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　第 123 回通常議員総会において令和 3年度事業
計画並びに収支予算が承認されました。
　令和3年度事業計画基本方針・行動指針・令和3
年度各会計収支予算は下記のとおりとなっております。

◆令和３年度事業計画 基本方針
　日本で初めての新型コロナウイルス感染者が報
告されて１年以上が経過しました。コロナの世界的
流行は、各国の社会・経済に甚大な影響を及ぼし、
あらゆる行動・思考・価値観に変化をもたらしまし
た。我が国でも緊急事態宣言が２度発出され、経
済や社会活動に制限が求められるなどの過去に経
験したことのない対策が取られ、外出抑制や休業・
時短要請により個人消費が大きく落ち込み、先の見
えない不安の中で、多くの企業が極めて厳しい経営
環境に置かれると共に、“ 三密 ” の言葉に象徴され
るように私達の生活様式は一変しました。
　又、コロナ禍は、人口減少や少子高齢化、人手不
足と云った我が国の長期的かつ構造的な課題に加
えて、デジタル化の遅れや東京一極集中のリスク、
地方分散化の必要性など、従前より企業や地域が抱
えていた課題を改めて浮き彫りにしました。
　政府においては、検査と医療提供体制の整備・拡
充はもとよりワクチンの早期接種や治療薬の開発・
生産などコロナの感染拡大を制御し、先行きの明る
い見通しを国民に示して戴きたいと考えます。
　このような中、当商工会議所では『新型コロナウ
イルスに関する経営相談窓口』を通じて、資金繰り
支援や補助金活用など経営相談に対応すると共に、
持続化給付金や雇用調整助成金をはじめ国・県・市
が講じた各種支援策の周知や申請支援、消費喚起プ
ログラムを展開して、会員企業の事業継続と雇用維
持に努めて参りました。
　本年度は＜新型コロナウイルス感染拡大防止と
社会経済活動の両立＞と云う難しい課題に対し、会
員事業所総訪問による「現場主義」と「双方向主義」
を基本行動として、企業のライフステージ［創業・
成長・発展・承継］に応じた経営課題の解決に向け
て、経営発達支援計画に基づく伴走型の事業計画策
定／実行支援による企業に寄り添ったきめ細かな
経営支援を行い、加えて、コロナ禍を生き抜くため

の業態転換・事業再編やデジタル実装による生産
性向上への果敢な挑戦に対する支援の強化を図り、
会員企業の経営力の向上と体質強化による企業の
持続的発展に努めて参ります。
　更に、ビジネスマッチングの場の提供や農商工連
携・6次産業化による新たなビジネスモデルの構築
を図り、地場産品の需要開拓と販路拡大及び海外事
業展開等のための情報収集と提供に努めて参ります。
　又、東九州自動車道等の社会基盤整備や観光振興
はじめ地域経済活性化への環境づくりや地元企業
への受注機会の確保など『地域社会に貢献する総
合経済団体』として会員企業並びにふるさと鹿屋
のために、関係機関と連携して官民一体となり種々
提言 ･要望活動にも積極的に取り組んで参ります。
　尚、本年度も会員増強運動に取り組み、組織率の
向上に努め組織力の強化と財政基盤の確立を図り、
継続性のある商工会議所運営に努めて参ります。
　これからも地域と共に『行動し信頼される商工会
議所！』として、会員の皆様から真に頼られる組織
であり続けるために更なる飛躍をめざして、本年度
は以下の行動指針に基づき諸事業を積極的に展開
して参ります。

◆行 動 指 針 
～新型コロナウイルス感染拡大防止と社会経済活動
の両立に向けて…！～
１、 会員事業所総訪問による「現場主義」及び「双
方向主義」を基本とした、会員サービスの提供
とコロナ禍による苦境を克服するための支援
強化に努めます。

２、 鹿屋・大隅地域の地場産品の需要開拓と販路拡
大に努めると共に、農商工連携・６次産業化の
推進を図り、付加価値の高いブランドと新たな
ビジネスモデルの創出に努めます。

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、中小企業や小規模事業者の
経営課題の解決に努めます。

◆ 事 業 項 目
１、提言・要望活動及び広報活動の積極的展開
（1）  社会基盤整備促進のため鹿屋市開発促進協議

会・大隅経済地域開発推進協議会等との連携
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推進

　④鹿屋港の整備促進

▲ 第123回通常議員総会
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（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
　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商工会議所活動の見える化とＰＲ事業の充実
　②魅力ある会報・ホームページの充実
　③メディアを活用した広報周知の実施
　④ＳＮＳを活用した情報発信事業への取り組み
　⑤Web 会議サービス（ZoomやMeet）の活用
　⑥各種調査結果を会員や関係機関へ発表
　⑦報道機関との懇話会の実施

２、地域産業振興の推進
（1）中小企業経営基盤の強化
　① 新型コロナウイルスに関する経営相談窓口を

通じた管内事業者への支援強化
　② 会員事業所総訪問巡回指導及び窓口指導によ
る経営課題解決支援

　③ 経営発達支援計画による短・中長期的な伴走型
支援

　④ 伴走型小規模事業者支援推進事業による持続
的発展に向けた支援

　⑤ 事業再構築補助金等の活用を促し、業態転換・
事業再編や新たな事業への取組みを支援

　⑥デジタル技術の実装による生産性向上支援
　⑦生産性向上による働き方改革推進支援
　⑧ 事業者の防災・減災対策を図るため事業継続計
画（ＢＣＰ）の策定支援

　⑨ 需要開拓支援事業による持続的な販路拡大支援
　⑩ 小規模事業者持続化補助金 ･ものづくり補助金

･ＩＴ導入補助金等各種補助金の活用支援
　⑪ 雇用対策・雇用維持に資する各種助成制度の普

及推進及び活用支援
　⑫マル経融資及び県制度融資の積極的推進
　⑬金融・経営相談会の定期的な実施
　⑭ 移動相談所の開設並びにワンストップ相談会
の拡充

　⑮ キャッシュレスの普及に伴う相談体制の構築
と導入支援

　⑯ 関係機関・団体等と連携した講習会・講演会の
体系的実施

　⑰ 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

　⑱ 事業引継ぎ支援センターと連携した事業承継
支援

　⑲ 鹿屋市・商工会議所・金融機関との連携による
支援体制の構築

（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
及び経営革新・創業支援の展開

　② 臨店コンサルティング事業等による経営革新
計画作成支援

　③ 産業競争力強化法に基づくかのや創業応援
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 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
 　＊ ビジネス商談会の開催／日本百貨店での直販

