

当日、湯権現神社において

行われた祭典に、当会議所の

南荒生会頭をはじめ指宿市内

の商工業・観光業関係者が多

く集まり、指宿の豊富な温泉

祭り広場では、様々な露店

に感謝しながら、泉源が枯渇

が軒を連ね、ステージではバ

しないように祈願した。

た後、神輿渡卸が行われた。

ンド演奏やダンス、郷土芸能

祭典後には、お囃子による

湯権現神社に集まった大勢の

躍動的な演奏で場を盛り上げ

担ぎ手が威勢の良い声と共に

10

２

29

稚児上げの様子

神輿渡卸前の担ぎ手たち

経営支援事業（案内）

無料

事業資金のことから売上アップや商品開発、店舗改装（レイアウト）
など経営に関することを何でもご相談いただけます。

『定例金融相談会』

毎月第２水曜日、日本政策金融公庫と連携した「金融相談会」を実施いたします。
１月、２月は下記の日程にて行いますので、是非、ご利用ください。

【日
【会

程】１月９日
（水）
・２月13日（水）
場】指宿商工会議所（13：00～15：00）

『経営よろず相談会』

毎月第４金曜日、鹿児島県よろず支援拠点による「経営よろず相談会」を実施いたします。
売上アップやものづくり支援、商品パッケージのデザインなど、経営に関するあらゆる相談に専門
家が応じます。１月、２月は下記の日程にて行いますので、是非、ご活用ください。

【日
【会

程】１月25日
（金）
・２月22日（金）
場】指宿商工会議所（10：00～17：00）

注) 経営よろず相談会は予約制で
す。相談時間は概ね1時間程度で
す。あらかじめ相談内容をお知らせ
ください。

詳細：鹿児島県よろず支援拠点（かごしま産業支援センター内）TEL 099−219−3740
お問合せ：指宿商工会議所

中小企業相談所

TEL 22−2473

指宿市共通商品 券 の 普 及 に ご 協 力 下 さ い ! !

青年 部 だ よ り

～維新・戊辰１５０年事業～

鹿児島県人世界大会開催

～世界中の県出身者が集まる～

月４日（日）、鹿児島県人

この事業の発案者である新

クの拡大、国際交流の促

のある方々のネットワー

世界中の鹿児島と関係

うため、「いぶすき西郷どん館」

の方々に指宿を堪能してもら

世界大会に参加した指宿出身

鹿児島県人世界大会

来年度以降は、ＹＥＧの日

小田造指宿商工会議所青年部

県外青年部と交流
明治維新・戊辰戦争１５０
である 月 日前後で日程を

の育成を目的に、海外に

進、国際性豊かな青少年

市と当会議所の職員で案内し

や指宿酒造㈱の「新酒祭」を

参加者は地元で作られた焼

直前会長は、「他県で指宿の特

酎を堪能しながら、郷土芸能

産品ＰＲができたことはとて

のある方々が一堂に会す

などを楽しんだ。

決めて、各県持ち回りでこの

る大会として開催され

事業を実施していく予定と

敏実行委員長は、「普段できな

た。

きな役割を担った６つの地域

い交流ができた。これも全国

で活動する青年部が、それぞ
指宿のメンバーは佐賀、福

組織であるＹＥＧならでは。

た。

島、三重であったお祭りやイ

居住する鹿児島にゆかり

ベントに参加。茶節、オクラ

これをきっかけに、来年度以

も意義深い」と語り、堀之内

鹿児島
（薩摩）
、
山口（長州）
、
漬け、サイダー、マンゴープ

め、地域をＰＲする取組みを

高知（土佐）
、佐賀
（肥前）
、福

リン、焼酎などを各事業所か

始めた。

島（会津）
、三重（津・桑名）
、

ら預かり、販売・試食ＰＲに

え、国内各地の県人会な

認識できました。遠い地に住

は「鹿児島や指宿の良さを再

海外 カ国・地域に加
降も広域連携に繋げていきた

どから計約５４０人が参

で、これからも鹿児島に貢献

い」と語った。

鹿児島出身者などを世

できればと思います」と語っ

んでいるからこそできること

界規模で集めた交流イベ

た。

加した。

アメリカから訪れた永嶺氏

の県連単位で実施する事業。
努めてきた。

ントの開催は、今回が初

迎 レ セ プ ションや交流サ

ミットが行われ、今後は

ＳＮＳなどを活用しなが

ら、情報共有や留学生の

受け入れ、県人データベ

ースの構築を通じた相互

交流を発展させることな

工事の発注及び下請 け は 会 議 所 会 員 事 業 所 に ! !

