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ドラマ『西郷どん』が放送さ
行きます。力を合わせて指宿

イベントがこれからも続いて

指宿市長との対話集会

外の方からの指摘について。

対話集会終了後は懇親会も

伝えてきたが、今年は事前に

議で集約した意見要望を市に

例年事前に三役・部会長会

ホテルにて開催された。

の対話集会」が指宿いわさき

ドでも是非グラウンドゴルフ

ると思うが、多目的グラウン

使い方がある程度決まってい

サッカー場は合宿の誘致等

ついて

グラウンド整備事業計画に

①今後のサッカー場・多目的

好の機会であると述べた。

とに触れ、指宿をＰＲする絶

各地から多くの人が集まるこ

の総会が指宿市であり、九州

次回の九州商工会議所連合会

岩崎芳太郎会頭の挨拶もあり、

合間には鹿児島商工会議所

催された。

決められた議題に対し、最初

大会等を誘致し、全国から人

所役員議員は歓談に花を咲か

月 日（金）、「指宿市長と

に市当局より説明を受けてか

を呼んで欲しい。

せつつも、情報交換を行い見
いて

った。

識を深める有意義な時間とな

懇親会中も市当局と当会議

ら、質疑応答・意見交換を行

②中心街の街づくり事業につ

ここ数年様々な事業が駅周

辺で行われているが、起爆剤

て欲しい。

当会議所の南会頭は「本日

③その他

のよう施策が欲しい。そうい

商店街のこれからについて

の議題でもあるサッカー場・

も、商工会議所の長年のテー

◎これからどのような計画に

う物を考える場として市と駅

院議員、小園成美県議会議員

マでもありました。指宿港の

基いて、指宿市という街作

グラウンドの経済効果に、

の４名から会議所への激励の

海岸整備が着々と進んでおり、

りを行うのか、駅前から海

周辺の人々が対話する機会が

言葉などを交えながら、新年

この指宿に素晴らしい海岸線

岸までの景観も併せて市に

我々商工業者も大きな期待を

その後、福永徳郎市議会議

ができようとしています。是

検討して貰いたい。

ここ数年無いので、是非設け

長による乾杯の発声で祝宴は

非、駅前の商店街と一体とな

大に伴って、市営住宅を社

◎外国人労働者の受け入れ拡

の挨拶をいただいた。

始まり、和やかな雰囲気の中、

った町づくりなどについて、

以下協議事項と商工会議所
からの意見・要望である。

ホスピタリティに関する県

◎指宿市の観光名所における

か。

宅という形で利用できない

中身の濃い意見交換会をして
ードの熱気に包まれた。
最後は、濱田副会頭による、
新年にふさわしい威勢のいい

いきましょう」と語った。

参加者は新年の挨拶や名刺交

寄せています。

長・議員らが出席した。

当日は、三役はじめ各部会

う形が取られた。

30

換、懇談を行い会場は正月ム

夫衆議院議員、園田修光参議

11

新春を祝って年始会
～関係者約１００名集う～
１月４日
（金）
、平成 年の

れるなど鹿児島県にとって追
の地を盛り上げていきましょ

新たな一年の幕開けに乾杯！

また、豊留市長、金子万寿

い風となる年でありました。
たが、東京五輪や国体などの

う」と訴えた。

勝信副会頭は「昨年はＮＨＫ

の後、年頭の挨拶として中村

当日は国歌・市民歌の斉唱

参加した。

役員・議員等、約１００名が

政や各団体関係者、当会議所

豊留悦男市長をはじめ、行

会議所にて開催された。

新年を祝う恒例の年始会が当

31

ドラマは終了してしまいまし

年始会の様子

一本締めで、締めくくられた。

指宿市共通商品 券 の 普 及 に ご 協 力 下 さ い ! !

