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タペストリー

定番の広告
だからこそ
人が動く動機に
つながります

各種看板

記念品や
商品アイテムとして
人気の高い
商品です

夜間の
宣伝にも
効果大！

マグカッププリント
電照看板
イベント告知・
祝勝幕など
目を引くこと
間違いなし

活気と
店舗の
きる
発 信で
情報を
イテム
ア
番
定

イベントに
対応した
アイデアうちわ

だけ

店舗の外観・内観に
目を引く大判広告。
季節毎の演出も

い
ゃ
な
じ

既製品の
バッグなどに
プリントが
できます

横断幕・懸垂幕

！

飾るだ
店舗イメ けで
ージを
演出
アクリル
プ
キーホル レート、
ダーにし
て
記念品
にも

お客様の魅力を
最大限に発揮するために
さまざまな形の商品を
ご
ご用意し
ています。

既製品各種プリント

ル
オリジナ
にも
プリント す
きま
対応で

オリジナル
ファイルが
作成できます

クリアファイルプリント

会社イメ
ージの
宣伝カ
ー。
移動し
ながら
の
宣伝効
果が
狙えます

ノベル
ティー
グッズ

、
Ｔシャツ に
など
パーカー て
し
プリント
揮
果を発
宣伝効

イベント
の
展示会
、
陳列ス
ペースの
演出効
果に

テーブルクロス
窓や壁にデザインを
施すだけで
店舗イメージが
ガラリと変わります

タオルプリント

「 動画
広告も
見せた
い」
「スマ
ホと連
動して
もっとた
くさん情
報を
伝えた
い
というと 」
きに

ウェア−プリント
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会社名 など
示
運 送表
のできる
取り外し 媒体
伝
宣
告
広

（ マグネットシール）

ヒューマン印刷に徹する

フロアマット

ホームページ ・ 電子
書籍

ウィンドウサイン

鹿児島県鹿屋市札元 1‑22‑34
TEL 0994‑43‑2238 FAX 0994‑43‑7541
URL http://www.shinsei-p.co.jp

鹿児島支社 鹿屋営業所 〒893-0015 鹿屋市新川町600 鹿屋商工会議所 4F TEL 0994-44-5870

2

ＡＲ（ 拡張現実）サービス

認証NO DAS 53739204/21/l
ISO27001認証取得

KANOYA CHAMBER
「行動し頼りになる信頼される商工会議所」をめざし活動します！

第１１３回通常議員総会において
平成 28 年度事業計画並びに収支予算が承認される

▲第 113 回通常議員総会

３月 30 日（水）当所にて「第 113 回通常議
員総会」が開催され、平成 28 年度事業計画並び
に一般会計・特別会計収支予算（総額４億 4,029
万円）が承認されました。
議員総会に先立ち、当所役員・議員として長年
に亘り、商工会議所の発展に尽くされた功労を
称え、第 123 回日本商工会議所表彰の伝達式が
行われました。伝達式では、役員・議員退任表
彰の部にて久木田善一郎氏（㈲丸善商事）・青山
三郎氏（青山税務会計事務所）の２名が表彰さ
れ、役員・議員永年勤続表彰の部（就任 20 年表
彰）にて山内芳一氏（㈲山内商事）
・山下幸一氏（㈱
南九）
・延時憲人氏（㈱鹿鳥食品）
・岡本孝一氏（㈱
岡本産業）・上村伸一氏（㈱ KAMIMURA）の５
名が表彰されました。
■ 基本方針
我が国経済は、堅調な雇用や所得情勢により
景気は上向きつつあるものの、個人消費や公共
投資、輸出など弱含みが続いており、全体とし

