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指宿の更なる発展に向けて

市議会と商工会議所の懇談会を初開催

今月の主な内容
〇市議会議員懇談会… ……………………………………… P３
〇海岸整備ワークショップ… ………………………………… P３
〇ＢＣＰセミナー… …………………………………………… P４
〇いぶすきマルシェ…………………………………………… P４
〇打ち水大作戦2018㏌指宿… ……………………………… P４
【発行所】指宿商工会議所

〇女性会だより「西郷どん」指宿ゆかりの地巡り…………… P５
〇指宿検定… ………………………………………………… P５
〇プレミアム商品券… ………………………………………… P５
〇事業所訪問『㈱イートアロット』…………………………… P６

鹿児島県指宿市大牟礼一丁目15番13号

TEL（0993）22−2473

FAX（0993）24−3175

２

経営支援事業（案内）
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。

無料

『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。
10月、11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】10月10日
（水）
・11月14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。10月、11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】10月26日
（金）
・11月22日（木）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
場】指宿商工会議所（10：00～17：00） ください。
注) 経営よろず相談会は予約制で

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 099−223−7117
お問合せ：指宿商工会議所

所報
サービス

中小企業相談所

TEL 22−2473
人を大切にする経営学会
会 長 坂本 光司

快進撃企業に学べ

「地元を大切にしながら成長発展する
『最上川千本だんご』」

山形新幹線に乗り、山形駅を通り過ぎ終着駅である
新庄駅の一つ手前の大石田駅で下車し、駅から車で
５分ほど走った場所に古民家のようなすてきなデザイ
ンのお店があります。ここが「最上川千本だんご」の
唯一の製造・販売拠点です。創業は、今から60年前の
1958年、現代表の五十嵐智志さんのご両親が始めた
お店です。創業当初は夫婦で豆腐の製造卸を専門とす
る、いわゆるお豆腐屋さんでしたが、豆腐屋としての
限界を感じたため、豆腐の製造卸をやる傍ら、現在の
お店のある大石田で収穫されたお米をふかしてついた
だんごをつくり、
「大石田だんご」と名付け副業とし
て販売するようになりました。
この「大石田だんご」が今のように売れるように
なった。そして、名前が「最上川千本だんご」に変わ
ったのは、2000年に開催されたあるイベントがきっか
けでした。山形市内の地元百貨店で「大石田フェア」
があるので出展しないかと声を掛けられたのです。
「明日には、硬くなるだんごはいかが…」という呼
び声で、つくりたての本物のだんごだからすぐに硬
くなるという点をアピールして来場客に販売したとこ
ろ、日に日に客が殺到し、最終日には、１日で1000本
を売り上げることができたのです。このことがきっか
けとなり、これまでの「大石田だんご」から県外の人
も知っている最上川の名前を入れて、「最上川千本だ
んご」に名前が変わりました。

先日訪問した折、この最上川千本だんごを食べさ
せていただきましたが、正直絶品でした。それもその
はず、大石田で収穫されたお米をベースに厳選され
た原材料を使用し、一切の添加物を使用せず、スタッ
フが注文を受けてから１本１本手づくりで目の前でつ
くってくれるからです。現在、製造・販売されている
種類は「ずんだだんご」
「しょうゆだんご」
「ごまだん
ご」「あんこだんご」、そして「くるみだんご」の５
種類がメインです。ほかには四季折々の旬の原材料で
味付けをしています。気になるところは値 段です
が、１本120～140円と、安価（リーズナブル）な値段
です。規模を大きくしようと思えば、要請のある全国
各地の百貨店やスーパーマーケットに卸せばいいわけ
ですが、同店はそうしたことは決してしないと明言し
ています。その理由は、単にだんごの日持ちの問題で
はなく、五十嵐さん夫婦の大石田への強い思いからで
す。大石田町も、過疎化が著しく進行しており、この
地に人を呼び込みたいのです。18年前までは、家族だ
けの小さなお店でしたが、現在は正社員が12人、パー
トやアルバイトが13人と、計25人の今や地域内外で著
名な繁盛店になりました。
こうしたお店の存在を知ると、中小企業の問題は、
ロケーションでも規模でも、広告力などでもなく、強
くぶれない本物へのこだわりの有無と思えてなりませ
ん。

指宿市共通商品 券 の 普 及 に ご 協 力 下 さ い ! !