支援　等々
　② 農商工連携 ･６次産業化による新商品・加工品
開発及び新たなビジネスモデルの構築支援

　③ ふるさと納税制度における返礼品（産品・商品）
の開発とコーディネート

　④大隅加工技術研究センターの利活用
　⑤特産品直売所開設に向けた調査研究
　⑥ JETRO等政府系機関と連携した海外展開支援
　⑦ 農林水産業団体等との連携による地場産業の
支援

（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 ･大隅地域の観光資源の掘り起こし及びＰ
Ｒ強化

　⑤ マリンポートかごしま⇔鹿屋（古江）港間の客
船航路を活用した誘客の推進

　⑥ 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

　⑦ 鹿屋市観光協会・かのやイベント協議会・おお
すみ観光未来会議等との連携 

いつも台所にはマルイの醤油・味噌
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（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強化
　② 新たなネット試験・団体（出前）試験方式の普
及による利便性の向上

　③簿記講座・ＩＴ関連講習会・講演会等の実施

３、まちづくりの推進
（1）中心市街地活性化対策の支援
　① 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

　②空き店舗対策の実施
　③ 鹿屋市・㈱まちづくり鹿屋・街のにぎわいづく
り協議会等との連携強化及びソフト事業への
支援

（2）商店街活性化事業の推進
　①商店街活性化事業の研究及び効果的支援
　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
　④ 商店街商業基盤施設の再生等に向けた調査研
究及び支援

４、組織財政基盤並びに組織活動の強化
　① コロナ禍を生き抜くための経営支援の強化と会
員サービスの提供

　② 役職員一体となった会員増強運動による組織

率の向上
　③部会、委員会活動の活性化
　④ 『会員の集い』の実施
　⑤ 会員共済制度の拡充強化並びに福利厚生制度
の充実

　⑥ 会館の管理運営強化及び定期的メンテナンスに
対応した修繕工事の実施

　⑦ 会館貸室の料金体系の変更による貸室利用率の
向上

　⑧青年部・女性会活動の支援
　⑨ 事務局のＩＴ導入等による生産性向上と働き
方改革の推進

　⑩ 職員のコンプライアンスの遵守及び資質向上・
各種研修制度の充実

　⑪ 大隅地域各商工会との連携強化及び広域連携
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

　注）アンダーラインは変更・新規箇所

令和３年度各会計収支予算総括表
自：令和３年４月１日～至：令和４年３月31日

会　　計　　名 令和３年度予算額 令和２年度予算額 比較増減
一 般 会 計 98,600,000 91,700,000 6,900,000
中 小 企 業 振 興 部 特 別 会 計 63,800,000 57,230,000 6,570,000
鹿屋市商店街活性化推進事業特別会計 16,700,000 300,000 16,400,000
テ ナ ントミック ス 事 業 特 別 会 計 8,700,000 9,210,000 △ 510,000
会 館 管 理 運 営 特 別 会 計 51,400,000 56,500,000 △ 5,100,000
共 済 事 業 特 別 会 計 20,700,000 20,480,000 220,000
特 定 退 職 金 共 済 制 度 特 別 会 計 105,000,000 105,180,000 △ 180,000
特定商工業者法定負担金特別会計 1,000,000 1,000,000 0
鹿屋市内共通商品券発行事業特別会計 930,000 930,000 0
労 働 保 険 事 務 組 合 事 業 特 別 会 計 43,000,000 43,000,000 0

合　　　計 409,830,000 385,530,000 24,300,000

（単位：円）
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　本年４月に県庁くらし保健福祉部から大隅地域振興局
へ赴任いたしました。どうぞよろしくお願いします。
　鹿屋市は25年ぶりとなりますが、以前、志布志市でも
勤務したことがありますので、大隅半島での生活は８年ぶ
りとなります。
　また、雇用労政課長時代に若者の県内就職促進の業
務に携わっていた関係で、商工会議所の皆様とも多少の
縁があったと思います。

キーパーソン 大隅地域振興局長　清藤  修 氏

　大隅地域振興局では、平成 31年３月に、「大隅地域　
地域振興の取組方針」を策定し、大隅地域における特
有の課題やポテンシャル、概ね１０年後を見据えた中
長期的な観点からの目指す方向性などをとりまとめまし
た。
　取組方針では、「おおすみ」の魅力を発信、知っても
らい、「おおすみ」の価値を高める。「おおすみ」の多
様なひとをつなぐ、育てる、役割づくり、活躍の場づくり。
「おおすみ」の基盤をつくる、基盤を生かす。「おおすみ」

【鹿屋について】
　以前は、鹿屋土木事務所で用地課に所属し、現在の
「大隅縦貫道」笠之原付近の用地交渉を担当しておりま
した。
　当時と比べると、立派な道路ができ上がり、鹿屋バ
イパス沿いを中心に、多くの新しい商業施設が建ち並
んだ風景を見て、隔世の感を覚えるとともに、驚きも
ありました。
　反面、新型コロナウイルス感染症の影響もあるので
しょうが、中心商店街の状況は寂しいものになってい
ると感じました。
　このような状況ではありますが、都城志布志道路や
東九州自動車道の整備が進み、大隅縦貫道の新規箇所
の事業化や錦江湾横断道路が構想路線へ位置づけられ
るなど交通ネットワークが整備されることにより、大
隅地域へどのような波及効果がもたらされるか期待も
しております。