ては足踏み状態にあり、本格的な回復には至っ
ていない状況であります。
地方においても、アベノミクスによる景気回
復の実感は無く、極めて厳しい経営環境が続い
ております。
政府においては、景気回復のための 2016 年
度予算の執行前倒しと、補正予算の編成を柱と
する緊急経済対策を実施する方向で調整に入っ
たとのことですが、デフレからの完全な脱却と
国内の経済安定化の具体的政策についても早急
に進めていただきたいと思っております。更に、
「１億総活躍社会」に向けた取り組みや「まち・
ひと・しごと創生総合戦略」においても、地方
の元気に直結するような政策をお願い致したい
と思っております。
このような中、商工会議所が地域経済の拠点
として、中小企業や小規模企業等の経営基盤の
強化や地域活性化に寄与するには、改正小規模
支援法に基づき企業に寄り添った中小企業への
きめ細かい支援が必要であり、本年は国からの
経営発達支援計画の認定を受け、経営課題の解
決や事業の再生など中長期にわたる伴走型支援
を行って参ります。
又、2017 年４月に予定される消費税率 10％
への引き上げ及び軽減税率の導入も、中小企業
とりわけ小規模企業にとっては負担が大きいこ
とから、その対応への相談体制を確立し対策強
化に努めて参りたいと考えております。
会員の方々に対しましては、本年度も引き続
き会員事業所総訪問等による「現場主義」及び「双
方向主義」を基本行動として、中・小規模企業
の経営改善・経営革新の推進を図るとともに、
本年度もビジネスマッチングと販路開拓を目的
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に「まるごと “ おおすみ ” アグリ・フード商談会」
を開催して、鹿屋・大隅地域の安心安全な農畜
水産物や地域特産品を広く県内外のバイヤーに
紹介し、１件でも多くの商談成約へ繋げて参り
ます。
当所は「地域総合経済団体」として、関係機
関と一体となり東九州自動車道の志布志までの
早期完成と日南市までの高速道路の早期整備を
はじめ、錦江湾横断交通ネットワークの実現な
ど、種々提言・要望活動にも積極的に取り組ん
でいきたいと考えております。
又、本年度も会員増強推運動に取り組み、組
織力の強化と組織率の向上に努め財政基盤の確
立を図り、継続性のある商工会議所運営を進め
ていきます。
「行動し頼りになる信頼される鹿屋商工会議
所！」をめざし、本年度は、以下の行動指針に
基づき、下記の諸事業を積極的に展開して参り
ます。
■ 行動指針
１、「現場主義」
及び
「双方向主義」
を基本として、
会員事業所総訪問によるサービスの提供に
努めます。
２、農商工連携・６次産業化を推進しつつ、鹿屋・
大隅の地場産品等の販路拡大・販売促進支
援に努めると共に、付加価値の高いブラン
ドと新たなビジネスの創出に努めます。
３、役職員一丸となり、
組織率の向上による組織・
財政基盤の確立と部会・委員会の積極的開
催による円滑な事業運営に努めます。
４、各関係機関との連携を強化し、種々提言・
要望等を積極的に行います。また、地域経
済の構造変化に対応すべく、中小企業や小
規模企業の経営課題等について適宜解決し
て参ります。
■ 事業項目
１、提言・要望活動、広報活動の積極的展開
（1）基盤整備促進のため、
大隅総合開発期成会、
鹿屋市開発促進協議会、大隅経済地域開発
推進協議会との連携を強化し、積極的な政
策提言・要望活動を行う
①東九州自動車道の建設促進〔鹿屋串良 JCT
−志布志 IC −日南 IC〕
②地域高規格道路の建設促進〔大隅縦貫道・
国道 504 号等〕
③錦江湾横断交通ネットワークの建設促進
④鹿屋港の整備促進
（2）部会、委員会、青年部、女性会等の諸活動
を通じた要望活動
（3）地元企業の受注機会の確保
①国、県、市の工事・納品の受注機会の確保
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②防衛省関連工事・納品の受注機会の確保
（4）広報・調査研究
①商工会議所をもっと知ってもらう PR 事業
への取り組み
②メディアを活用した広報周知の実施
③報道機関との懇話会の実施
④魅力ある会報・HP の充実
⑤ SNS を活用した情報発信事業
⑥各種調査結果を会員や関係機関へ発表
２、まちづくりの推進
（1）中心市街地活性化対策の支援
①空き店舗対策の実施
②若 手 後 継 者 等 を 対 象 と し た 経 営 者 セ ミ
ナーの開催
③リナシティかのや及び周辺商店街のテナ
ントミックス、テナントリーシング
④鹿屋市・㈱まちづくり鹿屋、にぎわいづ
くり協議会等との連携強化
〔各組織の役割の明確化とそれぞれの強み
を活かした支援体制の構築〕
（2）商店街活性化事業の推進
①商店街活性化事業の研究〔活性化事業の効
果的支援〕
②商店街、通り会との連携による活性化支
援
③経営革新支援等による個店強化支援の推
進
３、地域産業振興の推進
（1）中小企業経営基盤の強化
①会員事業所総訪問巡回指導による課題解
決支援
②経営発達支援計画による短・中・長期的
な経営支援
③よ ろ ず 支 援 機 関 と 経 営 革 新 等 支 援 機 関
ネットワークによる総合的経営支援
④消費税軽減税率相談等事業の実施
⑤鹿屋市・商工会議所・金融機関３者連携
による支援体制の構築
⑥事業承継における経営資産の存続継承
⑦ものづくりによる持続的な経営強化支援
⑧マル経融資の積極的推進
⑨金融・経営相談会の定期的な実施
⑩移動相談所の開設並びにワンストップ相
談会の拡充
⑪他団体機関等と連携した講習会・講演会
の体系的実施
⑫ジョブ・カード制度による雇用の拡大と
各種助成制度の普及推進
（2）創業・経営革新の支援
①経営革新支援窓口の開設による支援機能
強化
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農商工連携・経営革新・創業支援を展開
②経営革新による新事業創出支援
③かのや創業応援ネットワークによる創業
支援
④創業スクールによる起業者育成支援
⑤臨店コンサルティング事業による経営計
画作成支援
⑥ I・U・J ターン者の企業への就業支援及
び起業家支援
（3）産業振興
①販路開拓・販売促進支援事業の実施
アグリ・フード商談会の開催、展示会等
への出展を通じた販路開拓支援の実施
②農商工連携に向けた新たなビジネスモデ
ルの構築
③加工品直売所開設に向けた調査研究
④６次産業化に向けた加工品・商品開発の
サポート
⑤ JETRO 等政府系機関と連携した海外展開
支援
⑥農林水産業団体等の連携による地場産業
の支援
⑦大隅加工技術研究センターの利活用
⑧ふるさと納税制度における産品・商品の
開発とコーディネート
（4）観光・イベント事業の推進
①かのやばら園等を核とした交流人口の拡
大推進
②エアーメモリアル、夏祭り、秋祭り、ば
ら祭り等各種イベントの協賛・支援
③広域連携による観光振興
④鹿屋市観光協会、かのやイベント協議会
等との連携
⑤九州新幹線からの 2 次アクセスの対応と
域内への誘客の推進
（5）商工技術・技能の普及推進
①各種技能検定試験の実施及び PR の強化
②簿記講座、パソコン等 IT 関連講習会、講
演会の実施

４、組織財政基盤並びに組織活動の強化
①会員増強推進本部の設置による組織率の
向上〔目標：組織率 50％以上〕
②役職員一体となった会員増強運動の実施
③部会、委員会活動の実施
正副部会長／正副委員長／全体会議の開催
④会員共済制度の拡充強化並びに福利厚生
制度の充実
⑤会館の管理運営強化
⑥青年部、女性会活動の支援
⑦職員の資質向上、各種研修制度の充実
⑧大隅地域各商工会との連携強化、広域連
携への対応
５、関係機関との連携強化
①日本商工会議所、九州商工会議所連合会、
鹿児島県商工会議所連合会及び官公庁そ
の他経済団体等との連携強化

平成28年度各会計収支予算
（総括表）
自：平成28年４月１日〜至：平成29年３月31日
（単位：円）

会
一

計
般

平成 28 年度 平成 27 年度
予 算 額 予 算 額

名
計

79,730,000

78,730,000

1,000,000

中 小 企 業 振 興 部
特
別
会
計

60,870,000

62,670,000

△ 1,800,000

鹿屋市商店街活性化推進事業
特
別
会
計

16,130,000

16,000,000

130,000

テナントミックス事業
特
別
会
計

8,900,000

8,900,000

0

会 館 管 理 運 営
特
別
会
計

51,770,000

51,360,000

410,000

共
特

業
計

21,500,000

20,340,000

1,160,000

特定退職金共済制度
特
別
会
計

141,200,000

140,410,000

790,000

特定商工業者法定負担金
特
別
会
計

1,000,000

950,000

50,000

鹿屋市内共通商品券発行事業
特
別
会
計

930,000

940,000

△ 10,000

労働保険事務組合事業
特
別
会
計

58,260,000

58,080,000

180,000

440,290,000

438,380,000

1,910,000

済
別

合

会

比較増減

事
会

計
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平成 28 年度鹿屋市中小企業合同入社式開催！
4 月 6 日（水）「平成 28 年度鹿屋市中小企業合
同入社式」が当所にて開催されました。
当日は 76 名（23 事業所）の方が参加され、式
典の冒頭にて坪水会頭より「ご列席の新入社員の皆
様方は、今、期待と不安で一杯のことでしょうが、
これからの長い人生においては、幾多の試練や困難
が待ち構えております。自らが選ばれた職場に愛着
を持ち、全力で職務に精励され、チャレンジ精神を
忘れることなく、それぞれの企業の発展に貢献され
ますよう、ご期待申し上げております。また、自
分自身の信念を忘れずに前向きに行動し、存在感・
信頼感・躍動感に溢れた、大きな人間に育って欲し
いと念願致しております。皆様が未来に向かって、
それぞれの職場で精一杯、自らの可能性に挑戦し、
個性と若い力を発揮して、大きくはばたくことを期
待すると共に、その力が、鹿屋市商工業の発展はも
とより、大隅地域浮揚の推進力となる日を心待ちに
しております。」との式辞が述べられました。
続いて中西茂市長が「発展可能性のある大隅鹿屋
の地で、皆様の若さと活力・斬新な発想で、地域社
会や鹿屋から世界へ飛躍する企業の中枢として一
日も早く活躍されることを期待します。」と祝辞を
述べられました。
また、鹿屋労働基準監督署の夏迫昭人署長・鹿屋
公共職業安定所の藤田正弘所長より激励のことば
を頂きました。