２

3

第38回 いぶすき菜の花マラソン
～「頑張れ」と「ありがとう」に溢れた１日～

き菜の花マラソンが開催され
冨士とも呼ばれる開聞岳等、

花が植えられ、池田湖や薩摩

コースには１千万本の菜の

た。ランナー達を励ます温かい
名所の多い指宿路を、１万２

回いぶす

声援や、豚汁などの様々な振る
７７５人のランナーが駆け抜

日（日）、第

舞いを地元住民やボランティア
けた。

１月

の人々が行う事から「おもてな

女 性 会

当会議所女性会メン

バーも毎年担当してい

時ま

る、貴重品の預かり。当

日は午前６時から

で受付・管理を行った。

参加ランナー達に、激

励の言葉を送っている場

面も見られ、スタート前

していた。

の選手たちの緊張をほぐ

工事の発注及び下請 け は 会 議 所 会 員 事 業 所 に ! !

しマラソン」としても知られる
当マラソン。
当日は、吹き付ける風も和ら
ぎランナー達には走りやすい天
候であった。午前９時、スター
トの合図と共に勢いよく駆け出
したランナー達の中には、この
日のために準 備 し た 着 ぐ る み
の衣装で走る人々も多く見ら

ランナー達の笑顔が眩しかった
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38

れ 、 思 い 思 い の ペースでゴー
ルを目指した。

山川ツマベニ少年太鼓。威勢のいい太鼓の
音が響き渡った

特設の足湯。疲れを癒して、もうひと踏ん張り!!

３年ぶりに出場し優勝した川内優輝選手

多くのギャラリーが見守る中、盛大にスタートが切られた
500番ごとが対象となった飛び賞。
指宿の特産品等が贈られた

喜入から駆け付けたキイレンダーと、ひよこ隊♪
小さい子どもがお菓子を振舞う姿にラン
ナーも癒されていた
名物となっている「おもてなし」は今年も至
る所で見られた
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いぶすきナイトバザール

Ｘｍａｓ

イブの夜にスキ焼き

月 日
（月）
、クリスマス

イブの風物詩になっている
「イブの夜にスキ焼き」を指
宿駅前広場にて駅前通り会が
主管となって行った。
当日は、山川ツマベニ少年
太鼓や、子ども達によるクリ
スマスソング合唱、ゲーム
（ス
カ ッ ト ボ ー ル ・ 輪 投 げ ）、 バ
ルーンマンによるバルーンパ
フォーマンス、サンタさんか
ら子どもたちへのクリスマス
プレゼントなど様々な催しが
行われた。さらに白百合幼稚
マス絵画を指宿駅構内に設置

今年も沢山のすき焼きが振舞われた

することで、クリスマスの雰

協賛企業（順不同）

若宮神社で年越し＆初詣イベント

大晦日から元旦にかけて、

摺ヶ浜通り会を中心として大

晦日イベント「若宮神社で年

越し＆初詣」が開催された。

当日は、境内や子宝ロード

（神社から砂むし温泉への道）

に竹やペットボトルを切って

作った灯籠が飾り付けられ幻

想的な雰囲気を演出する中で、

おしるこやお神酒が振舞われ

多くの参拝者を迎えた。

や近隣の旅館・ホテルに宿泊

ウン花火の会場から訪れる人

議所青年部主催のカウントダ

をして貰おうと、多くの人が

まると、頭を噛まれて厄除け

獅子舞のパフォーマンスが始

また、神社の石段に現れた

運試しに挑んだ。

した観光客も訪れ、境内から

獅子舞の前に足を止め、大変

地域の人だけでなく、当会

子宝ロードまで参拝者の列は

盛り上がった。

指宿市共通商品 券 の 普 及 に ご 協 力 下 さ い ! !
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園、聖亜幼稚園、コスモス幼