11

周年をきっかけに、歴史上大

フィナーレのおはら祭での出展の様子。多くの人出で賑わう

なっている。

11

れの地域に出向いて交流を深

11

各地で開催されるお祭りやイ
ベントの物産展に特産品を出
店するなどしてＰＲを図ると
ともに、個別にビジネス交流

月 日（水）から 月

めて。

11

会などを実施した。８月６・

津まつりのステージ。現地青年部の活動も視察

20

31

２日（ 金 ）に か け て 、 歓

10

どを決定した。

南会頭と参加した指宿出身の方々

７日の山口七夕ちょうちんま
つり、８月 ・ 日の高知よ

会佐賀維新祭、９月 日の福
島県連青年部会員大会、 月

てきた。最後は、 月２・３
はら祭に各地から出展して今

日に鹿児島市で開催されたお

11

７日の三重県津祭りで実施し

10

23

会議所青年部九州ブロック大

さこい祭り、９月 日の商工

11

22

10

年度のフィナーレを飾った。

3

指宿マルシェ 朝市＆いぶすきハロウィンパレード
子どもたちに地元の商店街

いぶすきハロウィンパレード

にて指宿マルシェ朝市とハロ
での楽しい思い出を作って貰

月 日
（日）
、指宿駅周辺

ウィンパレードが開催された。
うとともに、ＳＮＳを用いて

朝市

指宿マルシェ
指宿の魅力を発信することを

指宿市内はもとより県内外に

業として駅前を歩行者天国に
目的に駅前通り会主催で開催

指宿駅とマルシェに設置さ

く見られ、指宿駅を利用する

装姿と共に写真を撮る姿が多

レードは進められた。

い、お菓子を貰いながらパ

ア

参加した子ども達は、様々
な仕掛けなどに驚きながらも

会員大会第１弾

人が参加し、

（敬称略）

勝 ㈲迫口商店

【団体の部】

主な成績

会員親睦グラウンドゴルフ大会

月４日（日）、会員大会の第

１弾として、グラウンドゴルフ

チーム、

大会がフラワー公園にて開催さ
れた。
全

当日は大会受付前からウォーミ

ングアップに励む姿も見られ、

多くの参加者が会員大会を楽し

開会式及び準備体操後、参加

ゴルフを楽しんだ。

プレー終了後は、ビンゴ大

会・結果発表の表彰も行われ、

参加者は最後まで親交を深めな
がら楽しんだ。

優

準優勝 指宿フンドーキン

義治

ョン海水チーム

第３位 ウィクリーマンシ

勝 亀之園

【個人の部】

優

（㈲迫口商店）

栄三郎

清武

（竹下プロパン）

準優勝 中俣

第３位 向吉

（指宿フンドーキン）

指宿市共通商品 券 の 普 及 に ご 協 力 下 さ い ! !

指宿駅前商店街魅力向上事
して様々な店が出店する当マ
された。

みにしていたことが伺えた。

名以上がパレードに参加し、

子どもが 名、総勢１００

が中心となり、駅前やパレー

者はひょうたん池を挟み、２

れたスタンプ両方を集めると、

人々や観光客も足を止め、大

商店街各所で「トリック

２組に分かれて指宿駅周辺の

Ｒとコラボレーションして開
開始前から子どもたちの仮

ガラポンに挑戦できるイベン
変賑わっていた。

トリート」と合言葉を言

トや電車のＰＯＰによるメニ
ュー表など、様々な催しが行

終始楽しそうな笑顔で溢れて
いた。
パレード終了後には、「ハロ
ウィンはお化けが出てくるお
祭りですが今日はお化けは出
てきません」という前振りの
後、お化けが登場し最初は驚
いて泣きだす子どももいたが、
最後はお化けのコミカルな動
きに子どもたちも最高の笑顔