▲決意表明を述べる牛渡晃さん（㈱ミズホ商会）

6

これに対して、新入社員を代表して牛渡晃さん（㈱
ミズホ商会）が「私たちが諸先輩方のように活躍し
ていけるか不安ではありますが、皆様方の暖かいご
指導とご鞭撻により、いかなる困難にも打ち勝ち、も
てる力を存分に発揮出来るよう取り組んで参ります。
まだまだ未熟な私たちでありますが、今まで私たちを
支えて下さった恩師・友人・親・兄弟への感謝の気
持ちと、今日の感動を忘れることなく、社会の一員と
して、企業はもとより地域社会に貢献出来るよう努力
していくことを誓います。
」と決意表明を述べました。
式典終了後には、㈲カルチャー・コネクション：代
表取締役の山野真理氏による「ビジネス・コミュニ
ケーション講座」が開催されました。
社会人としての基本的なマナーから挨拶の仕方・
名刺の渡し方・電話対応など実践さながらのロール
プレイングやゲームを交えた研修が行われ、研修講
座を通じ社会人としての自覚と覚悟を新たにして
いました。

▲熱心にグループワークに取組む新入社員たち

KANOYA CHAMBER

新常議員及び議員職務者変更のお知らせ
当所「第 113 回通常議員総会」
（３月 30 日開催）において、常議員３名が選任され、又、人事異動
により３名の議員職務者の変更がございましたのでお知らせします。尚、新常議員及び議員については
下記の通りです。

［常議員（３号議員）］

［３号議員］

鹿児島興業信用組合

㈱宮崎銀行

鹿屋支店

鹿屋支店

（鹿屋市寿３−１−１）

（鹿屋市大手町 10 −１）
支店長

支店長

永山

信一 氏

川崎

［常議員（２号議員）］

秀行 氏

［３号議員］

アクサ生命保険㈱

鹿児島信用金庫

鹿屋営業所

鹿屋支店

（鹿屋市新川町 600 ４階）

（鹿屋市向江町２−６）
支店長

所長

長友

孝介 氏

山下

［常議員（１号議員）］

［３号議員］

㈱綜合印刷

鹿児島相互信用金庫

（鹿屋市上谷町４−６）

鹿屋支店
（鹿屋市寿５−２− 44）

代表取締役

久保

孝久 氏

支店長

健太朗 氏

鎌田

伸二 氏

熊本地震におけるボランティア派遣協力のお願い
熊本地震発生から約１ヶ月が経過しましたが、復旧・復興作業が続く被災地では GW 終了後、熊本
県内各地の災害ボランティアセンターで人出が不足しています。
被災地の一日も早い復旧・復興に向け、ボランティア活動への参加について会員企業並びに従業員
の皆様方のご協力を賜わりますようお願い申し上げます。
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㢼㇏厭又厒 ẖ᪥㣧叢召
厑厑厑厑厑㻌 㣬厯叏厵友厦䜟厦
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厑厑 ㍍ᛌ友䜟厦厑 ዪᛶ双ேẼ

୍␒㞸

ᾏ㯮㯜

取叄厱只叉厹叀㤶叫叉
厑厑厑厑厑厑 吊吆叏厤召䜟厦
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厑厑厑厑厑 ᯝᐇ叏叩厨友㤶叫

ᖖ⇕᪩䚻

取厱叩厭友㤶叫叉
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新入会員ご紹介

〜ご加入いただき、ありがとうございました！〜

事業所
㈱アイティープラス
安達システム㈱
合同会社 アップライド
ＡＭＡＺＥ（アメイズ）
家工房 まえだ
板山豆腐
エクセレントサービス社
エンジョイライフ
オークス㈱
奥村貸家
オートランドＡ＆Ａ
ＯＦＦＩＣＥ しんむら
食酒処 梶原
鹿屋福祉サービス㈱生活介護事業所あおぞら
かのやペットフーズ
河野純一税理士事務所
㈲共同建設
小迫ストアー
さつま芋本舗
ＴＨＥ ＤＡＹＳ
㈱三栄ハウジング
神幸水産㈱
ステップ
スナック まり子
スナック ローズ
㈲田中電設
㈱デイサービス海道
どんこび
ネイルサロンＪ＠Ｍ
畑 ｐａｎ
特定非営利活動法人 発達支援センター スマイル
花岡の里
ハマダ商事㈲
はるしま整形外科クリニック
特定非営利活動法人 ひなぎく保育園
福亭食品
㈲フジマックス
マイスターコーティング 鹿屋店
マツシタプロダクション
宮園貸家
㈱優心
古川酪農
㈲吉元建設
ランドリーデイ
ｃａｋｅ ｇａｒｄｅｎ Ｒｉｏ−Ｌｅｓｔｅ

代表者名
川原 由紀
安達 修也
吉永 一博
本村美貴子
前田 一豊
板山 整一
吉田
要
丸山 光弘
柏原公太郎
奥村 博文
安達 宗良
新村 禎博
梶原 一憲
岩下 拓郎
髙野 洋子
河野 純一
前田 清一
小迫 高雄
藤田 京子
大坪 宏樹
永田 康朗
上清水幸一
門谷 則和
岩元まり子
飯迫 礼子
田中 弘樹
髙野 洋子
中野ムツ子
池水小百合
酒井 光昌
宮内みゆき
林
幸一
濱田 真一
春島 正美
大窪千賀子
前田 淳一
藤井 幸治
久留米 篤
松下 秀斗
宮園 憲治
立山まゆみ
古川 和治
吉元 順一
福元 昭博
出水 尚志