【大隅地域の地域振興について】

で安心して暮らす、始める、働く。
の４つの柱を立て、市町や関係
団体と連携して大隅地域の振興
に取り組むこととしました。
　今年度も、県の地域振興推進
事業などを活用して様々な取組を
進めていくこととしております。
地域の魅力的な体験型・滞在型
の観光コンテンツを充実させるため、観光地域づくり法人
（ＤＭＯ）である「おおすみ観光未来会議」と連携して、
ガイドブックの作成や観光関連事業者のスキルアップの
ための研修を実施いたします。
　Withコロナの時代における新たな観光スタイルとして
のサイクルツーリズムを促進するため、マップの作成や
サイクルステーションの充実を図るとともに、モデルルー
トにおいて快適な走行環境を整備します。
　新型コロナウイルス感染症の影響により、昨年度は見
送った「大隅地域合同企業説明会」については、ガイド
ブックの作成などの準備を開始したところであり、今年
度は商工会議所会員の皆様の御協力もいただきながら
開催したいと考えております。
　このほか、昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染
症の影響を受けている肉やさかなの消費拡大に向けた
支援も行ってまいります。
　新型コロナウイルス感染症の影響もあり、予定どおり
に事業を実施できるか予断を許さない状況が続きます
が、皆様の協力をいただきながら取り組んでまいります。

【おわりに】
　大隅地域は、豊かな自然、歴史や伝統、美味しい食
などの資源に恵まれながら、これらを十分に生かし切
れていないと言われます。
　少子高齢化、人口の減少、労働力不足や事業承継な
ど様々な課題はありますが、これらの資源や情報通信
技術を活用しながら、大隅地域の魅力を県内外へ発信
するなど、活力のある地域づくりに取り組んでいきた
いと思います。
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「鹿屋市緊急経営支
援金」

申請締切迫る‼
「鹿屋市緊急経営支援金」の「鹿屋市緊急経営支援金」の
申請手続きはお済ですか申請手続きはお済ですか

鹿屋市緊急経営支援金とは…
 本⽀援⾦は、新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤の影響を受け、売上⾦額が減少した事業者の皆様に、事業全
般に広く使える⽀援⾦を交付することで、事業の継続を⽀援し、地域経済の下⽀えをすることを⽬的としています。

対象事業者
 １、 ⿅屋市内に事業所・店舗を有する中⼩企業基本法第２条第１項に規定する中⼩企業者（法⼈）・個⼈事業主・

農林⽔産事業者（畜産事業者については、別途基準を定める）。
 ２、国の持続化給付⾦や県の給付⾦、市の事業継続⽀援⾦を受給された事業者も対象となります。
 ３、 その他、2019 年新規開業者特例措置や 2020 年新規開業者特例措置等もありますので、必ず『申請の⼿引き』

でご確認下さい。
申請要件

 １、 新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤の影響により、2020 年 12 ⽉から 2021 年２⽉までの３ヶ⽉間のうち、
任意の１ヶ⽉の売上⾦額が前年同⽉と⽐較して、20％以上の割合で減少していること。

 ２、 令和２年分⼜は令和元年分（法⼈の場合は、直近⼜はその前期）の確定申告に係る売上（収⼊）⾦額が
120 万円以上であること。

 ３、市税に滞納がない（法⼈の場合は⿅屋市に法⼈市⺠税の納税義務がある）こと。
 ４、その他にも要件がありますので、必ず『申請の⼿引き』でご確認下さい。
申請締切

 令和３年５⽉ 31 ⽇（⽉）まで 〔※当⽇消印有効〕
申請先

 〒 893-8501 ⿅屋市共栄町 20-1 ⿅屋市役所 商⼯振興課 緊急経営⽀援⾦ 担当宛て
申請方法

 原則、郵送での提出。
主な申請書類

 ①申請書類…申請チェックシート／交付申請書兼請求書／誓約書／⽀援⾦算定申告書
  ※申請書類は、⿅屋商⼯会議所にもございます
 ②確定申告書・決算書等の写し
 ③対象⽉の売上台帳等
 ④振込先通帳の写し
 ⑤その他にも必要となる場合がございますので、必ず『申請の⼿引き』でご確認下さい。

 ◇中⼩企業（法⼈）は ⼀律 20 万円
 ◇個⼈事業主は    ⼀律 10 万円
  ※すべての業種が対象ですが、申請は１事業者につき１回限りです。
  ※対象事業者のうち、加算⾦に該当する事業者については、⽀援⾦を加算して給付します。

支援金額

 ⿅屋市 農林商⼯部 商⼯振興課 ℡：0994-31-1164
お問合せ先
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令和２年度３次補正
中小企業等事業再構築促進事業補助金のご案内

【内 容】
 ポストコロナ・ウイズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために、新分野展開や業態転換等、
事業・業種転換等の取組、事業再編⼜はこれらの取組を通じた規模の拡⼤等を⽬指す、企業・団体等
の新たな挑戦、思い切った事業再構築を⽀援します。

【対象者】
 以下の１〜３の要件を全て満たす企業・団体等
 １、 申請前の直近６ヶ⽉間のうち、任意の３ヶ⽉の合計売上⾼が、コロナ以前の同３ヶ⽉の合計売

上⾼と⽐較して 10％以上減少している中⼩企業等。
 ２、 事業計画を認定経営⾰新等⽀援機関や⾦融機関と策定し、⼀体となって事業再構築に取り組む

中⼩企業等。
 ３、 補助事業終了後３年〜５年で付加価値額の年率平均 3.0％（グローバルＶ字回復枠は 5.0％）以

上増加、⼜は、従業員⼀⼈当たり付加価値額の年率平均 3.0%（グローバルＶ字回復枠は 5.0％）
以上増加の達成を⾒込む事業計画を策定する。

【補助額】
 ○中⼩企業
  ・通常枠 ･･･ 補助額 100 万円〜 6,000 万円    〔補助率：２／３〕
  ・卒業枠 ･･･ 補助額 6,000 万円超〜１億円  〔補助率：２／３〕
   ※ 卒業枠：400 社限定。事業計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開

