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第３８回をむかえる名護夏まつりは北部を代表する夏まつりとして名護市の観光 PR と経済の波
及効果を目的に特色あるイベントを推進します。
・日時：平成 28 年 7 月 30 日(土)～31(日) 午後 1 時～9 時
・場所 名護漁港構内
・主催 名護市商工会青年部
※花火は両日とも午後 8 時打ち上げ。
※未成年飲酒防止、会場内歩行時の接触・転倒防止の為、会場内へのクーラーボックスの持ち込み
を禁止しています。皆様のご協力をお願い致します。

商工会では、窓口相談日を設け、よりきめ細やかな対応を心がけます。
・窓口相談日（毎週火・木曜日）
・金融相談日（毎週火曜日）
・消費税転嫁対策・軽減税率対策相談日（毎月第１・３木曜日）

マル経資金とは、商工会の推薦による無担保・無保証・低金利の公庫融資制度です。
各種要件がございますので、くわしくは商工会へおたずね下さい。
現在の金利

1.10％

（6 月時点）

マル経資金融資あっせん実績累計（6 月時点）

7月

内

容

5 日（火）

75（名護の日）ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｾﾚﾓﾆｰ

○件数

場

所

名護市営市場

27 件

○金額

8月

内

2 日（火）

市場地産地消フェア 31 日まで
8 日（金）

日替わりお買い得品やシーブン（おまけ）
をご用意しております。

容

Nago 経営塾「売れる商品づくりｾﾐ

場

所

名護市産業支援ｾﾝﾀｰ

ﾅｰ②」

第３回広報委員会

名護市商工会・会議室

9 日（火）

12 日（火） 第 4 回会員増強福祉推進委員会

名護市商工会・会議室

10 日（水） 第 4 回広報委員会

名護市商工会・会議室

14 日（木） 各種共済保険相談会

名護市産業支援ｾﾝﾀｰ

11 日（木） 第 5 回（8 月定例）四役会

名護市商工会・会議室

〃

名護市商工会・会議室

16 日（火） 第 5 回金融審査委員会

名護市商工会・会議室

16 日（土） まちなか交流マルシェ 17 日（日）まで

名護市営市場

18 日（木） 第 5 回（8 月定例）理事会

名護市産業支援ｾﾝﾀｰ

19 日（火） 第 4 回金融審査委員会

名護市商工会・会議室

23 日（火） Nago 経営塾「経営計画策定ｾﾐﾅｰ②」 名護市産業支援ｾﾝﾀｰ

第 4 回（7 月定例）四役会

21 日（木） Nago 経営塾「売れる商品づくりｾﾐﾅｰ①」 名護市産業支援ｾﾝﾀｰ
〃

★参加 13 店舗+市場でスタンプがもらえる!!
それ以外でも期間中に市営市場でお買い物レシー
トご提示でもらえるよ！
★３つスタンプを集めたら名護市営市場で抽選し
て景品ＧＥＴ！

2 億 5,390 万円

第 4 回（7 月定例）理事会

名護市産業支援ｾﾝﾀｰ

26 日（火） Nago 経営塾「経営計画策定ｾﾐﾅｰ①」

名護市産業支援ｾﾝﾀｰ

30 日（土） 名護夏まつり 31 日まで

名護漁港

第 5 回会員増強福祉推進委員会

25 日（木） Nago 経営塾「売れる商品づくりｾﾐ
ﾅｰ③」

名護市商工会・会議室

名護市産業支援ｾﾝﾀｰ

平成２８年度商工会トップセミナー（伊平屋）

大西 達也氏

（一財）日本経済研
究所常務理事、大
西達也氏を招い
て、まちづくり・地
域づくりの方向性
について講演しま
す。

日時：平成 28 年 8 月 12 日（金）
第 1 部 13：30～15：30
第 2 部 18：30～20：00

Nago 経営塾

ロンドコンサル
ティング代表

波平 常雄氏

会場：名護市産業支援ｾﾝﾀｰ 2 階(第 1 部)
：屋我地支所（第 2 部）

問い合わせ：名護市役所企画部

Nago 経営塾

まちなか交流マルシェ

伴走型小規模事業者支援推進事業

本セミナーでは、勘や経験に基づく成り行き経営
からの脱却を図り、計画に基づく戦略的な経営へ
シフトしていくことで、儲かるための仕組を構築
していくための方法について学んでいきます。
是非このセミナーに参加して儲かる本当の良い
会社（お店）を目指しませんか？
日時：平成 28 年 7 月 26 日（火）からスタート
初回
18：00～21：00
2 回目以降 14：00～17：00
会場：名護市産業支援ｾﾝﾀｰ
問い合わせ：名護市商工会
※詳細な日程は、ちらしをご覧ください。