続いた。

下柳田会長は「第 回の若

宮年末イベントに、沢山の

年越しのお楽しみとして、

ハズレなしの福引き大会も催

方々がお越し下さいました。

これも、地元の皆さんをはじ

され、多くの参拝者が今年の

め、観光客の方々が毎年来て

くださるお陰だと思っていま

す。来年以降も 回、 回と

続けて行きたいと思いますの

で、今後とも摺ヶ浜通り会を

よろしくお願い致します。
」と

語った。

お神酒・ぜんざいの振舞い

12
稚園の児童たちによるクリス
囲気を演出した。
また、焼き芋やカレーの販
売など様々な飲食店が軒を連
ね、来場者は身体を温めなが
メインである、指宿牛を

ら楽しんだ。
使ったすき焼きの販売（２０

指宿海上ホテル
夫婦露天風呂の宿 吟松
指宿シーサイドホテル
指宿コーラルビーチホテル
指宿ロイヤルホテル
指宿こころの湯
元祖指宿ラーメン 二代目
中園久太郎商店
セブンイレブン 指宿渡瀬通り店
御菓子司 鳥越屋
寳福
ありがとうございました。

10

30

０円）は、長蛇の列を作り、
完売した。
毎年大好評であるビンゴゲ
ームは、約４００枚のカード
が販売され、来場者は数字が
読まれるたび歓声が上がるな

20

in

ど、大いに盛り上がった。

厄払いをして貰う参拝者

4

心温まる子どもたちによるクリスマス絵画展

今年のビンゴ大会でも、様々な豪華景品が協賛企業から提供された

カウントダウン花火＆
菜の花マラソン歓 迎 花 火
前夜にも、花火が実施され

花火として、菜の花マラソン

青年部主催のカウントダウン
市・県外から訪れる人々を盛

２０１９年の幕開けを祝う、
花火が、今年も指宿漁協周辺

くの事業所等から協賛をいた

これらの花火事業には、多

大に迎えた。

スープが振舞われ、２０１８
だきました。下記への掲載を

当日は、来場者にカレー

にて行われた。

年が終わるギリギリまで青年
もってお礼に代えさせていた
だきます。

部らしい地域貢献を行った。
当会議所青年部の野田会長
と今奈良事業副委員長の、軽
快なマイクトークでカウント
ダウンが行われ、新年を迎え
た瞬間に「西郷どん メイン
テーマ 」のＢＧＭに併せて、
花火が打ち上げられた。

協賛企業・団体名（順不同）

指宿フェア開催

楽しんでいた。

～県内に指宿をＰＲ～

日（土）
・ 日（日）の

また、鰹節の削りを体験の

月

２日間、鹿児島市のオプシア

できるコーナーや、指宿に関

する粗品がもらえるガチャポ

ン大会が開かれるなど、販売

２日目は、新たに２事業所

当フェアは、市が菜の花

が加わり、漬物やお菓子の試

だけではなく子ども達も楽し

を図ることを目的に、今回初

食・販売を行い、完売する商

シーズンに合わせて、指宿市

めて開催され、当所職員も指

品が出るなど、この日も多く

める催しも開かれた。

宿ブランド産品協会会員の出

また、菜の花マラソン・

店フォローに両日携わった。

入口には、菜の花のプラン

マーチ開催前ということや、

の買い物客で賑わいをみせた。

ターを置き、雰囲気を演出す

いぶすき西郷どん館が 日で

をしっかりＰＲしたフェアと

待券を配布するなど、
「指宿」

閉館することを受け、観覧招

ラパウダーや無農薬野菜、黒

なった。
どを販売した。

毛姫牛の牛肉冷凍コロッケな

ルした。

ると共に本市の〝色〟もアピー

また、オプシアミスミの出

の特産品のＰＲ及び販売促進

が開催された。

ミスミにて、「いぶすきフェア」

6

多くの来店者は珍しい商品

工事の発注及び下請 け は 会 議 所 会 員 事 業 所 に ! !
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や食材に足を止め、買い物を