のいずれかにより、資本⾦⼜は従業員を増やし、中⼩企業から中堅企業へ成⻑する事業者向
けの特別枠

 ○中堅企業
  ・通常枠 ･･･ 補助額 100 万円〜 8,000 万円 〔補助率：１／２〕※ 4,000 万円超は１／３
  ・グローバル V 字回復枠 ･･･ 補助額 8,000 万円超〜１億円  〔補助率：１／２〕
   ※グローバル V 字回復枠：100 社限定。以下の条件を全て満たす中堅企業向けの特別枠。
     ① 直前６ヶ⽉間のうち、任意の３ヶ⽉の合計売上⾼がコロナ以前の同３ヶ⽉の合計売上⾼と

⽐較して、15％以上減少している中堅企業。
    ② 補助事業終了後、３年〜５年で付加価値額⼜は従業員⼀⼈当たり付加価値額の年率 5.0% 以

上増加を達成することを⾒込む事業計画を策定すること。
    ③グローバル展開を果たす事業であること。
 ○緊急事態宣⾔特別枠
   上記１〜３の要件に加え、国の緊急事態宣⾔に伴う飲⾷店の時短営業や不要不急の外出・移動の

⾃粛等により影響を受けたことにより、令和３年１⽉〜令和３年３⽉のいずれかの⽉の売上⾼が対
前年⼜は前々年の同⽉⽐で 30％以上減少していること。

＜補助額＞
   従業員数 ５⼈以下    ：100 万円〜 500 万円
   従業員数 ６⼈〜 20 ⼈：100 万円〜 1,000 万円
   従業員数  21 ⼈以上 ：100 万円〜 1,500 万円
＜補助率＞
   中⼩企業：３／４   中堅企業：２／３

【問合せ先】
 事業再構築補助⾦事務局 コールセンター：ナビダイヤル 0570-012-088
                （受付時間：⼟曜・⽇曜・祝⽇除く、９時〜 18 時）
 ※ 当所では、本補助⾦の概要や事業計画書作成のポイント等を解説するセミナーを６⽉ 10 ⽇（⽊）

に開催致します。詳しくは同封のチラシをご覧ください。
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   当所は、⽀援状況に応じて、申請添付書類である「⼀般型：事業⽀援計画書（様式４）」、「低感染リ
スク型：⽀援機関確認書（様式４）」を発⾏します。計画書を含む申請書類の確認作業を⾏う為、発⾏
には⼀定の時間を要しますので、各申請締切⽇まで余裕を持った⽇程〔概ね２週間前〕に、申請に必
要な書類を添えて、当所へご提出ください。
※⼀般型の様式４の添付は必須、低感染リスク型の様式４の添付は任意になります。

 〔お問合せ先〕
  ⼀般型 補助⾦事務局      TEL：03-6747-4602
  低感染リスク型コールセンター  TEL：03-6731-9325
  当所 振興課          TEL：0994-42-3135

小規模事業者持続化補助金・公募中！小規模事業者持続化補助金・公募中！小規模事業者持続化補助金・公募中！小規模事業者持続化補助金・公募中！
 ⼩規模事業者持続化補助⾦とは、⼩規模事業者が⾏う販路開拓や新たなビジネスやサービス、⽣産
プロセスの導⼊等に関する取組に要する経費の⼀部を⽀援する制度です。
 現在、「⼀般型」と感染拡⼤防⽌のための対⼈接触機会の減少と事業継続を両⽴させる取組を⾏う
事業者向けの「低感染リスク型」の２種類があります。
 どちらも『経営計画書』及び『補助事業計画書』の作成にあたっては、商⼯会議所等の助⾔・指導
等を受けることができます。なお、補助⾦は、採択・交付決定を受け、事業を実施した後、
実績報告の確認を受けた上での精算払いとなります。

◎補助対象者
   補助⾦の対象となる事業者は、「⼀般型」と「低感染リスク型」共通で、⼩規模事業者と⼀定要件を

満たす特定⾮営利活動法⼈です。
商業・サービス業（宿泊・娯楽業を除く）

 ▶ 常時使⽤する従業員の数 … ５⼈以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業及び製造業その他

 ▶ 常時使⽤する従業員の数 … 20 ⼈以下
◎補助⾦額の上限・補助率
  ⼀般型：    補助上限額 …  50 万円、補助率 … ２／３
  低感染リスク型：補助上限額 …  100 万円、補助率 … ３／４
◎低感染リスク型の補助事業内容
   コロナ禍におけるこれまでの販路開拓に関する取組をさらに発展・改良させ、感染拡⼤防⽌と事 

業継続を両⽴させるための対⼈接触機会の減少に資する前向きな投資を⾏う取組。
 ※ ①対⼈接触機会の減少に資する取組であり、かつ、②新たなビジネスやサービス、⽣産プロセスの

導⼊等の取組であることが対象事業となります。
◎申込締切（令和３年度公募分）
 ⼀般型     ５回⽬：令和３年 ６⽉ ４⽇（⾦） ７回⽬：令和４年 ２⽉ ４⽇（⾦）
         ６回⽬：令和３年１０⽉ １⽇（⾦）
         ※締切⽇当⽇の消印有効
 低感染リスク型 ２回⽬：令和３年 ７⽉ ７⽇（⽔） ５回⽬：令和４年 １⽉１２⽇（⽔）
         ３回⽬：令和３年 ９⽉ ８⽇（⽔） ６回⽬：令和４年 ３⽉ ９⽇（⽔）
         ４回⽬：令和３年１１⽉１０⽇（⽔）