伴走型小規模事業者支援推進事業

本セミナーでは、商品コンセプトの整理から売れる商品づくりの
基礎から売れるためのマーケティングやプロモーションまで自社
の強みを最大限に活かした手法を学んでいきます。
是非このセミナーに参加して、売れる商品づくりをはじめません
か？
講師陣紹介
日時：平成 28 年 7 月 21 日（木）からスタート ◎上間 正氏
17：30～20：30
（㈱販路拡大センター）
会場：名護市産業支援ｾﾝﾀｰ
◎伊志嶺 哉氏
問い合わせ：名護市商工会
（㈱クロックワーク）
※詳細な日程は、ちらしをご覧ください。
◎中村 美樹氏

本コーナーでは、会員事業所の商
品やサービスを無料で紹介するコ
ーナーです。随時募集しておりま
す。掲載希望する方は下記の宛先
へ連絡ください。
お待ちしております。

伊平屋村連携拠点センターにて

伊平屋村視察研修

沖縄県商工会連合会（会長當山憲一）は、去った 6 月 20 日（月）～２１日
(火)に伊平屋村産業連携拠点センターで「平成２８年度商工会トップセ
ミナー」を開催し、名護市商工会から金城哲成会長及び長山春枝県女
連会長が参加した。
研修では、伊平屋村総合推進室室長上江洲清彦氏による「伊平屋島
の歴史・文化・産業振興」や、全国連の乾敏一専務理事による「最近の政
治・経済の動向」、今帰仁村商工会会長島袋松男氏による「商工会地区
の地域活性化事例紹介（ふるさと納税の取り組み）」、また内閣府沖縄
総合事務局経済産業部部長牧野守邦氏による「沖縄経済の動向と今後
の展望」について説明があった。
研修 2 日目は、伊平屋村の産業関連施設を視察し、伊平屋村の経済
活性化について学んだ。

市営市場でのセレモニー

名 護 市 の地 元 産 品 を 奨 励
し、地元企業の優先使用の
普及を目指す「なごの日ま
ちなか交流マルシェ」セレモ
ニーが、7 月 5 日（火）に名護
市営市場で行われた。
名護桜太鼓の迫力ある演
舞により開幕し、稲嶺進名護
市長、金城哲成商工会会長
より、挨拶があった。

商工会青年部だより

商工会女性部だより

名護夏まつりの意気込み！

平成２８年度 商工会女性部員研修会
（九州ブロック商工会女性部交流研修会 IN 福岡）

連絡先
名護市商工会 （大城）
TEL:0980-52-4243
FAX:0980-53-7204
Email：0046＠nago.or.jp

津田元樹 部長

「名護を華やかします！」

（ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾌｧｸﾄﾘﾊﾟﾊﾟﾗｷﾞ）

末吉亮

副部長

「頑張ります！」

平良虎
ビジネスインキュベーション室の入
居を募集しております。
ビジネスインキュベーションとは、
創業を目指す方、或いは創業間も
ない企業や、新分野へ事業展開し
ようとする企業に対して、不足す
る資源を提供し、その成長を促進
させることを目的とする支援シス
テムのことを意味します。

詳しくは、名護市商工会 イン
キュベーションマネージャーに
お問い合わせください

名護市産業支援センターでは、会議室の申込みを受け付けてお
ります。個人・企業どなたでもご利用ができますので、ぜひ産業
支援センター会議室をご利用下さい。

副部長

「今年こそ！！」

山本茂樹 副部長

「夏祭りと花火で！！！」
お電話にて

窓口・FAXにて

FAX・郵送にて

入金後

空き状況確認

申請書提出

請求書受取

本予約

問い合わせ：名護市商工会 名護市産業支援センター
TEL:0980-52-4243 FAX:0980-53-7204

名護夏祭り（7/30・31）会場にてバザー
を開催！夏休み自由研究（フレーム作り
等）もありますので、
是非遊びにいらしてください。

福岡市の「ヒルトン福岡シーホー
ク」を会場に、7 月 13 日(水)～7 月
15 日（金）まで交流研修会が盛大
に開催されました。主張発表大会
では、沖縄県代表の国吉佳奈子さ
ん（渡嘉敷村商工会女性部）が『小さな島の物づくり・人づく
日時 6 月 日（火）午後７時
り』をテーマに発表し、最優秀賞を獲得しました。沖縄県代
場所 名護市産業支援センター２F
表が最優秀賞を受賞するのは今回で
2 回目。
2 日目の研修会では『食はいのち-足元の宝ふるさと料理
-』をテーマにふるさと料理人藤清光氏の笑いを交えた食
育の記念講演があり参加者は真剣に耳を傾けていました。
また、豊見城市商工会女性部が全女性連まち(地域)づくり
で顕彰されました。また、初日の交流会アトラクションでは、
長山春枝女性連会長を筆頭に名護市商工会女性部員が舞
台に上がり、県女性連参加者全員による『安里屋ユンタ』を
披露しました。