指宿市議会と指宿商工会議所の懇談会
～商業の振興を目指して～

指宿港海岸 第 回ワークショップ

～突堤についてグループ討議～

もしっかりと計画して取り組

ショップがふれあいプラザな

保全推進協議会主催のワーク

７月 日（土）、指宿港海岸

と指宿商工会議所による懇談
んで欲しいということが要望

のはな館にて開催され、委員

間だけに任せるのではなく市

会が当商工会議所で行われた。
としてあがった。

された。

得ることを目的に初めて開催

振興等に関し理解・協力等を

会議所活動と商工業の現状や

議員になった方々に、当商工

ない。多額の費用を要するこ

設備改善を行わなければなら

あり、今後より一層の検査、

広く自然界に存在するもので

て検出されたレジオネラ菌は

先日、市内温泉施設におい

菌対策について

砦であるが、陸側基部より約

明。台風等から一番目に守る

（大山崎）の利用について説

明内容、導流提の構造、突堤

状況及び前回（第 回）の説

事務所より、現在の海岸整備

備局・鹿児島港湾・空港整備

した。商工会議所から以下の
た。

る助成金制度の創設を要望し

も限界があると前回説明され

４００ｍあるため安全管理に

を０ｍとした時）必要である

所から会頭を始め 名が出席
ような要望や現状が市議会に

説明を真剣に聞く参加者（委員）

について約 分意見を出し合

のそれぞれの良い点・悪い点

無、突堤の高さ（高い・低い）

れ、突堤の利用（立入）の有

議を実施。５グループに分か

えて突堤についてグループ討

説明後は、説明内容を踏ま

と説明があった。

行われた。人手不足問題に関

から最低でも３．
９ｍ（干潮時

た突堤は、防護機能等の観点
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当日は、国交省九州地方整

当日は、指宿市議会から福
の部分に、入湯税を財源とす

指宿市議会議員選挙により、

今回の懇談会は本年２月に

関係者ら 名が参加した。

７月 日
（月）
、指宿市議会

21

永議長を始め 名、商工会議

69

③深 刻 な 人 手 不 足 と シ ャ ッ

連して外国人労働者や奨学金

ター通りについて

人手不足の現状に対する見解

制度について市議会から質疑

換が行われた。

を他の地域の事例も交えて述

がなされるなど、現在経営者

各業界の経営者がそれぞれ

指宿湾岸整備事業に関して

べた。また、その延長線上に

が直面している生の声を市議

の視点から、現在の指宿市の

は、その海岸整備の部分だけ

あるシャッター通りの問題に

会へ届けることができた。

地のまちづくりについて

を考えるのではなく後背地も

関しても、具体的なこれから

完成を目指していく。

しながら指宿に適した突堤の

出された意見を集約・参考に

今後も引続き、参加者から

ループ代表者が発表を行った。

い、意見を集約した後、各グ

30

①指宿湾岸整備に向けた後背

一体として街づくりを考えて

の構想を交えつつ意見交換が

話に花を咲かせていた。

お酒を酌み交わしながら、会

議所役員、議員が膝を交え、

催され、市議会議員と商工会

懇談会終了後は、懇親会も

欲しいということ。また、後

南 会頭

工事の発注及び下請 け は 会 議 所 会 員 事 業 所 に ! !
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②市内温泉施設のレジオネラ

