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プロパティ
バランス

アニーオート

不動産賃貸業

中古車販売、整備、鈑金

カフェ

大北 5-8-11

為又 1219-135

098-989-5581

0980-54-5103

0980-53-3161

チャレンジャー

㈱ ヒューマン
＆アソシエイツ沖縄

中山そば港店

ダンスクラブ

名護支社
保険業

飲食業

城 1-5-20-2Ｆ

大西 2-2948-5

港 1-15-25-101

0980-52-4638

0980-43-9555

090-8294-1855

カラオケ＆ダイニング
歌食空間ふらみんご

バランスアップ㈱

カラオケ＆ダイニング

保険代理店

名護 4558-8

大西 1-20-19

0980-52-1775

0980-53-0905

マハイナ
エステサロン

琉球銘菓三矢

エステ業

菓子製造業

中山 59-13-603

許田 17-1

090-2975-7053

0980-54-3021

沖縄市美里 4-3-12

平成 29 年 6 月 26 日、名護市産業支援センターにて名護市区長（55 区）との意見交換会が行われました。区長との意見交
換を通して、地域における商工会の役割を理解してもらい、地域の課題・ニーズに対して商工会が効果的な事業を実施し、相
互連携強化を図ることを目的とし、商工会の地域での取組事例の紹介や各地域の活性化のための情報交換会・交流会を行い
ました。また、名護市「ひと・もの・こと」認証制度検討に関する報告書について、名護市 55 区地域の魅力・資源・課題発掘アン
ケート調査や名護市認証制度「くくるナゴ Story」の説明がありました。
また、交流会では名護市特産品事業所による名護市特産品の展示 PR 等が行われ、特産品の情報発信の場となりました。
【名護市特産品参加事業所（順不同）】
シークヮーサー笑費隊、㈲勝山シークヮーサー、㈱マキ屋フーズ、ヘリオス酒造㈱、㈲ゴーヤーパーク、やんばるパパイ屋、
羽地酒造（同）、㈱龍泉酒造、春おばーのなんとう店

※順不同
アロマ香房カフェ
ローズマリア

軽減税率対策補助金について
第 39 回目を迎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
的に開催し各種イベントを企画しています。
日時：平成２９年７月２９日（土）～３０日（日）午後１時～午後９時

随時会員募集中！商工会加入で経営を改善していきません
か？詳しい内容は商工会まで

場所：名護漁港構内
主催：名護市商工会青年部
光協会

共催：名護市、名護市商工会

７月２９日（土）イベント情報
１３：００～ オープニングセレモニー（祭り本部前）
１３：２０～ 陸上自衛隊ブラスバンド演奏

Ａ型：複数税率対応レジの導入等支援

後援：名護漁漁業協同組合、（公財）名護市観

特別協賛：オリオンビール（株）

７月３０日（日）イベント情報
１３：００～ バンドライブ ・ドラゴンスネイク
・Ｐ－ＦＡＭ ・ぴーやま商店

１４：００～ 保育園演舞

１４：４０～ Ｍｒ.ＭＯＯＤＹショー

１４：５０～ シューベルトまつだライブ

１５：２０～ 仲良し歌の会

１５：２５～ 保育園演舞

１６：２０～ フラ

１６：２０～ 宇宙戦隊キュウレンジャー①
１７：１５～ Aloha Lea Hookipa

消費税軽減税率制度（複数税率）への対応が必要となる中小企
業・小規模事業者等の方々が、複数税率対応レジの導入や、受発
注システムの改修などを行うにあたって、その経費の一部を補助
する制度です。
（申請期間平成 30 年 1 月 31 日まで・事後申請）