所在地
鹿屋市寿 2-8-17-1
鹿屋市今坂町 10117-5
鹿屋市寿 8-2-23
鹿屋市寿 7-8-50
鹿屋市花岡町 4168
鹿屋市上谷町 11531-12
鹿屋市西原 2-34-1
鹿屋市新川町 5533 フェヴァリー G201
鹿屋市白崎町 2-9
鹿屋市郷之原町 14927-3
鹿屋市旭原町 2747-1
鹿屋市川西町 3703-1
鹿屋市札元 1-1-9
鹿屋市旭原町 2708-4
鹿屋市海道町 835
鹿屋市高須町 1944
鹿屋市下高隈町 5494-4
曽於市末吉町南之郷 4520
鹿屋市西原 2-4-5
鹿屋市西原 1-29-11
鹿屋市寿 8-9-3
鹿屋市川西町 3597-4
鹿屋市吾平町下名 3215-4
鹿屋市本町 5-12
鹿屋市本町 3-8 スカイビル 2 階
鹿屋市東原町 6140-1
鹿屋市海道町 820
鹿屋市本町 7-2
鹿屋市西原 2-31-31
鹿屋市本町 4-20
鹿屋市西大手町 5-8
鹿屋市花岡町 3977-2
鹿屋市下高隈町 4467-2
鹿屋市旭原町 2572-2
鹿屋市笠之原町 6-1
鹿屋市王子町 4467-1
鹿屋市寿 8-13-19-1
鹿屋市旭原町 2452-7
鹿屋市札元 1-5-12-1
鹿屋市今坂町 10112-16
鹿屋市大浦町 14028-4
鹿屋市東原町 7088
鹿屋市郷之原町 12785
鹿屋市川西町 4420-5
鹿屋市川東町 8330-3

［50音順・敬称略］
業種
サービス業
サービス業
サービス業
サービス業
建設業
製造業
サービス業
小売業
製造業
不動産業
小売業
不動産業
飲食業
サービス業
小売業
サービス業
建設業
小売業
卸売業
美容業
建設業
小売業
美容業
飲食業
飲食業
建設業
サービス業
飲食業
サービス業
製造業
サービス業
サービス業
小売業
サービス業
サービス業
製造業
サービス業
サービス業
サービス業
不動産業
サービス業
酪農業
建設業
サービス業
製造業

※平成 27 年９月４日から平成 28 年３月 29 日までにご加入された事業所
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有限会社 鹿屋造船

▲㈲鹿屋造船

代表取締役

中村力夫氏

船舶の防汚塗料特許取得

▲実際に実験に使われたヨット

鹿屋市高須町の有限会社鹿屋造船（代表取締役：中村力夫氏）が、船舶の船底に貝類や海藻などの
海洋生物が付着しにくい防汚塗料を開発し、今年２月に特許を取得されました。
中村社長の先祖は、島津藩の桜島の造船所の船大工だったそうです。大正３年の桜島大爆発で桜島
を追われ、同年６月に高須町の川岸で初代の中村庄五郎氏が造船所を始め、二代目の時徳氏、三代目
の力夫氏と引き継がれ、今年で創業 102 年を迎えます。硫黄島の漁船を先代から作っていたこともあり、
その縁から硫黄島の客の漁船を引き取った際、貝類や海藻がほとんどついていないことにヒントを得
て防汚塗料の開発に着手されました。
約 40 年ほど前、木造船からガラス繊維強化プラスチックで造船された F.R.P. 船が主流となった頃、
燃料費やエンジンへの負荷などの運行経費を抑えるためにも貝類や海藻の付着をしにくくする船底塗
料は必須であり、今では全面禁止されているが、有機錫やロジンを含む塗料や、効果は疑問視されて
いましたがわさびやとうがらしを混ぜて塗る人もいたそうです。
船底塗料には化学反応を伴わず水流で表面が少しずつ溶け出す “ 自己研磨型 ” や海水による化学反応
を引き起こす “ 加水分解型 ” などがあり、今回の特許取得は、これら既存の塗料に硫黄粉末を混ぜたも
ので、鹿屋体育大学の倉田博名誉教授に協力していただき、倉田名誉教授のヨットにて浸漬実証テス
トを実施しました。ヨット下架後半年では海洋生物はほとんど付着せず、１年たった頃多少の海藻や
カキ殻の付着が確認できたほどで、新たな塗装をするためにヨットを上架し、付着物をそぎ落として
船艇の清掃をする際、付着物が容易に剥がれやすいとの印象を受けたことも特許取得の足がかりとな
りました。
〈会社概要〉
中村氏は「今回の特許取得においては、県内の知財総合支援窓口や産
会社名：有限会社鹿屋造船
業支援センターなどからアドバイスを受けたこともありますが、一番の 代表者：中村力夫氏
要因は鹿屋体育大学の海洋スポーツセンターが高須町に開設された縁も 所在地：鹿屋市高須町 1701
あり、倉田名誉教授の指導・助言があったからこそ特許を取得できたの ＴＥＬ：0994-47-2301
だと感謝しております。小型船での効果は確認できたので、今後は大型 Ｈ Ｐ：http://kanoyazosen.
com/
船にも採用されれば」と語ってくださいました。
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おおすみ鹿屋から世界へ

地域密着型プロサイクリングチーム

『 C IEL B LEU 鹿屋』塚越さくら選手リオ五輪出場
2 月 に 地 域 密 着 型 プ ロ サ イ ク リ ン グ チ ー ム「CIEL
BLEU KANOYA（シエルブルーカノヤ）
」が国内初の
プロ自転車チームとして誕生しました。『CIEL BLEU
KANOYA』とはフランス語で『鹿屋の蒼い空』。2016
年シーズンは鹿屋体育大学大学院を卒業した上野みな
み選手と塚越さくら選手の２名が所属選手として登録
されています。両選手が現在トラック中距離をメイン
に活動していることもあり、
『CIEL BLEU KANOYA』
は日本初の自転車競技中距離トラックチームという形
▲塚越さくら選手