福永議長

伝えられ、それを基に意見交

18

16

突堤についてグループ討議

23

背地の街づくりに関して、民

3

事業継続計画（ＢＣＰ）関連セミナー
～災害時に企業や従業員を守るには～

他社の売り上げ減少による顧
客の獲得など、如何に最速で
中枢事業を復旧できるかが重

指宿駅前商店街魅力向上事業

いぶすきマルシェ朝市

～涼を演出～

打ち水大作戦
２０１８㏌指宿

え、「事業継続計画
（ＢＣＰ）
関

動より講師として立花氏を迎

が課題と伝えられた。当セミ

を踏まえて、認知度そのもの

ていないという調査結果など

業がＢＣＰについて認知をし

は８％にとどまり、 ％の企

業所のうち、ＢＣＰ策定企業

熊本震災の際、被災した事

ていることが説明された。

ＣＰの普及や策定支援を行っ

を締結し、その取組としてＢ

態に合わせてＢＣＰも定期的

状態を作ることと、会社の状

有事の際に災害に対応できる

はなく、従業員全員が理解し、

を作成することが大切なので

とができるが、完璧な計画書

も費用もいくらでもかけるこ

最後にＢＣＰの策定は時間

時間であると立花氏は語った。

るかが、その会社の目標復旧

顧客が復旧までどれほど待て

フードコートに大型冷風扇と

で、マルシェの雰囲気を高め、

見せないよう配置を行うこと

えた。出店店舗同士の隙間を

マルシェファン」の多さが窺

の来場者で賑わい「いぶすき

当日は、開催直後から多く

で開催する第２回目であった。

された。今回は、３ヶ月連続

マルシェ」が朝市形式で開催

歩行者天国にする、「いぶすき

ら全国に元気をお届けできれ

川会長による「南の端っこか

を盛り上げた。「華の会」の細

よるフラダンスも披露され場

当商工会議所の女性会有志に

ベニ太鼓の演奏から始まり、

が指宿駅前に集まった。ツマ

身を包んだ参加者ら 人以上

なる今回は、浴衣やアロハに

大作戦が行われた。 回目と

き温泉華の会」主催で打ち水

館の女将で組織する「いぶす

８月１日（水）、ホテル、旅

連セミナー」を当所にて開講
ナーに参加した経営者もＢＣ

パラソルを設置する等の暑さ

ば」というあいさつの後、合

８月 日（日）、中央通りを

した。立花氏は、各地商工会、

に見直すことで意味を成すと

対策も講じられており、来場

要になってくる。その会社の

商工会議所でＢＣＰについて
Ｐを策定している方はいな

締めくくった。

図を皮切りに５００㍑の水が

19

者は涼を感じながらマルシェ

などの講師を務めており、大

のセミナーやワークショップ
性など、ＢＣＰについての知

かったが、ＢＣＰ策定の必要

える姿も見られ、是非次回は

と参加した経営者が意見を交

セミナーの後には、立花氏

７月 日
（水）
、東京海上日

変分かりやすいと好評を博し

識がなくても理解しやすい構

ＢＣＰを実際に作成する講座

緊急事態に遭遇した場合にお

に直下型の地震が起きた場合

また、鹿児島市や、指宿市

がっていた。

次回は、９月 日（日）に開
催する。

14

今年は 度あった気温も 度

50

驚きの歓声があがっていた。

まで下がり、参加者からも、

32

ている。

成になっており、熱心にセミ

いて、事業資産の損害を最小

の被害を想定するなど具体的

も開いて欲しいという声もあ

ナーに耳を傾けていた。

限にとどめつつ、中核となる

な話で受講者に当事者意識を

25

涼しさを呼び込む浴衣姿の参加者

事業継続計画
（ＢＣＰ）とは、

事業の継続あるいは早期復旧

持ってもらいながらセミナー
真剣に聞き入る経営者

企業が自然災害や火災などの

を可能とするために、平時に

は進められた。
している企業としていない企

そのうえで、ＢＣＰを策定

行うべき活動や緊急時におけ
る事業継続のための方法、手
段などを取り決めておく計画

の違いを具体的な事例を交え

業の当日、数日後、数か月後

今回のセミナーでは、まず

て説明がなされた。災害発生

のことである。
東京海上日動が鹿児島県と地

上部には遮光ネットを設置

63

時などは、特需の発生や競合

16

立花

方創生包括連携に関する協定

指宿市共通商品 券 の 普 及 に ご 協 力 下 さ い ! !

