会員は会員事業所及び市産品を利活用しましょう！ ２０１７年９月号（第 61 号）

from 商工会

新規商工会会員のご紹介 !
平成２９年８月現在の会員数：1,703 件

発行 / 名護市商工会 編集 / 広報委員会
〒 905-0017 名護市大中 1-19-24
会長 金城哲成
電話 /0980-52-4243 FAX/0980-53-7204

名護市商工会青年部主催
『第３９回名護夏祭り 〜青空市とビールまつり〜』

NO PHOTO

株式会社
ＭＭＫ

ぽんぽこ居酒屋
ぽこぽん

一般社団法人
羽地ネットワーク

ホテル・旅館業

飲食業

観光サービス業

宇茂佐 340

城 1-4-11-2F

真喜屋 407

090-1870-5590

070-5416-1129

0980-43-6821

にこ

ほうらい

蓬萊

味の坊
城店

美容業

飲食業

飲食業

宮里 6-9-3

城 1-7-2

城 1-1-27

0980-54-5788

090-1080-9702

070-5411-8883

株式会社
山田組

マルセ
装業

（有）宇根自動車
名護店

建設業

小売業 ( ゲーム )

自動車販売・整備

東江 5-18-7-106

今帰仁村字今泊 479-2

宮里 4-15-44

080-6491-1290

0980-43-9608

琉健
ＨＯＭＥ

藤村民泊
シーサ民泊

G・K・F

建設リフォーム業

宿泊業

エアコンクリーニング

田井等 636-1

田井等 636-1

大北 3-2-6-302

nico

NO PHOTO

NO PHOTO
平成２９年７月２９日（土）
・３０日（日）の 2 日にわたり第３９回名護夏まつりが開催されました。様々なイベントが行われ、多くのご
来場がありました。
〜 御礼 〜
開催にあたり格別なるご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。歴史ある祭りを皆様のお陰で無事成功に終えることができました。あ
平良 虎
りがとうございます。次に繋げていけるように頑張りますので、今後ともよろしくお願い致します。 名護市商工会青年部部長

なごの日

まちなか交流マルシェ

in

名護市営市場

NO PHOTO

※順不同

0980-43-6701

090-9073-5212

NO PHOTO

NO PHOTO

PLANNING
YAKA

旭
SYSTEM

コンサルティング

ガス整備

屋部 433

旭川 417

0980-52-4422

NO PHOTO

0980-43-6399

080-1743-5179

NO PHOTO

090-6864-7381

沖縄公庫（マル経資金）状況報告
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、 詳しくは商工会へお尋ね下さい。
金利 0.91% （平成 29 年 4 月 12 日現在）
平成 29 年度マル経資金融資斡旋実績累計 (7 月時点 )

件数：18 件

・

金額：13,620 万円

・

名護市特産品開発等支援事業
ワークショップ開催中！

特産品開発と流通に関する（ワークショップ）を実施しております。
事業者の皆さんのご参加をお待ちしております。

8月

７月２２日に名護市営市場でまちなか交流マルシェが開催されまし
た。様々なイベントが催され、大変多くの方が来場されました。そ
の中でも非常に人気があったのが「市場クエスト」で市場全体を活
用した面白い取り組みでした。FM やんばる様と学生で進行してい
ただきありがとうございました。
※商品等、ご協賛頂きました事業所様も本当に有難うございました。

内

９月はこちら→

名護市商工会
容

場

所

行事経過及び予定

6 日（日）

全島ハーリー大会

名護漁港内

7 日（月）

第 5 回広報委員会

名護市商工会・会議室

8 日（火）

第 5 回会員増強福祉委員会

名護市商工会・会議室

10 日（木）

第 5 回（8 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

17 日（木）

第 5 回（8 月定例）理事会

名護市商工会・会議室

21 日（月）

第 3 回観光特産品委員会

24 〜 25 日

経営指導員研修会

9月

内

容

1 日（金）

第 2 回北部地区商工会協議会

場

所

伊平屋村商工会

3 日〜 5 日

旧盆

11 日（月）

第 6 回広報委員会

名護市商工会・会議室

12 日（火）

第 6 回会員増強福祉委員会

名護市商工会・会議室

14 日（木）

第 6 回（9 月定例）四役会

名護市商工会・会議室

名護市商工会・会議室

19 日（火）

第 6 回金融審査委員会

名護市商工会・会議室

北中城村商工会

21 日（木）

第 6 回（9 月定例）理事会

名護市商工会・会議室
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平成 29 年度沖縄県中小企業振興会議
第 1 回北部地域部会