※低感染リスク型は、補助⾦申請システム（名称：J グランツ）による電⼦申請のみ受付
◎ホームページ（公募要領・申請書式はこちらよりダウンロードしてください）
  ⼀般型     https://r1.jizokukahojokin.info/index.php/sinsei/
  低感染リスク型 https://www.jizokuka-post-corona.jp/
◎当所が発⾏する様式について（発⾏に⼀定の時間を要します）
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健康経営優良法人 2021健康経営優良法人 2021
ブライト 500 認定おめでとうございますブライト 500 認定おめでとうございます

豊明建設 株式会社
所在地：鹿屋市共栄町 16-4　TEL：0994-43-3322

 この度、当所の常議員事業所でもある豊明建設㈱が健康経営優良法⼈ 2021 ブラ
イト 500 の認定を受けました。健康経営優良法⼈認定制度とは、地域の健康課題に
即した取組や⽇本健康会議が進める健康増進の取組をもとに、特に優良な健康経営
を実践している⼤企業や中⼩企業等の法⼈を顕彰する制度です。更に、「ブライト
500」とは今期から始まった制度で、中⼩企業法⼈のなかでも⼀定の要件を満たした、
上位の約 500 法⼈にのみ認定されるものです。
 豊明建設㈱は 3 年連続で健康経営優良法⼈の認定を受けており、認定を⽬指すきっかけは社員の労働環境の
改善でした。社員は現場監督として離島や県外に出張することが多々あり、⾝体の健康はもちろんのこと、特
に⼼の健康を気遣ってのこと。現在、経営コンサルタント・社労⼠・⼼療内科医・看護師の 4 ⼈のチームと顧
問契約を結んでおり、社内規定の改定を⼤きく⾏ったほか、ストレスチェックや社員同⼠のコミュニケーショ
ンの促進にも積極的に取り組んでいます。また、気軽にカウンセリングを受けられる雰囲気づくりができてお
り、社員同⼠の声掛けと、カウンセリングを受けることにより社員が救われたこともあるとのことでした。
 林正英社⻑は、本制度の絶対的メリットとして①メンタルヘルスの対策ができること②社内の⾵通しがよく
なること③社員を⼤切にしていることで求⼈等の⾯でもプラスに働くこと、の３点を挙げました。また、会社
の現状に合わせた取組みができること、毎年、時代に合わせて少しづつ項⽬が変化しておりトレンド感がある
ことも良い点であるとのこと。
 また、林社⻑は、健康経営優良法⼈制度の認知度とその価値を⾼めること、そして、社員が健康的に働ける
企業をつくることが⽬標であると話されていました。

▲ 代表取締役　林  正英 氏
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　４月７日（水）に、「令和３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。
　当日は市内19事業所 58名の新入社員が参加。式典の冒頭にて坪水徳郎会頭より「皆様ご入社、ご入所おめ
でとうございます。皆様のご入社・ご入所をそれぞれの職場の社長や上司・先輩の皆様方に代わりまして心より歓
迎申し上げます。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期待しています。」と式辞を述べられました。続いて中西茂市長が「一
人ひとりが活躍することにより、会社を元気にし、その積み重ねが鹿屋・
大隅の明るい未来を切り開く原動力となります。」と祝辞を述べられました。
　また、鹿屋労働基準監督署の田代義広署長・鹿屋公共職業安定所の
長山伸一所長より激励のことばを頂きました。
　新入社員を代表して㈱三和グリーンの松本惇之介さんが「社会人とし
て第一歩を踏み出す喜びとともに来賓の方々から激励の言葉をいただき
身の引き締まる思いです。まだまだ未熟な私たちではありますが、今日の
感動を忘れず、社会の一員として企業はもとより地域社会に貢献できるよ
う努力することを誓います。」と決意表明を述べました。
　式典終了後には、㈱清友：代表取締役宮之原明子氏による「魅力学
～求められる人材と魅力のある人財～」と題したビジネスマナー研修が開
催されました。
　社会人としての心構えに加え、挨拶の基本やコミュニケーション術など
を学び、「この人のためだったら働きたい、と周りから思ってもらえるように
頑張って下さい」とエールを送っていました。

▲入社式の様子

▲ ビジネスマナー研修の様子
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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とおりとなっております。
ご用命の際にはお気軽にお声掛け下さい。

専務理事兼事務局長 岩　元　伸　二

【総務課】
総 務 課 長  郷　原　和　徳
係 　 　 長  野間口　　　理
主 　 　 事  迫　　　祐　澄
主 　 　 事  鶴　田　美　鈴
主 　 　 事  柿　谷　　　零

中小企業振興部部長 中川路　哲　郎
【振興課】
振 興 課 長  茅　島　健　一
課 長 補 佐  今　村　和　隆
係 　 　 長  中　薗　康　洋
係 長  宮　内　康　亮
主 任  岩　倉　光　治
主 　 　 事  益　山　七　美
主 　 　 事  古　里　光　喜　
主 　 　 事  岩　下　隆　次

記 帳 指 導 員  濱　田　雪　子

 この春に⾼校を卒業した当所のニューフェイスの紹介です。

趣味・特技など
 趣味は⾳楽鑑賞、映画鑑賞
です。学⽣時代は美術部やダ
ンス部に所属していました。
充実した学⽣時代だったと感
じています。特技は歌うこと
で、歌⼿を夢⾒たこともあり
ました。

とある⼀⽇の仕事
  8:30  始業
   〜  メール・⽂書の処理
10:30 
   〜  労働保険の書類⼿続き
12:00 
   〜  昼⾷
13:00 
   〜  郵便物の処理
13:30 
   〜  後援・協賛の承諾
14:00
   〜    各種検定試験の準備、書類処理
16:00
   〜  労働保険会計処理
17:00 
   各種書類の⾒直し、整理整頓、
    翌⽇の準備
17:30  終業