団体優勝の㈲迫口商店の皆さん

11

ドルートに装飾が行われた。

当日は駅前通り会メンバー

ルシェ。
今回は、ＪＲ指宿枕崎線全

突然現れたお化け

コースに分かれて、グラウンド

各所でお菓子を貰う子どもたち

オ

催し、約 店舗が集まった。

線開業 周年記念として、Ｊ

61

を見せていた。

当日は絶好のゴルフ日和であった

10
われ、来場者を楽しませた。

スタンプラリーカード

92
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55

30

23

4

日から

信頼関係を築いてきたのだと

日、全線開業 周年

観光特急「指宿の玉手箱」
歓送迎の旗振り
月

めに商工会議所について説明

研修生の、廣橋望さんは初
会議所なのだと改めて実感し、

きたのは他でもない指宿商工

このような環境を作り上げて

しかけてくださる方も多く、

また、職場体験中の私に話

振り返る写真展など様々なイ

沿線ではこれまでの歴史を

手段である。

の人々を支える、大切な交通

少しているが、現在でも地元

の普及などにより利用者は減

大切さを学ばせていただきま

職場体験を通して、仕事の

送りの旗振りを行った。

降客に対するお出迎えとお見

光特急「指宿たまて箱」の乗

四日間という短い間でした

観光関係者をはじめ、交通
機関や当会議所職員が参加し、
乗降者をもてなした。
乗降客は、「このように旅
先で笑顔で迎えてくれる方が
いるのは、嬉しいものです
ね」と笑顔を見せた。

（すべて有料です）

＜体育施設＞ テニスコート、多目的グラウンド

職場体験学習を受入ました
当会議所は、 月

を受け、パソコンでの入力作
同時に指宿になくてはならな

ベントが催されていた。

一生懸命業務に励んでくれ
した。学んだことを今後の自

習として受け入れた。

業や文書受付・整理、女性会
い重要な存在ということに気

た廣橋さんより、体験記を頂

分の人生に活かしていきたい

27

いたので掲載します。

10

と思います。

指宿商業高等学校２年
した。

が本当にありがとうございま

私は職場体験学習で多くの
ことを学ばせて頂きました。
職場体験は不安でしたが、
商工会議所の方々が丁寧に仕
事を教えてくださり、有意義
な学習となりました。
私は、パソコン入力や文書
受付、会報配りなどの仕事を
しましたが、特に会報配りが
心に残りました。商工会議所

エコキャップの仕分けをする廣橋さん

廣橋 望

そのようなお悩みを
お抱えの皆様！

体験した。

これに併せて 月 日、観

活動の一つであるエコキャッ

を迎えたＪＲ指宿枕崎線。車

55

づかされました。

感じました。

31

『職場 体 験 で 学 ん だ こ と 』

★社員を育てたいけど、社内に人材育成の仕組みがない…。
★業務に役立つ知識やスキルを身につけたい！
★業種・地域・役職等を超え、様々な人と交流したい！

高等学校の生徒を職場体験学

10

プの仕分けなど様々な業務を

日までの４日間、指宿商業

16

では会報を手配りで配布して

＜教
室＞ 大、中、多目的、特別の各教室
施設の貸し出しも行っています。
工事の発注及び下請 け は 会 議 所 会 員 事 業 所 に ! !

当校では、研修が行われてない日などに、教室や体育施設の

10

おり、それが地域住民の方々

旗振りの様子

19
や商工業者の方々との交流や

５

ご活用ください！

中小企業大学校人吉校

中小企業大学校人吉校では、中小企業の“人づくり”と“経営力強化”のため、南九州・
沖縄エリア（熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県）の中小企業の経営者・経営後継者・管理
者等を対象に、実践的な研修を行っています。

中小企業大学校人吉校の研修は当所の受講料助成制度をご利用ください。
多様な「コース設定」と多彩な「講師陣」で皆様のご受講をお待ちしています

当所では中小企業大学校人吉校での各種研修に伴う受講料助成制度を設けています。
対象は当所会員企業の経営者又は、従業員で、１企業当たり５万円を限度として受講料の半額を補助
するものです。
同研修の受講を希望される方は、指宿商工会議所業務課（TEL 22－2473）までお問合せください。

企業経営・
組織マネジメント
人事・組織
財務管理 販売・マーケティング・ 生産管理
管理者養成
経営戦略
商品開発
研修テーマの詳細につきまして中小企業大学校人吉校ホームページをご覧ください。