で発足しますが、今後はトラックだけでなく、ロード

にも注力する意向とのことです。
2016 年に開催されたアジア自転車競技選手権大会では、上野選手はポイントレース第三位、４㎞チー
ムパーシュート第二位（日本新記録）、塚越選手はオムニアム第三位、４㎞チームパーシュート第二位（日
本新記録）を獲得するなど数々の優秀な成績を収めています。
また、塚越選手は今年開催される リオデジャネイロオリンピックの自転車トラック競技オムニアム
代表選手に選出され、４月８日（金）鹿屋市役所にて懸垂
式が行われました。塚越選手が「素晴らしい環境や、鹿屋
市のサポート、皆さんの応援でオリンピックという大きな
舞台への出場が決まった。皆さんからの応援を受けメダル
を目指して頑張りたい。
」と決意を述べると、関係者らか
ら激励のエールが贈られ、市民の更なる盛り上がりとオリ
ンピックでの活躍に期待が込められました。
チーム概要
Ciel Bleu 鹿屋（シエル ブルー カノヤ）
鹿屋市大浦町 11479-16（㈱ベルキャンバス内）
TEL：45-6162 ／ FAX：45-6163
ホームページ：http://www.cielbleu-kanoya.com
企業サポーター（５万円／年）、
個人サポーター（３千円／年）募集中！
▲応援の懸垂幕
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鹿児島県オーストリッチ事業協同組合ダチョウ肉の屠
鹿児島県オーストリッチ事業協同組合ダチョウ肉の
屠 畜 加工場完成
ダチョウの飼育・加工を行っている鹿児島県オーストリッチ事業協同組合の屠畜加工場が鹿屋市高牧町に完成し
ました。
同工場では、放血・脱皮・剥皮・内蔵処理・冷蔵室・食肉処理など一連の行程を流れ作業で行うことができ、年
間で 500 羽程の処理を行う予定です。最大で年間 4,000 羽処理することも可能ですが、まずは３年後に年間 1,000
羽処理することが目標とのことです。
また、同屠畜場は国際的に認められた安全基準の HACCP の第１次審査に合格しており、６月の本審査に合格す
るとダチョウ業界だけではなく、木造つくりでの HACCP 認定屠畜場としても全国初のケースとなります。
今後、鉄骨より安価で早く出来る木造の同屠畜場が HACCP 認定工場として全国のモデルケースになることが期
待されます。
安藤理事長は「全国に誇る畜産の町
鹿屋のノウハウをダチョウに活かし、
畜産技術や肉質においても全国トップ
レベルと自負しています。安心安全で
美味しいダチョウ肉を安定的に供給可
能となったので、この鹿屋を拠点に新
たな畜産として産業の確立を図ってい
きたい。」と力強く語ってくださいま
した。
▲オーストリッチ事業協同組合
▲屠畜場内の様子
理事長 安藤勝利氏

経営セミナーのご案内

1000 店を黒字化させたスペシャリストに学ぶ
〜お金をかけずに繁盛店に変える〜
大競争時代の現在、
「売上が伸びな
い」
「利益がでない」
「集客がうまくい
かない」
「資金繰りが危ない」
「スタッフ
が育たない」など様々な問題に苦慮さ
れている経営者の方も多いと思います。
今回は、
『1000 店を黒字に導いたプ
ロが教える「お金をかけずに繁盛店に
変える本」』の著者による “ 黒字化経営セミナー ” です。
実践事例を交え、費用を最小限に抑え、繁盛店に変わ
る経営の基本とテクニックをわかり易く解説します。
この機会に是非ご参加ください。
開催日時：平成 28 年６月 23 日（木）14:30 〜 16:30
開催場所：鹿屋商工会議所
定
員：50 名
参 加 費：無料（当所会員の方）
2,000 円（当所会員以外の方）
講
師：㈱アチーヴメントストラテジー代表取締役
富田 英太 氏
※詳しい内容につきましては、同封のチラシをご覧く
ださい。

「第11
11回アグリフード
回アグリフード EXPO 東京 2016」

出展者募集中
８ 月 18 日（ 木 ） 〜 19
日（ 金 ） の ２ 日 間、 東 京
ビッグサイトにて “ 国産 ”
の農畜産物や加工食品に
こだわった展示商談会「第
11 回 アグ リフ ード EXPO
東京 2016」が開催されま
す。当所は、鹿屋市並びに 前回の当所出展ブースの様子
大隅地域の食品関連事業者の方々の更なる販路拡大・販
売促進を支援する目的で本展示会にブースを農畜産物や
加工食品などをとりまとめて出展いたします。当所がと
りまとめて出展するので、出展料が掛かりません。この
機会に是非ご出展ください。なお、
詳細につきましては、
同封のチラシをご覧ください。
【募集要項】
開催日時：平成 28 年８月 18 日（木）〜 19（金）
開催場所：東京ビッグサイト
募集対象：農畜産物生産者・食品加工品業者６社程度
※原則、ご担当者が直接参加できる事業所を
募集します。
申込締切：平成 28 年５月 30 日（月）
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『カンパチ de リゾット提供店の案内』
平成 28 年２月に開催された、鹿児島県の商店街
グルメの頂点を決める「第 6 回 Show-1 グルメグラ
ンプリ」にてグランプリを獲得した鹿屋市商店街連
合会の『カンパチ de リゾット』が下記店舗にて食
べられるようになります。
これまでは、古江町の “ みなと食堂 ” のみでの提
供でしたが、新たに提供店を募集したところ、計９
店舗にて提供されることが決定しました。
【提供店】
鹿屋市観光物産総合センター・ローズダイナー・
NERO・美味処鈴屋・ビジネスホテルしらさぎ・
ファーマーズマン・春ん家・魚菜丸・みなと食堂

▲カンパチ de リゾット
※提供開始は６月からを予定しております。
是非皆様足をお運び下さい。
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クールビズ
（弱冷房および軽装勤務）

実施中です！
当所では、夏季における電力消費量抑制と地
球温暖化防止に取り組むため、
「クールビズ」
を実施しています。
11 月４日（金）まで弱冷房（夏季の室温を
28 度に設定）にし、併せて軽装（ノーネクタイ・
ノー上着）にて勤務しておりますので、当所の
取組みにご理解、ご協力を賜りますようお願い
申し上げます。
また、当所へご用の皆様もご遠慮なくクール
ビズでお越しください。

KANOYA CHAMBER

ハローワークかのや
からのお願い
６月20日から高卒新人の
受付が開始されます。
平成 29 年３月高等学校卒業予定者の求人の
受付が６月 20 日（月）から開始されます。高
校生は、夏休み中に応募先企業を絞り込み、９
月 16 日（金）から満を持して選考に挑みます。
事業主の皆様、優秀な人材確保のため、また、
地元の若い人材にふるさとで活躍できる場を与
えていただくために、早めに求人の提出をお願
いします。
【お問い合わせ先】
ハローワークかのや（学卒担当
TEL：0994-42-4135

野崎）

鹿屋商工会議所職員紹介
当所に在籍しております職員は下記の通りと
なっております。ご用命の際にはお気軽にお声を
お掛け下さい。
事務局長

岩元

伸二

総務課
課
係
係
主
主

中小企業振興部

長
長
長
事
事

茅島 健一 部
長 中川路哲郎
吉永 梨恵 振興課長 郷原 和徳
中薗 康洋 課長補佐 今村 和隆
本藏 将博 係
長 野間口 理
町田 香澄 主
任 宮内 康亮
（育児休業中） 主
事 岩倉 光治
主
事 濵元 優衣
ジョブ・カード事業
サポートセンター長
主
事 迫
祐澄
東
真一 販路開拓支援員
横山 貴久
普及推進員 八木 泰海
普及推進員 太田 理恵 記帳指導員 川畑 恵美
庶
務 郡山瑛莉奈 （平成 28 年５月１日現在）