新 入 職 員 紹 介

総務課 柿⾕ 零 主事

今後について
 ⼈に感謝される存在になりたい
です。誰とでも分け隔てなく接す
ることができると⾃分では思って
いますが、⼀つ⼀つの対応がお客
様の気持ちを左右するので、⼩さ
な幸せが⽣まれるような応対で、
安⼼して来所していただけるよう
な環境を作ることができるように
成⻑したいと考えております。

⼊所の動機
 ⽣まれた場所は神⼾です
が、幼少の頃から⿅屋で育ち
ました。地元へ何か恩返しで
きないかと考えており、地域
に貢献できる商⼯会議所の仕
事に魅⼒を感じました。

〜
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 当所では、⽇本政策⾦融公庫⿅屋⽀店のご協⼒のもと「⼀⽇公庫」を開催致します。「⼀⽇公庫」
では、事前に借⼊申込書と必要書類を提出して頂き、当⽇に⾯談を⾏います。その⽇に融資の
決定を⾏う場合もございますので、通常の申込みより早い融資が期待できます。
 当⽇は、ご融資に関する相談だけでもお受けいたしますので、どうぞお気軽にお申し込みく
ださい。

夏季における夏季におけるクールビズールビズ（弱冷房及び軽装勤務）（弱冷房及び軽装勤務）

の実施について《お知らせ》の実施について《お知らせ》
　当所では、夏季における電力消費量抑制への対応と地球温暖化防止に取り組むため、　５月６日（木）
から 10月 29日（金）まで弱冷房（夏季の室温を 27度に設定）にし、併せて軽装（ノー上着及びノー
ネクタイ）にて勤務をさせていただきます。お客様に対しまして、失礼なところもあるかと存じますが、
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。
　又、当所へご用のお客様も、遠慮なくクールビズでお越しください。

鹿屋商工会議所　総務課

○⽇   時 令和３年６⽉ 10 ⽇（⽊）10：00 〜
○場   所 ⿅屋商⼯会議所 １階会議室
○相 談 員 ⽇本政策⾦融公庫 ⿅屋⽀店 融資担当
○制   度 普通貸付、特別貸付 等
       ※⽤途に応じた資⾦が他にもあります。
○受付締切⽇  申込みをご希望される⽅は、別紙の『⼀⽇公庫』申込書にご記

⼊頂き、必要書類を準備の上、５⽉ 31 ⽇（⽉）までに当所振興
課までお申し込み下さい。

〔お問合せ先〕当所振興課まで TEL：42-3135

☎0994-43-2238 〒893-0013 鹿屋市札元 1-22-34
https://www.shinsei-p.co.jp　  kan@shinsei-p.co.jp

ヒューマン印刷に徹する

※ 在庫状況が不安定なため、白or グレー以外の色のマスクを希望される方は、別途価格と納期についてご相談させていただく場合があります。
※ 素材の性質上、変色することがありますが、品質に問題はありません。
※ 著作権や肖像権を侵害する恐れのあるデザインは、お断りさせていただく場合があります。
※ 納期については受注からおよそ２週間（土・日・祝日を除く）を想定していますが、マスクの在庫状況により変動します。

■ サイズ：フリー（応相談）
■ マスクカラー：白 or グレー

\amabie/

日常を、たのしく
過ごせるように。

ShinseisPrintingco.,ltd.

Kanoyashi Fudamoto1-22-34

お揃いのマスクでイメージアップ！
繰り返し使えるオリジナルマスクを作りませんか？作成したマスクを着用することで、企業やチームのＰＲに！！

小ロット対応可能なので、１枚からでも作成できます。まずはお気軽にご相談ください。ズ （応相談）
繰り

洗って使える
やわらか素材

立体型マスク

今、人気です！

クラブ・チーム用
オリジナルマスク
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 当連合会は、平成７年度より瀬⼾街坂に設置されて
いる街路灯について維持管理を⾏っております。
 いずれの商店街にも属さない瀬⼾街坂の街路灯は、
中央地区と寿台地の商店街をつなぎ、市内商店街のイ
メージアップを図るとともに市⺠・消費者の安全に寄
与し、防犯の役割を担うことを⽬的としており、趣旨
にご賛同いただいた企業様のご協⼒により維持管理が
⾏われております。
 今回、２基分の広告スペースについて広告主を募集
致します。

鹿屋市商店街連合会では、
瀬戸街坂街路灯の広告主を

募集しています！

初回設置費⽤ ５万円
       （内訳：広告看板作成設置費⽤ ２万円

       年間維持費        ３万円）
※２年⽬以降は年間維持費のみ必要となります

お問合せ・お申込みは当所  ⿅屋市商店街連合会担当まで
電話 0994-42-3135

▲当連合会が維持管理する瀬⼾街坂街路灯

▲設置看板のイメージ

鹿
屋
商
工
会
議
所

　
　

☎
四
二
ー
三
一
三
五

本　社　〒893-0013 鹿屋市札元2丁目3808-6　　　　　　   TEL 0994-43-3094 FAX 0994-43-7172

         URL http://www.k-seibunsha.co. jp   E-mai l : info@k-seibunsha.co. jp

支　店　〒899-7103 志布志市志布志町志布志2丁目16番21号 TEL 099-471-1328 FAX 099-471-1329

         URL http://www.k-seibunsha.co. jp   E-mai l :sp06@k-seibunsha.co. jp

いつもいつも
ありがとうございます
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青年部だより青年部だより

令和３年度　鹿屋商工会議所青年部通常総会開催される！令和３年度　鹿屋商工会議所青年部通常総会開催される！
　令和 3年 4月 21 日（水）にホテルさつき苑にて「令
和３年度鹿屋商工会議所青年部通常総会」が開催されま
した。総会では、「令和２年度事業報告並びに収支決算の
報告」、「令和３年度事業計画（案）並びに収支予算（案）」
等について承認されました。
　飯田新会長は「今年のテーマは笑生 ( しょうせい )：笑
う門には福来る、です。コロナ禍で大変な事態ではありま
すが、苦しい時こそ笑顔を大事に皆が笑って過ごせるよう
に活動を行いたいと思います。」と挨拶しました。その後、
坪水会頭より委嘱状の交付が行われました。