指宿を菜の花でもＰＲ

観客は雄大な音楽と花火の

元旦の空を花火が彩る

1

初日は、 事業所が、オク

14

−

融合に感嘆の声を漏らしてい

いぶすき菜の花マラソン大会実
行委員会・指宿いわさきホテ
ル・ユーコーラッキー指宿店・
指宿白水館・指宿海上ホテル・
指宿コーラルビーチホテル・指
宿シーサイドホテル・いぶすき
秀水園・指宿酒造・指宿フェニ
ックスホテル・指宿ベイヒルズ
ＨＯＴＥＬ＆ＳＰＡ・指宿ロイ
ヤルホテル・大蔵堂・休暇村指
宿・夫婦露天風呂の宿吟松・メ
ディポリス医学研究所・やま
げ・吉本葬祭・味処すえなが・
指宿観光交通・指宿民宿千成
荘・ウィークリーマンション海
水・うっかり八兵衛・家族温泉
野の香・圭屋・こらんの湯錦江
楼・古民家で昼ごはん梅里・旬
菜旬魚しろく・長寿庵・中小路
簡易郵便局・なんきゅうドッ
ク・ハイビスカス観光交通・肥
後商会ガス設備・やき屋ひよ
り・堀之内商会・丸幸水産・め
ん処小牧庵・山下荘・吉永酒
造・ラウンジなでしこ・旅館
月見荘・旅館白波荘・青葉・秋
元自動車・味彩むさし・集り処
酒楽舎・ａｌｏａｌｏ・池田湖
パラダイス・ｃａｓａ Ｖｅｃ
ｃｈｉｏ・神山造園・桜井材木
店・薩摩風月・下柳田タタミ
店・旬彩あい福・ショットバー
ＤＯＵＢＬＥ・信州庵・正愛整
骨院・タイヤハウス車りん・た
くま不動産・ＴＡＫＥＴＯＲ
Ａ・中国料理紅龍・南栄ツーリ
スト・ハーティスポーツ・春・
ハートヒール・はんの松原天心
堂・ひまわりこども園・南風・
民宿たかよし・やきとりあっち
ゃん・焼肉ホルモンよかとこ・
沖縄居酒屋なんくるないさー・
元祖指宿ラーメン二代目・くつ
ろぎ処なんつぁならん・麺屋二
郎・やど松風・ゆとり・ゆとり
の里・瑠風・ニコニコ寿司・安
上利

当日の様子

青年部会員募集中！
地域の力になりたい！若
手経営者・後継者として仲
間が欲しい！という方、一
緒に活動しませんか。
商工会議所青年部は随時
会員を募集しています。
【申込・お問合せは】
事務局・栫まで
（電話 ２２ ２４７３）