平成 28 年度

労働保険年度更新手続のお知らせ
６月１日（水）から７月11日（月）までは労働
保険料の「年度更新」申告・納付期間です
● 6 月はじめに送付されます労働保険料申告書・
納付書により、期間中に申告・納付を行なって
いただきますようお願いします。
●平成 23 年度から、年度更新の審査業務が外部
委託され、申告書の受付は、原則として記入
漏れ等をチェックするだけの確認作業になりま
す。このため、申告書に記入誤り・漏れがない
よう、自主的な記入・申告をお願いします。
●電子政府の総合窓口（e-Gov）からも電子申請
による年度更新申告ができます。
【お問い合わせ先】
鹿児島労働局労働保険徴収室 適用係
TEL：099-223-8276

＝ 新職員紹介 ＝
振興課 主事

濵元 優衣（24 才）
意気込み
商工会議所の職員として鹿屋の地域発展に寄与して
いけるよう、日々学び経験を積みながら業務に励みた
いと思っております。まだまだ未熟者ですが、何卒よ
ろしくお願いします。
趣味・特技
休日には、鹿屋に昔からあるお店や新たにオープン
したお店を見つけては友人とランチに行きます。鹿屋
のおいしいものや友人と楽しめる場所をこれからもど
んどん見つけていけたらと思っています。

＝ 新職員紹介 ＝
振興課 主事

迫

〒893-0009
農機本社 鹿児島県鹿屋市大手町１２-1

祐澄（20 才）

意気込み
５月より鹿屋商工会議所の職員として入職致しまし
た。不慣れなことばかりですが、少しでも早く仕事を
覚え、地域の発展に貢献していきたいと思いますので、
よろしくお願い致します。
趣味・特技
魚釣りが趣味です。休日には海に出かけ、エサ釣り
やルアー釣りなど様々な釣りを楽しんでいます。また、
魚を食べることも好きで、釣った魚を料理できるよう
頑張りたいと思います。
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マル経融資制度の金利が 1.30％に変更されました
マル経融資（小規模事業者経営改善資金）とは、商工会議所の経営指導を受けている小規模事業者の方が、
経営改善に必要な資金を、商工会議所の推薦に基づき日本政策金融公庫が無担保・無保証人・低金利で融資
する制度です。
●ご利用いただける方
常時使用する従業員（パート、アルバイトを除く）が 20 人以下
（宿泊業、娯楽業を除く小売、卸売、サービス業では５人以下）
【資 金 使 途】
【融資限度額】
【担保保証人】
【利
率】
【返 済 期 間】

運転資金および設備資金
2,000 万円 ※ 1,500 万円以上のご融資の場合、事業計画書の提出が必要となります。
不要
1.30％（平成 28 年５月 16 日現在）
運転資金… ７年以内（据置１年以内含む）
※ご相談によっては、ご希望に添えない
設備資金…10 年以内（据置２年以内含む）
場合もあります。

【お問い合わせ先】 当所中小企業振興部まで

TEL：0994-42-3135

FAX：0994-40-3015

融資実行日より２ヶ月以内に必要書類を提出下さい !!

鹿屋市中小企業資金利子補給金制度のご案内
鹿屋市中小企業資金利子補給金制度とは…
鹿屋市中小企業資金利子補給金の対象資金の融資
を受けた中小企業者に対し、借入資金の利子の一部
を補給する制度です。
Ⅰ対象者の要件
①市内に住所又は事業所を有する中小企業者
（法人の場合には、市内に本社・支社を有する者に
限る）
②鹿屋商工会議所・かのや市商工会（串良本所・吾
平支所・輝北支所）に加入し、かつ、市税を完納
しているもの
Ⅱ利子補給金の内容
①対象資金（※返済期間 1 年未満の短期借入につい
ては含まない）
・鹿児島県中小企業制度資金
・㈱日本政策金融公庫制度資金（すべての制度）
・商工貯蓄共済制度資金
（積立金の範囲内の資金は、除く。）

②利子補給期間
融資実行日から１年間以内
③利子補給金の額
借入金額の 2.0％分に相当する額
④限度額
１事業所あたり 30 万円
※平成 26 年度までの従来の制度で限度額まで支
給された事業所も、新たな借入については再度
申請が可能となります。
Ⅲ手続きの方法
鹿屋商工会議所・かのや市商工会（串良本所・吾
平支所・輝北支所）へ
融資実行日から原則２ヶ月以内に 届出書及び交付
申請書を提出して下さい。
※必要書類等については当所中小企業振興部までお
問い合わせ下さい。
◎その他お問い合わせは…

鹿屋市農林商工部商工振興課まで
住所：鹿屋市共栄町20-1 TEL：31-1164 FAX：40-8688
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商工会議所では、記帳指導の一環として「記帳代行」を行っております。
記帳代行とは、日々の記帳処理が困難な小規模事業者に対し、事務の合理化
を図るため、当所の会計ソフトで記帳事務を代行するものです。損益計算書・
貸借対照表を作成しますので、青色申告特別控除（65 万）を適用することも
できます。また、記帳代行を通じて財務状況が把握でき、経営状態の分析に
も役立ちます。
・現在、税理士の指導を受けていない方
記帳代行ってなにをすればいいの？？
・前年の青色申告特別控除前の所得が 400 万円以下の方
営業日報（売上・仕入・経費）を毎日記入していただき、
・青色申告者または青色申告希望者の方
その日報を当所へご提出いただきます。それに基づき、当所
記帳代行の手数料は？？
記帳指導担当職員が、帳簿（総勘定元帳）の作成を行います。
毎月 6,000 円（消費税別）
また、毎年度末の確定申告書・決算書作成の指導までをサポー
※確定申告書・決算書の作成については、所得規模に応じ
トいたします。（決算代行は別途手数料を戴きます。）
て手数料が異なりますので、別途お尋ねください。
記帳代行の効果は？？
▼決算代行業務も承っております。
・経理事務の負担が軽減され、事業活動への集中が図れます。
毎日帳簿（現金出納帳・経費帳・売掛帳・買掛帳等）を
・四半期ごとの売上、仕入れ、経費の支出状況を提示、経
記入されている方で、確定申告書・決算書作成の指導をご希
営の状況が把握できます。
望の方についても、申込みを承っておりますので、お気軽に
・決算、申告、年末調整に関わる事務が大幅に軽減されます。
お問い合わせ下さい。
・計算が複雑な減価償却費の計算も簡単にできます。
記帳代行の対象は？？
【記帳代行に関するお問い合わせ先】
・当商工会議所の会員であり、かつ個人の小規模事業者（従
当所中小企業振興部まで TEL：0994-42-3135
業員 20 名以下）の方