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 0.91％ （4 月 12 日改定）

7月

○金額

詳しい問い合わせ先は、軽減税率対策補助金事務局まで

8,970 万円

内

容

なごの日オープニングセレモニー

（0570-081-222）

場

所

8月

内

容

場

所

名護市営市場

6 日（日）

全島ハーリー大会

名護漁港内

11 日（火） 第 4 回広報委員会

名護市商工会・会議室

7 日（月）

第 5 回広報委員会

名護市商工会・会議室

１７：１０～ オリオンビアブレイク

11 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

8 日（火）

第 5 回会員増強福祉推進委員会

名護市商工会・会議室

１７：４０～ 白い煙・黒い煙大会

12～14 日

ハーラウオカパナ

5 日（水）

14 件

Ｂ型：受発注システムの改修等支援
補助率原則 2/3（補助上限額は内容によって異なります）

平成 29 年度マル経資金融資あっせん実績累計（6 月時点）
○件数

補助率原則 2/3（1 台あたり補助上限額 20 万円）
1 台のみ機器導入を行う場合で、かつ導入費用が 3 万円未
満の機器については補助率 3/4

鹿児島県

10 日（木） 第 5 回（8 月定例）四役会

名護市商工会・会議室

13 日（木） 第 4 回（7 月定例）四役会

名護市商工会・会議室

15 日（火） 第 5 回金融審査委員会

名護市商工会・会議室

18 日（火） 第 4 回金融審査委員会

名護市商工会・会議室

17 日（木） 第 5 回（8 月定例）理事会

名護市商工会・会議室

１９：００～ 宇宙戦隊キュウレンジャー②

20 日（木） 第 4 回（7 月定例）理事会

名護市商工会・会議室

２０：１０～ サザンバンドライブ

22 日（土） なごの日「交流マルシェ」

名護市営市場

29～30 日

名護漁港構内

１８：２５～ オリオンビアブレイク

２０：１０～ 宮沢和史ライブ

女性部九州大会鹿児島大会

第 39 回名護夏まつり青空市とビールまつり

まちなか交流マルシェオープニングセレモニー
平成 29 年 6 月 29 日（木）～30 日（金）
、石垣
市商工会ホールにて平成 29 年度商工会トップセミナ
ーが開催されました。名護市商工会から金城会長及び長
山県女連会長が参加しました。本研修は、商工会におけ
る小規模事業者等に対する経営改善普及事業の推進を
図るため、県下の商工会会長が一同に会し、トップリー
ダーとしての更なる指導力の強化、資質の向上を図るこ
とを目的としています。研修では、中小企業庁、全国商
工会連合会や沖縄振興開発金融公庫の説明等がありま
した。また、女性部と青年部の主張発表が行われました。
また、研修 2 日目には、石垣市の産業関連施設や事
業所を視察しました。

沖縄県・事業主向け雇用支援事業

毎月第２水曜日の午後 1 時～午後 5 時まで、グッジ
ョブ相談ステーションから派遣された社会保険労務士
による無料個別相会を開催します。

日時：平成 29 年８月９日（水）
（第４回目・毎月第 2 水曜日）
午後 1 時 00 分～午後 5 時 00 分
会場：名護市商工会特設窓口
参加料：無料（事前予約制）
お問い合わせ申込は、商工会も しく は
グッジョブ相談センター（098-941-2044）

京風おばんざい＆カフェ『まんまる』

(名護市宮里)

今回紹介する事業所は、名護市宮里にある飲食店『まんまる』です。代表者は、北村さんです。北村さんは
名護にある飲食店で３年ほど勤めていましたが、自分の店を持ちたいとの夢をかなえるために独立しました。
開業にむけて名護市商工会を訪れ、経営指導員と事業計画を作成し、コザ信金が開催している創業塾で経営ノ
ウハウを学びました。開業資金は沖縄県融資制度の創業
者支援資金を活用し、店舗改装には名護市店舗改装支援
事業補助金を利用して創業時の負担を軽減することがで
きました。創業後も記帳専任職員の指導のもと『ネット
で記帳』を利用したりと、安定した経営を目指し奮闘し
ています。
店の雰囲気、料理もとても素敵です。是非皆さんもご
利用ください。