−

−

また、菜の花マラソン歓迎

カレースープ配布の様子

3

青年部
だ より
た。

５

会員事業所訪問

おじゃまします

の美沙子氏が取り寄せた日本
東北６県それぞれの、こだ

を持ちたいという志があった
東京の焼肉店で修業を積み、
わりの逸品を各県１本～２本

酒でもある。

肉への知識を深めてから、こ
ずつ、計８種類取り揃えてい

という。

の指宿の地で開業した。

歴史講話＆いぶすき検定合格者表彰

～指宿への愛を深める～

く店を作れました。」と語る。

るなど、一から自分の思い描

たが、今回は、座敷の席も作

店として出来上がっていまし

ブル等も最初からある状態で

下川床氏は「前店は、テー

が、来て頂くお客様からも、

イメージがあると思います

思います。焼肉は高いという

陰で良い方向に進めていると

とができました。皆さんのお

うになり、４年で移転するこ

お客様も次第に来てくれるよ

は、不安などもありましたが、

下川床氏は「開店した当初

続いて、「いぶすき検定上級

た。

いを馳せながら聞き入ってい

りゆく歴史を表現した曲に思

が披露された。来場者は変わ

う会のメンバーによって 曲

当日はまず、いぶすきうた

者表彰式」が執り行われた。

及び「いぶすき検定上級合格

人に学ぶ」と題した歴史講話

「明治維新と太平次郷土の偉

民館にて、ヤマキの会主催の

０人以上の来場者が集まり、

から来られた方も多く、１０

かかわらず、伊集院など遠方

入っていた。

多くの来場者が熱心に聞き

「西郷どん」の裏話もなされ、

た。話の中では、大河ドラマ

割」と題した講演会が開かれ

「明治維新と浜崎太平次の役

最後に、原口泉先生による

ることが窺えた。

何より指宿愛に満ち溢れてい

苦労や感想を述べられたが、

を含めながら合格するまでの

座敷はお年寄りも食事がし

よくこの価格で提供できるね

合格者表彰式」があり、当所

外の天気に負けない熱気と盛

日（土）、指宿中央公

やすく、カウンターは一人焼

と言われることもあります。

の大山副会頭と佐藤副市長の

月

肉にも対応しているので、誰

これからもブレずに、地元の

あいさつのあと、今年度のい

る。

でも食事がしやすい環境とな

人に安全かつ上質な肉を楽し

平成 年の９月には、湯の

っている。

んで頂けるよう心掛けていき

り上がりの内に閉会した。

浜から現在の店に移転した。

よかとこの魅力は、下川床

ぶすき検定上級受験者６名の

当日はとても寒かったにも

氏が信頼する業者より仕入れ

ます」と笑顔で語った。

住所 〒891-0405
指宿市湊一丁目12-17
TEL・FAX 0993（37）5149
営業時間 18：00～22：30
(LO21：30)
定休日 月曜日

た鹿児島県産の良質な肉は勿

うち合格者である２名（別府

増大氏・池上幸一氏）を表彰

指宿市共通商品 券 の 普 及 に ご 協 力 下 さ い ! !

8

し祝福した。

表彰を受ける別府氏

論、東北の出身である奥さん

DATA

30

12

合格者２名から、自己紹介

検定の感想を語る池上氏

焼肉・ホルモン
よかとこ

指宿市湊一丁目の平和通り
よかとこ」は、店

前半の頃より、自身の焼肉店

よかとこ
焼肉・ホルモン

沿いに店舗を構える、「焼肉・
ホルモン

主の下川床晃氏が、平成 年
に開業した。

を営んでいることから、 代

下川床氏の実家が、畜産業

26
20

4

厳選された上質な肉

Vol.
99

店主の下川床氏
落ち着いた個室の座敷

６

7

イッシー共済から
おめでとうございます

（順不同）

イッシ―共済（生命共済）からお子様の健やかな成長を願ってお祝い金を進呈させていただきました。

㈲竹﨑電設
吉村聖矢さんの次男

税務署からのお知らせ

【振替納税のお知らせ】
所得税及び復興特別所得税、
個人事業者の消費税及び地方消
費税の納税は、金融機関の預貯
金口座から引き落としとなる
「振替納税」が大変便利です。
まだ利用されていない方は、
是非ご利用ください。
振替納税の振替日は、次のと
おりです。
○所得税及び復興特別所得税
４月 日（月）
○個人事業者の消費税及び地方
消費税
４月 日（水）

工事の発注及び下請 け は 会 議 所 会 員 事 業 所 に ! !

【確定申告と納税は
正しくお早めに】
平成 年分の確定申告と納税
の期間は次のとおりです。

○所得税及び復興特別所得税の
確定申告と納税
２月 日（月）～３月 日（金）
○個人事業者の消費税及び地
方消費税の確定申告と納税
２月 日（月）～４月１日
（月）
○贈与税の申告と納税
２月１日
（金）～３月 日
（金）

【申告相談会場の御案内】
２月 日
（月）～３月 日
（金）
９時から 時まで
（平日のみ）
指宿税務署一階会議室

【青色申告について】
青色申告は、不動産所得、事
業所得又は山林所得のある方が
一定水準の記帳をし、その記帳
に基づいて正しい申告をすれば、
所得や税額の計算上、様々な有
利な扱いが受けられるという制
度です。
新たに青色申告を始めようと
する方は、その年の３月 日ま
でに「青色申告承認申請書」を
所轄の税務署へ提出してくださ
い。

【問い合わせ先】
指宿税務署総務課
電話２２ ２５４８
（自動音声案内に従って、「２」番
を選択してください。）

15

15

15

15

22

24

30

18

18

なお、国税庁ホームページ
（ www.nta.go.jp
）の、
「確定申告
書等作成コーナー」で申告書等
の作成ができますので、是非ご
利用ください。
申告期限が間近になりますと、
大変混雑します。早めの申告を
お願いします。
【ＩＤ・パスポート方式について】
平成 年１月からは、事前に
税務署で職員と対面による本人
確認を行った後に発行される
「ＩＤとパスワード」を取得す
ることで、パソコンやスマート
フォンからｅ Ｔａｘで申告す
ることができます。