久志地域交流推進協議会

近隣市町村で修学旅行を対象とした民泊が盛んに行われていることもあり、久志地域内で民
泊を推進したいという声が地元の方からあがったことから当会が発足しました

県は、沖縄県中小企業の振興に関する条例第 7 条に基づき、中小企業
者その他の関係者の意見を県の施策に反映させるため、
「沖縄県中小企
業振興会議」を開催しています。

本会は、地域の産業・自然・歴史・文化などの特性を活かした「体験型観光、グリーンツー
リズム」を各種地域産業と連動する新たな観光産業として創出するとともに関係機関が連携
した運営体制及び人材づくりを推進し、積極的な企画をすることによって「住み続けたくな
る、持続可能な地域」の実現を目指しています。

事業活動は
①民泊事業：修学旅行生の受入及び一般家族の受入及びインバウンドの受入
②日帰り体験事業：地域資源を活用した日帰り体験の開発及び販売
③コーディネート事業：農作業 / 地域行事ボランティアや小規模団体（ゼミ合宿）の受入
以上の３つの活動を実施しております。
事業所名：久志地域交流推進協議会
所在地：名護市大浦 465-7（わんさか大浦パーク内）
連絡先：電話 /090-9785-7832
メール /koryu@kushibb.jp
代表：（会長）島袋正敏
事務局：（事務局長）坪松美紗
（事務局員）江利川法孝
ホームページ：http://kushinominpaku.com

「企業紹介」コーナーの企
業・店舗を大募集中です！是非
うちの店舗を紹介してほしい！
事業内容をアピールしたい！興
味がありましたら、商工会へご
連絡ください。

名護市商工会

民泊受入家庭を募集中です！

連絡先：0980-52-4243
担当：具志堅

地域の更なる活性化のために、外の人と中の人の架け橋役となります。

回

小渡 智矢

職員リレー通信

第
事務局長

人事異動に伴い、名護市商工会に着任し、早いも
ので六年を迎え、お陰さまで年相応に髪の毛も着々
とロマンスグレーに染まってきております。
日頃から会員の皆様には、当会の事業活動にご理
解ご協力下さり、心より厚く御礼申し上げるともに、
皆様のおかげをもちまして、会員数も年々増え平成
二十九年八月現在で、一七〇三会員と平成二十九年
度組織率六十五％以上の目標を約半年で達成するこ
とが出来ました。
さて、当会では経営発達支援計画を基に、昨年度
に引き続き今年度も伴走型支援事業が採択され、小
規模事業者の経営力向上の為に役立つ、「経営計画策
定セミナー」、
「ものづくり・販路拡大セミナー」等
を実施してまいりますので、是非ご参加くださるよ
うお願い致します。
また、
、フロム商工会八月号にて掲載いたしました
が「くくるボックス」の販売も開始しておりますので、
お中元等を贈るボックスとしてご利用下さるようお
願い致します。
商工会は「行きます、聞きます、提案します」今
後ともよろしくお願いします。
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名護市商工会女性部
夏祭り活動報告
夏祭りの両日、名護市商工会女性部は祭り本部横のテントで、「なつ
やすみこども自由研究・オリジナルフォトフレーム作り」を行いまし
た。フォトフレーム制作には多くの子供達が参加し、女性部員指導の
もと楽しく作業をしました。天気がよくとても暑かったですが、それ
に負けずの元気で祭りを盛り上げいただきありがとうございました。
※女性部部長の宮城リーミ部長が「白い煙・黒い煙」大会に参加しス
テージも盛り上げて頂きました。女性部の皆様お疲れ様でした！

今回は名護地区の

久志地域交流推進協議会は、この地に息づく歴史・文化・自然を活かして、「観光交流に取
り組む住民」と「体験者」をつなぐことで、地域に「いきがい・ゆいまーる・しごと」を生
み出し、豊かな暮らしの実現に貢献していきます。

くくる BOX は下記の地図の５つの地域毎にイラストを記載し
ております、それを今回から地域毎のイラストを案内して行
きます。是非お中元等にご活用ください。
※お買い求めは、各公民館もしくは名護市商工会で！

イラストを紹介します

「沖縄県中小企業振興会議」は県内の６地域（北部、中部、南部、那覇・
浦添、宮古、八重山）の提言を聴取し、これらの提言を考慮した上で、
次年度の「沖縄県中小企業支援計画」を策定しています。北部地域部会
は、名護市商工会金城会長が部会長として議会を進行しています。北部
地域の意見をまとめ「沖縄県中小企業振興会議」に提案してまいります。

くくる BOX について