VOL.1１

ご予約は → 0980-43-6704
名護市宮里 587-5 サンゲンビル１０１
（名護バスターミナル入り口正面）

くくる BOX（中）
80 サイズ

160 円

縦 255mm×横 315mm×
高さ 175mm

くくる BOX（大）
100 サイズ

210 円

縦 315mm×横 395mm×
高さ 225mm

募集期間：平成 29 年 7 月 1 日（土）～８月３１日（木）
申請資格：名護市商工会会員及び名護市内で商品、製品、加工品、農
林水産物を製造、生産、提供している事業者並びに個人とす
る。

詳しい内容については商工会まで

※ 名護市 五十 五区 の各公民
館と名護市商 工会 で購 入
できます。。

販売価格
（1 個当り・税込）

本認証制度は、名護市で製造、生産された商品、製品、加工品、農
林水産物を『くくるナゴ Story』として認証し、
『名護市ブランド』と
して情報発信し、地域ブランドを高め、名護市の知名度向上による来
街者増及び産業振興、地域活性化に資することを目的としています。

申請方法：既定の認証申請書

くくる BOX は、名護らしい地域イメージ（文化・歴史・伝
統・景観）を県内外にアピールする目的のために作られました。
ご贈答用として活用できます！
販売価格は下記の通りです。
（ゆうパックのサイズと同じです）
商品名

平成 29 年 7 月 5 日（水）
、名護市の地元産品を推奨し、地元企業の優先使用普及を目指す「なごの日まちなか交流マルシェ」オー
プニングセレモニーが名護市営市場にて行われました。北部農林高校の学生による「ナゴラン」の無料配布や、農作物の販売、シーク
ヮーサー果汁ぽん酢の配布などが行われ、地元産品の PR の場となりました。市場地産地消フェアは、7 月 5 日～7 月 31 日まで行な
われます。なお「まちなか交流マルシェ」は７月２２日（土）開催されます。

平成２９年九州ブロック商工会女性部交流研修会 in 鹿児島

平成二十九年六月三十日付

昇洋
（
退職）

経営指導 員

大城

《
職員退 職 のお知ら せ 》

気になるメンタルヘルスの問題に…出張相談いたします。
不眠、イライラ、気分の落ち込み、食欲不振、お酒の悩み等…
「まだ、大丈夫」
「我慢できないほどじゃない」それが重症化のもと！
忙しい方、仕事を休めない方こそ、ぜひ早めに相談ください。
お仕事の合間に相談できるよう、相談員が事業所まで出張いたしま
す。相談にあたっては、プライバシー保護の配慮を行い、秘密は厳守
します。従業員の方、事業主の方、そのご家族に関する相談でも構い
ません。
上司や同僚など本人以外からの相談や、調整のための事前・事後訪
問も可能です。詳しくはお電話でお気軽にお問合せください。

連絡先：名護市役所
担 当：上地・新垣

★会 員 事 業所 の皆様へ、 企 業 紹介コーナー掲 載 募 集しております。ご希 望の方は商 工 会までご連 絡 下さい（掲載無料）

社会福祉課

0980-53-1212
（内線 111）

平成 29 年７月１２日（水）～１４日
（金）
、鹿児島県城山観光ホテルにて平成２
９年度第１回商工会女性部員研修会が開催
されました。名護市商工会から長山県女連
会長及び宮城部長、宮里副部長、佐久川副
部長、神山常任委員が参加しました。本研
修会は、女性経営者としての知識の習得並
びに商工会女性部組織及び事業強化を図る
ことを目的としています。
研修１日目では、各県代表による商工女
性の主張大会が行われました。主張大会で
は沖縄県代表の浦内石垣市商工会女性部長
が最優秀賞に輝き、１０月に岐阜県で開催
される全国大会に九州ブロック代表として
派遣されます。また、研修 2 日目には、ま
ち（地域）づくり顕彰の表彰式があり、名
護市商工会女性部が表彰を受けました。