−

16

−

㈲マルユ湯通堂青果
湯通堂平さんの長男
㈱指宿リサイクルセンター
植山克俊さんの長女
㈱岩野建設
木原廣弥さんの長男

18

31

尊くん
H30年9月22日生まれ
こ

ほ

か

そうた

㈲丸山水道工務店
久永大貴さんの長女

松元産業㈲
松元圭三さんの長女

か
も
みこと
かなと

たける

叶宝子ちゃん
H30年9月22日生まれ

蒼汰くん
H30年10月7日生まれ

萌楓ちゃん
H30年10月5日生まれ

美琴ちゃん
H30年7月24日生まれ
奏音くん
H30年9月12日生まれ

編集後記
受け継がれる
「おもてなしの心」

『定例金融相談会』

程】３月13日
（水）
・４月10日（水）
場】指宿商工会議所（13：00～15：00）

『経営よろず相談会』

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
ます。

る情報を随時、紹介しており
新商品や新サービスを開発、

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。

事務局日誌

■ 月■
専務理事会
イベント部会
事業所として地域貢献を行っ

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

日 県連人事管理委員会・

〃
日 イブの夜にスキ焼き

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

指宿市共通商品 券 の 普 及 に ご 協 力 下 さ い ! !

ティア説明会
青申会会計ソフト研修

でご了承下さい。

添えない場合もございますの

連絡先 ☎２２ー２４７３

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。

程】３月22日
（金）
・４月26日（金）
場】指宿商工会議所（10：00～17：00）

日 菜の花マラソンボラン

〃
会
日 九商連観光委員会

若宮神社年越しイベン

花火

日 青年部カウントダウン

〃
ト
三役会

TEL 22−2473

中小企業相談所

お問合せ：指宿商工会議所

■１月■
４日
年始会
ェア（６日まで）

オプシアミスミ指宿フ

〃
５日
商標関係打ち合わせ

県融資制度 中小企業振興資金

1.11%
1.8% 〜 2.4%
日本政策金融公庫 マル経資金

1.16% 〜 2.55%
日本政策金融公庫 普通貸付

９日

350事業所

いぶすき検定特別委員

法人事業所

〃

交通金融諸業部会例会

501事業所

会
日 菜の花マラソン

〃
工業部会例会

日 建設部会例会

〃

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。３月、４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

２月の主要行事
○三役会

今年のいぶすき菜の花マラソン
では、会報取材とボランティアに
参加させて頂き、スタートの瞬間
から、様々なランナーやおもてな
しをする地域住民の方々を見るこ
とができました。
菜の花マラソンは全国でも珍し
く、制限時間が８時間であること
から、比較的完走も狙いやすい門
の広いマラソンと言われています。
自慢のおもてなしや池田湖に設
置されたフォトスポットで記念撮
影もしやすく、市外の方に指宿を
好きになってもらう為には、最
高のスポーツ大会であると思いま
す。
それと同時に、指宿の人々がこ
んなにもランナーの方たちを真剣
に応援する姿に、私自身ももっと
指宿とそこに住む人々を好きにな
りました。
地域でのコミュニケーションが
衰退していると漠然としたイメー
ジがありましたが、親子でコース
の沿道に立ち、ランナーの応援を
する姿や多くの人々の声援、心遣
いを目の当たりにして、指宿市に
は大切な物が残っており、これか
らも人から人へ受け継がれてゆく
のだろうと感じた１日でした。
会報担当 業務課 増永
個人事業所

21
26 24
31 27
17 13
○部会・委員会

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。
３月、４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

851事業所
計
合

金利情報（平成31年１月17日現在）

事業資金
■

会員数（平成31年１月20日現在）
■

12

８