壮太 氏

一斉に撒かれ涼を呼び込んだ。

18

を楽しんだ。

4

総務事業委員会・広報交流委員会共催

「西郷どん」指宿ゆかりの地巡り視察

市内外の指宿通

身近に感じてみようと、西郷

絶賛放送中の「西郷どん」を

女性会メンバーも熱心に時代

ても幅広く紹介されており、

院篤姫等、郷土の偉人につい

だけでなく濵﨑太平次や天璋

市民会館で実施され、初級試

き検定が８月５日
（日）、指宿

産業経済の知識を問ういぶす

指宿の歴史、自然、文化、

人が

～共通商品券発行事業～

プレミアム付商品券販売

７月 日
（日）
、７月 日
（月）

受験に来られる熱心な「指宿

当商工会議所で販売された。

プレミアム付き共通商品券が

の２日間で合計２千セットの

ファン」もいる。また、観光

受験者の大半は指宿市在住

合格、基本的なキーワードや

毎年、平日に販売していた

者だったが、鹿児島市、薩摩

内容を問う問題が中心となる。

が、今年はより多くの人に購

場所を山川に移し、「いぶす

川内市、福岡県、長崎県、山

業やサービス業従事者をはじ

き西郷どんガイド」の方によ

口県など市外からも７人が受

め、自営業者、公務員、定年

る説明を受けながら、西郷隆

中級は５択の選択式問題が

入して頂けるよう日曜日と平

当日は、初めにＣＯＣＣＯ
盛逗留地跡や鰻池、鰻温泉の

験。初級、中級、上級と毎年

退職者、小学生など幅広い職

いぶすき検定に挑戦！

どんのゆかりの地である指宿

験に 人、中級試験に８人、

改めてうかがえた。西郷隆盛

を巡る視察を実施した。西郷
背景に対する見識を深めてい

女性会は、７月 日
（水）
、

どんは、狩りと温泉を好み、

はしむれのいぶすき西郷どん
散策を行った。最後に温泉の

日に分けて販売した。昨年と

館を訪れた。１階には、大河
蒸気熱を利用した天然のかま

種や年齢の方が受験した。

ドラマ館が設置され、ドラマ

ど「スメ」で今回の季節の野

上級試験に６人が挑戦した。

のあらすじや主要キャストに

菜であるオクラと卵の蒸し料

た。

ついて分かりやすく解説され

理を体験した。オクラは色鮮

枚（うち３枚は中小取扱店

同様、１万円に５００円のプ

ており、使用された衣装や小

やかに、卵はホクホクにほん

初級は、３択の選択式問題

道具なども展示されていた。

のわずかな時間で蒸しあがり、

専用）を１セットとして発売。

問、上級は穴埋め式問題と小

が引換券を配布する８時 分

しが照り付ける猛暑であった

発売日初日は、朝から日差

論文が出題され、何れも 点

以上で合格、上の級にいくほ

の前から購入者が長蛇の列を

の商品券も販売されている。

からは、お楽しみ抽選券付き

今回、当所は７回目の検定

（詳しくは会議所ＨＰへ）

内各施設の割引等が受けられ

格証」を発行する他、指宿市

今後、合格者には当所が
「合

作りにも配慮した。

するなど、受験しやすい環境

でも受験対策セミナーを実施

セミナーに加え、初めて上級

従来の初級・中級の受験対策

キストの改訂版を出版した他、

を迎えるにあたって、基本テ

となっている。

作っていた。また、８月 日

80

ど、より深い内容を問う設問

30

度々指宿を訪れていた人物で

30

レミアムが付いた５００円券

２階には県内外から集められ

70

もある。

29

が 問出題され、 点以上で

た貴重な資料が数多く展示さ

女性会メンバーも美味しく頂

50

50

る特典を準備している。
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30

れており、資料を見るだけで

鰻温泉前にて

20

毎年好評の商品券！

16

いて、視察を終了した。

天然のかまど「スメ」

21

11

も、西郷隆盛が激動の時代を

真剣な表情で試験に臨む受験者。鉛筆の音だけが会場に響く

女 性 会
だ よ り
生き抜いた偉人であることが

５

久仁子氏は「母親は無農薬の

を行っている。社長の湯ノ口

プやセミナー等、様々な事業

作りを体験するワークショッ

に重点を置いた、調味料の手

採れたての野菜をすぐに加工

度も落ちるという。そこで、

消費者に届くまでに野菜の鮮

もある上に、市場に出てから

野菜より安く取引がされる事

市場では、農薬を使っている

あったり虫食い被害等により

ると思う。そのきっかけを作

本はもっと素晴らしい国にな

く元気に過ごせていたら、日

代ジュニアが、 年後も明る

あることから「私たち団塊世

第二次ベビーブームの世代で

また、湯ノ口社長は自身が

社長は語った。

て貰えたら嬉しい。
」と湯ノ口

観光で日本を元気に

指宿商工会議所

り、料理が憂鬱なものになっ
ている現実がある。子どもた
ちの生命の源である食に対し
てそのような気持ちになって
欲しくないし、健康的な生活
というのは難しいものでも、
お金がかかるものでもなく、
少しのきっかけで毎日の生活
に落とし込んでいけるものだ
と伝えたい。弁当から料理の

野菜を子どもに食べさせたい

して消費者に届けるお弁当屋

れればと思う。
」とこれからの

るのに食を通じて一石を投じ

住所 〒891- 0311 指宿市西方5017
TEL/FAX 0993（26）4261
復興支援 シンボルロゴ・マーク
営業時間 11：00～17：00
定休日 日曜日
20

目標として語った。

■ 縦組バージョン

会員事業所訪問

おじゃまします
毎日の食事に魔法を
一昨年の 月に、㈱イート
アロットは設立された。同社
は、自家栽培の野菜をメイン
に使った弁当を販売する「や
さいろ」の経営を行っている。

と思う人も多い。私自身も３

さんの形態が生まれたとのこ

アイディアをお母さん達に得

人の子どもの母親として同じ

他にも食と健康の結びつき

気持ちであるのに野菜の生産

園の給食としての注文が入る

女性からの人気に加えて幼稚

現在では口コミで広まった

と。

はいかない。
」と思い立ち、同
社の設立に至ったという。
無農薬の野菜は形が歪で

など、大変好評であるという。
少しのきっかけに
「やさいろ」の弁当には、
「見て、
食べて、学べる教材」
というコンセプトが込められ
ている。「育児をするお母さん
は本当に毎日が忙しい。自分

㈱イートアロット

指宿市共通商品 券 の 普 及 に ご 協 力 下 さ い ! !