（http://www.smrj.go.jp/institute/hitoyoshi/index.html）

会員事業所訪問

除までしたという。お客様に

いドローンを導入しました。
修理が必要な箇所や手抜き工
事が発覚した場合は正直にお
伝えし、納得して頂いたうえ

第
月

回 鹿児島県下商工会議所
女性会合同研修会

が行われた。

くり」のⅡ部に分けて、講演

きるための企業経営と地域づ

のホテルグリーンヒルにおい

日（金）
、薩摩川内市

て、鹿児島県下商工会議所女

研修会の後は、川内商工会

で工事を進めていきます。
」と
また、ドローンの技術を災

性会合同研修会が行われ、当

議所女性会創立 周年記念式

語る。
害救助に活用する「ＪＡＰＡ

会議所女性会メンバーも、９

Ｎ

助の説明会にも社員一同参加

㈱ｅｃｏｍｍｉｔ代

女性会活動指針」唱和の後、

性会の歌」斉唱、「商工会議所

研修会では、「商工会議所女

「講演では、女性がどのよう

参加した女性会メンバーは

ながら親睦を深めた。

メンバーらと情報交換を行い

では、県内商工会議所女性会

典も催され、その後の交流会

するなど、会社一丸となり、

第Ⅰ部

川野輝之氏による

積極的な活動を行っている。

社会貢献とビジネスの両立に

表取締役

に活躍しているか事例を織り

月に開催された、災害救

挑戦し続けている。

「輝く女性～私らしく働き続

交ぜながらの説明で知ること

る部分ももちろんありますが、

バーバラ代表

ける～」と第Ⅱ部

ができたと共に、ポジティブ

バーバラ植村

ドローンのノウハウや技術を

な気持ちの切り替え方法を学

語った。

ていきたいと思います。
」と

らの女性会活動にも是非繋げ

ぶこともできました。これか

氏による「女性が前向きに生
ことができます。個人ではで

吸収し、ビジネスにも活かす

西社長は「会社の負担にな

オフィス

名が参加した。

」の一員としても同社は

16

27

11

おじゃまします
㈱西 瓦創設
屋根と瓦のスペシャリスト

写真を見せたら大変喜んでい

30

指宿市十町に事務所を構え

が全くできていなかった時に

半年間の入院中で外の手入れ

瓦業界はお客様からは見え
は、屋根だけを綺麗にしても

そのような中で、同社はお

たというエピソードも披露さ

きない範囲の救助活動でも一
つの企業として、これからも
貢献できればと思います。
」
と語った。

指宿市共通商品 券 の 普 及 に ご 協 力 下 さ い ! !

る㈱西瓦創設は、瓦の美しさ
に魅了された社長の西隆氏が
年間修行し、 歳の時に独

立して立ち上げた屋根工事全

ない場所であるため、悪徳業
外が綺麗でなければ意味がな

般を請け負う会社である。

者や手抜き工事が後を絶たな

客様に信頼して頂くために、

いと外の草むしりや白アリ駆

品質の高い仕事を大前提に、
れた。

いという。

従業員全員が気持ちの良い挨

ドローンによる新たな挑戦

上を見たことがある人は少な

自分の家であっても屋根の

ローンを活用している。

同社は新たな挑戦としてド

拶をし、工事前よりも屋根の
上以外の家の周りも綺麗にす
るなど、至って当たり前のこ
とでお客様との信頼を作り続
けている。

い。我が家がどのようになっ

講師のバーバラ植村氏(左)と川野氏(右)

28

以前工事を請けたお客様が

ているかリアルタイムで見た
いという気持ちのお客様がほ
とんどだという。
西社長は「お客様から見え
ない場所を作業するからこそ、

参加した当会議所女性会メンバー

事務所の屋根は特殊な技法で作られたこだわりの逸品

見て頂かないといけないと思

住所 〒891-0402
指宿市十町1801-15
TEL 0993（22）3305
FAX 0993（26）3344
営業時間 ９：00～17：00
定休日 日・祝

10

47

㈱西 瓦創設

Vol.
97

社長の西氏

10
DATA

６

7

様
事業主
必見

2019年10月

第１回

税制度が変わります!

2019年10月１日から、消費税及び地方消費税の税率が８％から10％に引き上げられると同時に
「酒類・外食を除く飲食飲料」
「週２回以上発行で定期購読される新聞」の消費税率を８％に据え
置く「軽減税率制度」が実施されます。これにより、取り扱う商品の適用税率の把握や適用税率
ごとに区分した記帳・消費税額の計算など、様々な対応が必要になります。

軽減税率制度のギモン
どんな商品が軽減税率（８％）になるの？

飲食料品（外食や酒類を除く）と
新聞です。

建設業の場合、軽減税率制度は
関係ないですよね？

いいえ、すべての事業者に
影響があります。

日々の業務で気をつけること
売上げや仕入れに係る記帳の方法は
変わりますか？

適用税率ごとに区分して
記帳する必要があります。

請求書の作り方も変わるってホント？

新しいルールに沿って
記載しなければなりません。

軽減税率対応に取り組む事業者を支援する制度
複数の税率の商品を取り扱う場合、
レジは買い替えなければダメ？

複数税率に対応しているか
メーカーに聞いてみましょう。

複数税率対応レジの導入費が
負担ですが、どうすればいいですか？

レジ導入・システム改修等に
かかる費用について補助制度を
用意しています。

受発注システムの改修に費用が
かかるのですが、どうすればいいですか？

そのほかにも支援策を
用意しています。

ご相談は中小企業相談所まで！
！
工事の発注及び下請 け は 会 議 所 会 員 事 業 所 に ! !