＜青年部会員募集中 !! ＞
　私たち鹿屋商工会議所青年部は会員相互の親睦と連携を密にし、企業経営者としての研鑽を積み鹿屋商工会議所の
事業活動への参画又は協力を通じて地区内における商工業の振興を図り、社会一般の福祉の増進に資することを目的と
した団体です。現在、「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45歳までの多くの仲間
を求めています。多くの方 と々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。

■ 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。
■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。
■鹿屋市での各種イベント・お祭りなどの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
当所青年部事務局まで　TEL：0994-42-3135　FAX：0994-40-3015

青年部新役員名簿

会 　 　 長 飯田　光昭 ㈱ Vespa
副  会  長 池畑　幸志 ㈱池畑鉄工
副  会  長 今掛　　結 結×愛
専 務 理 事 中 　拓也 ㈲アキラ巧芸
監 　 　 事 久留　正嗣 ㈱みち
監 　 　 事 山下　　仁 ㈲山下とうふ
直 前 会 長 尾曲　真治 ㈲アネット
事務局理事 益成　　稔  food’s & Bar ingarage
理 　 　 事 和田　　彰 ㈱三和物産
理 　 　 事 下平　　豪 下平木工寿店

▲飯田光昭新会長あいさつ

▲委嘱状交付

税理士事務所での無料税務相談を実施しています！

※詳しくはパソコン・スマホで　　南九州税理士会　　を検索・クリック！
　ホームページをご覧下さい。
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人身事故で加害者となった場合に、見舞金費用や香典料など多額の自己負担が必要になる場合が
あります。まごころ共済は、任意保険でカバーできないこれらの出費を契約者にお支払致します。

①事故の際に共済金はご自分（ご契約者）がお受取人になります。
②物損事故でもお支払い。
（自分に過失が少しでもあり、相手の損害が20,000円以上の時、任意保険とは関係なく30,000円をお支払いします）
③登録したお車なら年齢条件関係なく家族（法人の場合は従業員）は対象となります。
（それ以外の方でもお名前の登録をしましたら対象になります※ 2名まで）

過去３年以内の事故なら今からでも請求可能です！
□安い掛⾦…普通⾞ 1,000 円 軽⾃動⾞ 550 円（⽉々）

    （年⼀括払いにすれば２ヶ⽉分お安くなります。）
※お引き受けできないナンバープレートもあります。（営業用自動車：緑ナンバー・黒ナンバー）

【お問い合わせ先】総務課　県火災共済係まで　TEL：0994-42-3135　FAX：0994-40-3015

日本政策金融公庫（国民生活事業）の事業資金のお借入れをご検討中のお客さまへ

日本政策金融公庫（国民生活事業）への事業資金の日本政策金融公庫（国民生活事業）への事業資金の
お申込みはお申込みは「インターネット申込」「インターネット申込」が便利です!!が便利です !!
 「インターネット申込」の３つのポイント 

ポイント その１

お申込みはネットで完結！来店・郵送は不要
●お申込み手続きがインターネット上で完結します。

ポイント その２

24 時間いつでもお申込みが可能
●お客さまのご都合にあわせて、いつでもお申込みいただけます。

ポイント その３

新たな機能を追加し利便性が向上
●お申込み時に必要な書類はアップロードして提出することができます。
●入力途中の情報を一時保存して、手続きを中断・再開することができます。

インターネット申込へのアクセス
右記の二次元コードまたは公庫ホームページからアクセス可能です。
（トップページからのアクセス方法） 
①公庫ホームページにアクセス（https://www.jfc.go.jp/） 
② ページ中段の「各種申込・資料請求など オンラインサービス」
をクリック
③「インターネット申込」をクリック
④「国民生活事業（事業資金）」をクリック 

インターネット申込の流れ 
1. メールアドレス登録 
● ご利用にあたっては、メールアドレスの登録が必要
となります。
● ご登録いただいたメールアドレスあてに、お申込
フォームのURLを送信いたします。
● URLにアクセスし、お申込み手続きを進めてください。

2. 申込情報入力 
●お申込フォームに必要な情報をご入力いただきます。
● お取引がある場合は、「お取引いただいている支
店」と「お取引番号」をご入力いただきます。お
手元に「お支払額明細書」をご準備ください。 
● 「お取引番号」がご不明な場合は、お取引いただい  
　ている支店にお問い合わせください。

3. 書類添付
● お申込みに必要な書類を添付していただきます。（注）
● 添付していただく書類は、必要書類提出画面にて
ご案内いたします。
● 書類がお手元に揃っていない場合は、入力途中の
情報を一時保存して、手続きを中断・再開するこ
とが可能です。

（注） ご提出いただいた書類の他にも、書類のご提出をお願
いする場合がございます。

4. 申込完了
● ご登録いただいたメールアドレスあてに、お申込
データの受付完了メールを送信いたします。
● 後日、当庫職員より、ご面談等についてご案内い
たします。

5. ご面談
● 資金のお使いみちや事業の状況（計画）などにつ
いてお話を伺います。
　 ご準備いただく書類は、営業状況（計画）や資産・
負債のわかる書類などです。
●店舗や工場をお訪ねすることがあります。
※審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。 

〔問い合わせ先〕事業資金相談ダイヤル　TEL 0120-154-505
　　　　　　　  ※受付時間　平日 9：00～ 19：00
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小規模企業共済をご存知ですか？小規模企業共済をご存知ですか？
 ⼩規模企業共済とは、⼩規模事業所の個⼈事業主や⼩規模の会社等の役員が事業を廃⽌したり退職した場合等、
その後の⽣活の安定や事業の再建等を図るための資⾦をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば「事業主のた
めの退職⾦制度」といえるものです。