10

者として、そこを驕るわけに

野菜たっぷりのサラダ弁当

のことは後回しにしがちにな

DATA

■ 縦組バージョン

ボルロゴ・マーク

Vol.
94

湯ノ口久仁子社長

６

当会議所に８月１日より新
を尽くしたいと思っておりま

がますます発展するよう全力

う日々精進して、観光地指宿

少しでも皆様の力になれるよ

３日

２日

〃

１日

官民連携セミナー

一般商業部会例会

■８月■

いぶすき検定

県制度幹旋協議会

５日
食品商業部会

産業経済対策協議会

〃

簿記講座打合せ
指導員研修
労働保険事務組合指宿
地区協議会総会
青申会担当職員意見交
三役会

換会
〃

ものづくり・商業・サー

日

〃

８日

〃

６日

〃

打ち水大作戦

アロハ献血セレモニー

たに石田大雅が職員として勤
す。よろしくお願いします。

新規採用職員のお知らせ

務いたします。新規採用職員

事務局日誌

温泉祭実行委員会

日

ビス経営力向上支援補
〃

県監査

工業部会例会

助金説明会
日

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。

増永です！

編集後記

会報担当

事業所として地域貢献を行っ

右も左も分からず、毎日勉

月に入所したばかりでまだ

て頂いてる、増永です。７

先月から会報担当をさせ

たなどの情報をお寄せくださ

強の日々でありますが、会

新商品や新サービスを開発、

しては紙面の都合上、希望に

員の皆様に商工会議所の活

い。なお、掲載内容につきま

添えない場合もございますの

動や指宿市のイベント等を

でお伝えできるよう日々努

少しでも分かりやすい記事

でご了承下さい。

連絡先 ☎２２ー２４７３

めていく所存です。

このコーナーでは、そん

な私が会報の取材や日々の

業務で感じたことや発見し

たことなどを発信していき

ます。なお会報の感想等も

お待ちしておりますので是

非、商工会議所に来所され

た際は、私に感想を聞かせ

てください！
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に対するご指導のほど、よろ
しくお願いいたします。
■７月■

〃
市議会との懇談会・懇

者研修会

日 労働保険新任事務担当

親会

〃

ペーン中間報告会

日 イッシー共済キャン

セミナー

いぶすき検定受験対策

ト

日 菜の花レディコンテス

〃

８月１日より職員として勤
務させていただくことになり
ました、石田大雅と申します。
私は親の仕事の関係もあり、
県内各地を転々としてきまし
た。その中でそれぞれの街の

日 県制度幹旋協議会

県融資制度 中小企業振興資金

魅力を肌で感じてきて、指宿

９月の主要行事

1.11%
1.8% 〜 2.4%

日本政策金融公庫 マル経資金

日 県制度幹旋協議会

1.16% 〜 2.65%

日本政策金融公庫 普通貸付

にはない素晴らしさをみてき

〇三役会・常議員会
350事業所

日 ＮＨＫ夏期巡回ラジオ
体操

〇部会・委員会

法人事業所

ました。そこで、私も地元指

県商女性連総会

〇指宿温泉祭（ 日・ 日）
29

宿のためにも何か一役買えな
〃

菜の花マラソン実行委

505事業所

10

〃

員会
ップ

日 指宿港海岸ワークショ
日 プレミアム商品券販売
日 三反園知事を励ます会

会員の皆様と会議所を結ぶ
窓口のような会報を作って
いきます！

会報担当
業務課 増永

いかと思っておりました。そ
して、この度このようなご縁
に巡り合えたことを大変嬉し
まずは、共済の保険関係・

く思っているところです。
いぶすき検定・一般商業部会・
厚生委員会等を主に担当する

個人事業所

23
24
28

31 30 29

日 働き方改革セミナー

855事業所
計
合

金利情報（平成30年8月10日現在）

事業資金

■

会員数（平成30年8月20日現在）
■

22

ことになりました。まだ右も

30

大雅

27 26 25

17
20

石田

左もわからない新参者ですが、
7

８
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