事務局日誌

■ 月■
日 指宿市総合復興計画審

１日
県人会世界大会

税務連絡協議会

■ 月■
〃
プション

レセ

県人世界大会公式式典

県人世界大会総会

〃

２日

推薦団体連絡協議会

議会
〃
利右衛門新酒祭
行

グランドゴルフ大会

〃
ブランド産品協会

４日
５日
政との懇親会
地域団体商標登録出願

県下女性会合同研修会・

日

〃
薫る指宿商談会

簿記検定

年末調整説明会

日
川内ｃｃｉ女性会創立

日
一般商業部会研修視察

周年記念式典

日
（ 日まで）

月の主要行事

○三役会

に関する打合せ
まごころ共済推進（７

指宿商工会議所

よろず支援拠点個別相
アロハオープンゴルフ
〃
６日

21

〃
〃
指宿エクセレント発表

談会
〃
日 健康診断
世界県人大会指宿出身

日 よろず支援拠点研修会

〃

県青申会役職員研修会

日 中京指宿会

日 一般職員研修（ 日ま

編集後記

～会議所もそれぞれ～
11

16
○部会・委員会

■ 縦組バージョン

日まで）
産業まつり担当者会議

者受入打合せ
イベント部会
〃
温泉祭実行委員会

９日

奄美大島ｃｃｉ創立
周年記念式典

〃

三役会

〃
スポーツコミッション
〃

８日

〃
設立研修会

青年部役員会

日まで）

日 建設部会研修視察（

〃
ＪＲ開業 周年記念イ

日 指宿温泉祭

〃

で）

情報をお寄せください

当所は、会議所ニュースい

ぶすきで、会員の皆様に関す

る情報を随時、紹介しており

ます。

新商品や新サービスを開発、

事業所として地域貢献を行っ

たなどの情報をお寄せくださ

い。なお、掲載内容につきま

しては紙面の都合上、希望に

添えない場合もございますの

でご了承下さい。

指宿市共通商品 券 の 普 及 に ご 協 力 下 さ い ! !

1.11%
県融資制度 中小企業振興資金
1.8% 〜 2.4%
○○○○には各地において会議所名を挿入しご利用下さい。

連絡先 ☎２２ー２４７３

日本政策金融公庫 マル経資金

1.16% 〜 2.65%

日本政策金融公庫 普通貸付

ベントにおける観光特

347事業所

合同研修会担当者会議

法人事業所

〃

県優秀技能者表彰式

会

日 社会保険合同実務研修
〃

イベント部会

日 指導員研修（ 日まで）
〃

商標関係打ち合わせ

504事業所

13

60

日 交通金融諸業部会例会
〃

個人事業所

急「指宿たまて箱」旗
振り
ハロウィンパレード

日 珠算検定

〃

知

15

■ 縦組バージョン

日 指宿法人会理事会
薩摩半島横断道路

復興支援 シンボルロゴ・マーク

○○○○には各地において会議所名を挿入しご利用下さい。

851事業所

計

合

金利情報（平成30年11月11日現在）

事業資金

■

会員数（平成30年11月20日現在）

■

日 産業まつり実行委員会

〃

事への要望活動

■ 横組バージョン

月と 月に研修に２回参加さ
せて頂きました。
各地の商工会議所や商工会の
方々とお話しをする機会もあり、
多くの方と知り合えたのは、研修
で学ぶことと同じくらい大きな学
びだと思っています。
商工会議所と一言に言っても、
その会議所ごとの違いが多くある
ことも知りました。
例えば、毎月会員様に配布して
いる、会報も他の会議所では２ヶ
月や３ヶ月に１回の発行など、会
議所によって異なるそうです。
そして、特に珍しいのは会報を
手配りする会議所は大変珍しいよ
うで、他の地域でも同じだと思っ
ていた事なので驚きました。
毎月、会員の方々に直接届けて
お話しや最近のできごとを伺うこ
とは、楽しみでもあったのです
が、これも当たり前ではないと考
えると、毎月そのような機会があ
ることにも感謝しなければならな
いなと思いました。
他にも、指宿商工会議所だから
こそできることを、一つでも多く
増やして会員の方や指宿の方の頼
りになる場所を目指して微力なが
ら務めていきます。
会報担当 業務課 増永
10

30
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11

12 11
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支援 シンボルロゴ・マーク
15

28
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８

組バージョン