忙しいあなたに変わって記帳のお手伝い

記帳代行のご案内
〜新規委託先募集中〜

業況ＤＩは、引き続き一進一退。先行きも不透明感強く、慎重な見方崩れず。
九州の業況ＤＩは、前月と比べ改善。
商工会議所ＬＯＢＯ（早期景気観測）− 2016 年４月調査結果 −
●調査期間：2016年４月14日〜20日 ●調査対象：全国の422商工会議所が2959企業にヒアリング
●DIとは：ディフュージョン・インデックスの略称、調査項目についての判断の状況を示す。ゼロを基準として、
プラスの値は景気の上向き傾向を、マイナスの値は景気の下向き傾向をあらわす。
４月の全産業合計の業況ＤＩは、▲ 21.0 と、前月から＋ 2.6 ポイントの改善。ただし、今回の調査開始時点は熊本地震の
発生前であることに留意が必要。業況ＤＩは、堅調な観光需要や原材料・燃料価格の下落の恩恵、設備投資の持ち直しの動
きに加え、
「悪化」から「不変」への変化も押し上げ要因となった。金融市場の不安定な動きに対する懸念は和らぎつつある
ものの、人件費上昇や受注機会の損失など人手不足の影響拡大、消費低迷の長期化、新興国経済の減速などから、中小企
業の業況感は依然として鈍く、一進一退の状況が続いており、来月以降、熊本地震の影響を注視していく必要がある。
先行きについては、先行き見通しＤＩが▲ 23.1（今月比▲ 2.1 ポイント）と、悪化を見込む。ゴールデンウィークに向けた
観光需要拡大や設備投資の持ち直し、補正予算・今年度予算の早期執行などへの期待感が伺える一方で、熊本地震の影響
の大きさや、
円高によるインバウンド需要の鈍化など消費の一段の悪化、
新興国経済の減速の長期化を懸念する声が出ている。
人手不足や価格転嫁の遅れなどの課題を抱える中、中小企業においては、先行きへの不透明感から慎重な見方が続いている。
【九州ブロック概況】
○全産業の業況ＤＩは、前月と比べ改善。産業別にみると、サービス業で横ばい、建設業、卸売業で悪化、その他の２業
種で改善した。各業種から寄せられたコメントは以下のとおり。
○「熊本地震により高速道路が被害を受け、生花の物流にも影響が出ている。早く地震がおさまり元に戻ることを願う」（農
畜産水産物卸）
、
「熊本地震により、熊本、大分、鹿児島から佐賀、長崎方面に周遊する国内旅行客からのキャンセルが入っ
ている。今後、インバウンドの観光客に対する影響も懸念される」（旅行業）
、「売上・業況は改善したが、将来的な求人
難を考え、女性の登用、大卒求人の開拓、雇用延長などの検討事項を徐々に実施に移している」（産業用電気機械）
○業況の先行き見通しＤＩは、全産業では今月と比べ改善する見込み。産業別にみると、建設業、製造業で悪化、その他
の３業種で改善する見込み。

つも ありがとうございま
い
も
す
つ
い
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青年部だより

平成28年度 鹿屋商工会議所青年部通常総会開催される！

▲定松光徳新会長

▲総会風景

4 月 19 日（火）にホテルさつき苑にて「平成 28 年度鹿屋商工会議所青年部通常総会」が開催された。総会では、
「平
成 27 年度事業報告並びに収支決算報告」及び「平成 28 年度事業計画（案）並びに収支予算（案）」が原案通り承認された。
定松光徳新会長は「鹿屋商工会議所に青年部が設立されてから第 20 代目の会長となります。青年部とは、商工会議
所の一翼を担い、地元産業の発展、地域社会に貢献することを目的に組織された団体です。私ども鹿屋商工会議所青年
部は、この理念のもと日々研鑽に励み、地域の発展に誠意努力しております。地域経済の先行きが不透明な中、己の信
念を曲げず失敗を恐れることなく前に進む『チャレンジする精神』を基本とし、会社の運営・人材育成等を勉強して参
ります。若い経営者の方、そして 2 代目・3 代目の方々、今年度のスローガンでもあります『未来を見据えて共に歩い
て行こう YEG の絆』とありますように、この鹿屋市で自分の会社の発展ひいては地域の発展に我々と共に汗を流して行
きましょう。」とコメントを述べられた。

青年部新役員名簿
役
会

職

氏

長 定松

副 会 長 森

名

会社名

光徳 ㈲協栄塗料
洋成 ㈱森電気

副 会 長 久保真一朗 久保醸造合名会社
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専務理事 川﨑

大輔 ㈱鹿児島イーデン電気

直前会長 西中

康記 ㈱鹿屋大隅地域おこし公社

監

事 竹永

雅和 ㈲タケナガ保険

監

事 久保健太朗 ㈱綜合印刷

相 談 役 竹井

知子 Photo Design Kalmia

事務局長 山下

裕亮 ㈱ファーストオフィス

理

事 小川

猛 ㈱南日本飲料

理

事 須田

豪 K2

理

事 立迫

理

事 山下

純次 ㈲樋渡石油店
仁 ㈲山下とうふ店

＜青年部会員募集中 !! ＞
私たち鹿屋商工会議所青年部は、
『
「商売の話」ができる仲間
を増やしたい。事業経営について、もっと本格的に「勉強」した
い。企業人として「自信」が持てるようになりたい。青年経営者
として、「地域社会に貢献」したい。
』という 20 歳から 40 歳まで
の仲間を求めています。多くの方々と一緒に人生について、仕事
について語り合いたいと考えています。あなたの情熱を鹿屋商工
会議所青年部で燃やしてみませんか！
！ぜひともご入会ください。
【入会のメリット】
■市内に異業種の仲間ができ、人脈が広がり、事業発展、ビ
ジネスチャンスの機会が得られます。
■様々な考え方の違う人との会議・事業を通じて自己の成長
につながります。
■鹿屋市での各種イベント・お祭りといった事業を通じて地
域貢献ができます。
■商工会議所の活用により、事業の経営改善が図れます。
□お問い合わせ先 鹿屋商工会議所青年部事務局まで
TEL：0994-42-3135 FAX：0994-40-3015

KANOYA CHAMBER
女性会通信

平成28年度鹿屋商工会議所女性会通常総会開催！

▲右田恵美子新会長

▲総会風景

４月 27 日（水）、春夏酒冬（あきない）にて、
平成 28 年度通常総会を開催し、
平成 27 年度事業報告・
収支決算並びに平成 28 年度事業計画・収支予算が原案の通り承認されました。
また、今年度は役員改選の年でしたが、中村前会長より右田新会長へ変わり、新役員が決まりました。
新役員については下記の通りです。
女性会新役員名簿
役