・掛⾦は全額が「⼩規模企業共済等掛⾦控除」として課税対象所得から控除できます。
・共済⾦の受取は、⼀時払い、分割払い⼜は⼀時払いと分割払いの併⽤が選択できます。
・ 共済⾦は、税法上、⼀時払共済⾦については退職所得、分割共済⾦については公的年⾦等の雑所得として取り扱われます。
・納付した掛⾦の範囲内で事業資⾦等の貸付けが受けられます。 
  毎⽉の掛⾦は、1,0000 円〜 70,000 円（500 円刻み）の範囲で⾃由に選択できます。（途中での変更も可能）

◆特色◆◆特色◆

 そのほか、加⼊要件やご不明な点などは下記の問い合せ先までどうぞお気軽にお尋ねください。
〔問い合わせ先〕 当所振興課まで TEL：0994-42-3135

【お問い合わせ先】　鹿児島労働局労働保険徴収室　TEL：099-223-8276

６月１日（火）から７月１２日（月）までは６月１日（火）から７月１２日（月）までは
労働保険料の「年度更新」申告・納付期間です労働保険料の「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。

令和３年度
労働保険年度更新手続のお知らせ

上質な価値の提供
住宅新築、増改築、リフォーム、外構工事、解体工事

◆ 焼 肉 こだ わり館 -41-0081
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商工会議所ＬＯＢＯ（早期景気観測）　―2021年４月調査結果―
業況DI は、回復基調続くも、厳しさ残る 先行きは感染再拡大に伴い、警戒感強まる

　全産業合計の業況 DI は▲ 25.3 と、前月比 +10.0 ポイント。中国・米国
などの海外経済の回復に伴い、生産増が続く半導体・電子部品関連や自動車
関連の製造業が牽引したほか、巣ごもり需要で売上が堅調な小売業が全体を
押し上げた。 一方、まん延防止等重点措置の実施に伴う営業時間短縮や観
光需要低迷により、外食・観光関連は厳しい状況が続く。オンライン活用や
新事業展開などが進む中、業種・業態によって対応の難しさが指摘されるほ
か、原材料費上昇によるコスト負担増加を不安視する声も多く、中小企業の
景況感は回復基調が続くものの、厳しさが残る。
　先行き見通しDI は▲ 29.0 と、今月比▲ 3.7 ポイント。ワクチンによる感
染抑制効果や、海外経済回復に伴う自動車や電子部品関連の生産増に期待す
る声が聞かれる。一方、変異株の感染再拡大による活動制約が続く中、客足
減少や製品・サービスの受注・売上減少を懸念する企業は多い。さらに原材料費や燃料費の上昇による採算悪化への不安も
あり、先行きに対して厳しい見方が広がっている。
　尚、2020 年度の採用実績については、「募集し、採用できた」は 51.1%、「募集したが全く採用できなかった」は 7.7%、「募
集しなかった」は 41.2% となった。「募集し、採用できた」 企業の割合は 2020 年 4月調査と比べ、1.8 ポイント減少した。
また、「募集し、採用できた」企業に対し、予定した人数を確保できた か聞いたところ、全体で 37.1% の企業が予定数を確
保できなかったとの回答となった。業種別の採用実績をみると、建設業において「募集したが、全く採用できなかった」割
合が 18.6% と、他 4業種に比べ高い数字となった。

〇調査期間：2021 年４月 14 日～ 20 日
〇調査対象：全国 338 商工会議所の会員 2,752 企業
　　　　　　内訳 建設業：455　製造業：660　卸売業：318　小売業：556　
               　  　サービス業：763
〇ＤＩ値とは： 業況・売上・採算などの各項目についての、判断の状況を表す。ゼロを基準としてプラスの値で景気の上向き傾

向を表す回答の割合が多いことを示し、マイナスの値で景気の下向き傾向を表す回答の割合が多いことを示す。

ポイント

　本やCD等を購入する理由に「ジャケ買い」という言葉がある。「ジャ
ケ」とはジャケットのことであり、つまりパッケージのデザインに惹か
れて購入することである。そのため、本や CD等の外観は重要な要
素であり、それと同じく店舗の店構えも大事であるとされている。
　飲食店、なかでもスイーツを販売している店は個人的にそのウェイ
トが大きく、おしゃれな装いの店にはついつい足を運んでしまうことが少なくない。今回の
Polka dot.もそのような店の一つで、木目が綺麗な外壁と大きなガラスの扉が印象的である。
　さて、ここまで長 と々見た目の事を述べてきたが、もちろん最大の売りはその味だ。私が
店にお邪魔した際にまずショーケースの中で目を向けるのはシフォンケーキの有無であり、

人気商品のため運が悪いと売り切れてしまっている。フワっ
とした食感は本当に口の中にケーキが入っているのかどうか
わからないぐらいに柔らかく、しかし食べ終わった後の満足
感はしっかりと残る素晴らしい逸品である。王道の苺のショー
トケーキも外せない。しっかりと甘く、それでいてしつこくないクリームと上品に焼かれたスポンジ、
そしてクリームやスポンジの甘さに霞むことないように選別された苺による飽きのこない仕上がりだ。
　そのほかにも、チョコレートケーキやプリン、コーヒーゼリーやお店一押しのチーズグラタン、フィ
ナンシェやマドレーヌといった焼き菓子など、それぞれに固定ファンがついているラインナップであ
る。訪問先に何か手土産を用意する際にもお世話になっており、どれを選んでも喜んでもらえるとい
う安心感があるお店だ。知り合いがついつい食べすぎてベルトの穴が一つ大きくなってしまったとい
うのも何も不思議ではない。
　本日もごちそうさまでした。

【所 在 地】寿 5-18-4 寿ビル 106 号
【Ｔ Ｅ Ｌ】0994-35-1716
【営業時間】10:00 ～ 18:00
【定 休 日】不定休（週２日ほど）
　　　　　　※店舗もしくは instagram
　　　　　　（polka_dot.kanoya）にて確認可能
【駐 車 場】あり
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