職

氏

会

長

右田恵美子

㈱美木多植物園

鶴丸

副会長

理

事

監

事

顧

問

名

会社名

映子

ヒューズ㈲

久保薗芳子

㈲東久開発

江川たき子

聖教新聞西鹿屋販売店

井ノ上和代

医）碧仁会

松下

松下水産

利子

井ノ上病院

検見崎理恵

㈲太陽調剤薬局

大牟礼千津子

大牟礼美香園

萩枝

カーセンター鹿屋

文子

〈任期：平成 30 年３月 31 日まで〉

右田恵美子新会長より、
「平成 28 年度が新体
制となりスタートしました。女性会会員は全員で
11 名と少ないですが、役員・会員関係なく様々な
ことを皆で話し合って決めていきましょう。会員
一丸となり女性の力で鹿屋を盛り上げていけるよ
う、ご協力をよろしくお願いします。」との挨拶が
ありました。

《女性会会員募集中》
一緒に活動しませんか !!
女性会活動では、異業種の方々と知り合い、共
に学び、教養や経営能力を高め、様々な情報交換
をすることでプラスになることが沢山得られます！
☆主な活動内容
・会員相互の親睦と研鑽
・講習会、講演会、視察研修会の実施
・商工会議所活動に寄与する活動
・地域振興に関する事業の実施及び社会一般の
福祉に寄与する活動
☆入会資格
鹿屋商工会議所会員事業所の女性経営者又は専
従者、役員、代表者婦人
☆年会費 6,000 円
☆お問合せ
鹿屋商工会議所女性会事務局
TEL：0994-42-3135
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軽減税率対策補助金のお知らせ
平成 28 年 3 月 29 日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」により、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の概要が公
表されましたのでお知らせします。

複数税率対応として、2 つの申請類型があります。
Ａ型：複数税率対応レジの導入等支援

Ｂ型：受発注システムの改修等支援

複数税率に対応できるレジを新しく導入
したり、対応できるように既存のレジを改
修したりするときに使える補助金です。
※レジには、POS 機能を有していないレジ、
モバイル POS レジシステム、POS レジシ
ステムなどを含みます。

電子的な受発注システム（EDI/EOS 等）
を利用する事業者のうち、複数税率に対応
するために必要となる機能について、改修・
入替を行う場合に使える補助金です。

※平成 29 年 3 月 31 日までに導入または改修等が完了したものが支援対象となります。

「ビジネスチャンス・ナビ2020」にユーザー登録されませんか？
「ビジネスチャンス・ナビ 2020」は、東京オリンピック・パラリンピック競技大会等を契機とする官民
の発注・調達情報を一元的に集約した情報ポータルサイトであり、中小企業の受注機会の拡大を支援するも
のです。
主な機能としては、都内及び国、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会や民間企業の入
札・調達案件を検索することができます。
又、ビジネスチャンス・ナビ 2020」に登録された企業の中から、ビジネスパートナーを検索することが
できます。
「ビジネスチャンス・ナビ2020」のイメージ
都・国・
東京オリンピック・パラリンピック
競技大会組織委員会など

発注側
民間企業

入札案件等
調達情報登録

ビジネスチャンス・ナビ２０２０
情報提供

企業登録

都内及び全国の中小企業
受注側
個別商談

契約成立

受注

ユーザー登録のご案内
「ビジネスチャンス・ナビ 2020」のご利用開始
に先駆けて、ユーザー登録をお願いします。ユー
ザー登録を行うことで、今後、官公庁の入札案件
や調達情報、民間企業の発注情報を検索できるほ
か、自社の PR 情報を登録すれば、他の企業から
探してもらうことができ、ビジネスパートナーの
開拓にも繋がります。
詳しくはホームページ
URL:https://www.sekai2020.jp にアクセスして下
さい。

【お問い合わせ先】
（公財）東京都中小企業振興公社 中小企業世界発信プロジェクト推進協議会事務局 TEL：03-5822-7739
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んのひ
会 員 さ んの
ひろ
ろば

▲オーナーシェフ 出水 尚志氏

▲かわいらしい店内の様子

所 鹿屋市川東町
8330-3
営業時間 10：00〜19：00
店 休 日 日曜、第３月曜日
連 絡 先 0994-45-4884
駐 車 場 有り（７台）
住

バイパ
ス

▲川東より愛を込めて…
『川東煉瓦』

MAP
ファミリー
マート

←寿

オーパス
志布志 ･ 串良→

ニトリ

エディオン

肝付→
セブンイレブン

ココ
小石田
自動車工場

吾平↓

Rio-Leste は、2015 年 12 月に川東町にオープンしました。リオ−レ
ストという店名は、ポルトガル語でそれぞれ『川』と『東』を意味します。
ケーキ店での修行をはじめた頃からお店を出すなら、自分の生まれ育っ
たのどかな雰囲気の川東町でと決めていました。
『川東煉瓦』は当店オススメ商品の１つで、ショコラの生地で生クリー
ムとチョコクリームをサンドし、生チョコとパリパリチョコでダブルコー
ティングしています。その他にも PREMIAM チーズケーキや Mow-Mow
プリンも人気商品でお客様よりご好評をいただいております。
川東町にひっそりとたたずむケーキ屋さんへぜひ一度ご来店下さい。

お知り合いの方をご紹介ください！

会員増強推進運動

実施中 !!

〜鹿 屋 商 工 会 議 所 ご 入 会 の ご 案 内〜
『商工会議所』は業種・業態・事業規模を問わずあらゆる商工業者の皆様にご加入いただき、会員組
織を基盤に地域商工業の発展・魅力あるまちづくりをめざす “ 地域総合経済団体 ” としての使命を担う
と共に、地域密着型の相談・支援体制のもと地域経済のセーフティネット的機能を果たしながら会員企
業の経営改善や従業員の福祉向上に役立つように幅広い「会員サービスの提供」に力を入れ、地域中小
企業の事業経営のお手伝いを通じて新たな成長戦略の創造と経営力の向上に努めております。

鹿屋商工会議所では、「行動し頼りになる信頼される鹿屋商工会議所！」をめざし、現在、
組織率の向上による組織力の強化に取り組んでおります。
お知り合いの方やお取引先の事業所等をぜひご紹介ください。
鹿屋商工会議所ご入会について

【年 会 費】
個人事業所の場合…原則として 12,000 円（１口）以上
法人事業所の場合…原則として 24,000 円（２口）以上
※平成 28 年度年会費は平成 28 年４月１日から平成 29 年３月31日までの１年間の会費です。
※会費は全額損金または必要経費に算入できます。
※ご加入初年度の会費は、ご加入月にあわせて、月割の金額を頂戴します。
☆職員が訪問し、ご説明させていただきます。まずはお電話ください
鹿屋商工会議所

TEL0994-42-3135

まで
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