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キーパーソン
  森
もり

　洋
ようせい

成 氏
　この度、令和４年度の鹿屋商工会議所青年部会
長を拝命致しました『森洋成』と申します。宜しくお
願い致します。私自身の青年部（以下：YEG）入会
二十年の節目の年に会長職を務めることとなり、身の
引き締まる思いです。
　今の私があるのは、YEGで出会った先輩方や仲間
との学びや楽しさがあったからです。これまでの恩返
しまでとはいかないかもしれませんが、先輩方、仲間
の皆さんに恥じない会長となれるように、自分のこれ
までの経験を活かしながら活動して参りたいと思いま
す。

【あいさつ】

　当YEGは委員会に分かれ、例会（事業）を行ってお
ります。今年度は次の３つの委員会構成にて活動してお
ります。

【事業内容について】

　令和４年度鹿屋商工会議所青年部のスローガン
は、「笑

しょうせい

生・よーせい」～楽しくなきゃ成長はない～
です。まず、コロナ禍でも活動を続け、良い雰囲気で
令和３年度から引き継ぐ意味で、前年度のスローガン
『笑生』を引き継がせていただきました。また前年
度よりも、よりよくできるようにとの思い（鹿児島弁：
よーせい）と、私の名前の洋成（ようせい）と掛け
てみました。また、『笑生・よーせい』のスローガン
を見れば、私自身は今までの人生、誰よりも笑って生
きてきたなぁと思うところがあり、自分らしいスローガ
ンになったのではないかと思っています。
　サブタイトルとして～楽しくなきゃ成長はない～と
掲げたのは、何をするにも楽しくないと成長も発展も
ないとの思いからです。今年度は『楽しく』を一番の
目的とし、皆さんと共に成長していきたいと考えてお
ります。

【スローガン】

令和4年度鹿屋商工会議所
青年部第24代会長

【今後の活動等について】
　最後になりますが、今年度も前年度同様コロナ禍
での YEG 活動になると思います。状況によっては
急遽開催できなくなる例会もあるかもしれません
が、前年度で培ってきた経験を活かし、ウィズコロ
ナ・アフターコロナを見据えた活動を目指し、一年
間会長としての職責を果たしていきたいと思いま
す。
　今年度のスローガンのもと、鹿屋 YEG 全会員と
楽しく活動し、成長して参りたいと思います。一緒
に『森

もり

上げて』いきましょう。

【経営委員会】
　経営委員会では、会員の皆さ
んが知っている新しい情報や、
今すぐにでも会社に持ち帰り実行
できる情報、自社の今後の発展
につながる情報など、多種多様
な業種の経営者、また後継者が
集まるYEGだからこそ、学べる
例会作りを行う予定です。
【会員親睦委員会】
　会員親睦委員会では、年間を通して会員増強も兼ね
たオブザーバー例会や、会員同士の交流や親睦など、
楽しさを全面的に出した例会を行います。また、その他
にも他団体との交流や、趣味を活かしたサークル活動も
率先してやっていければと思います。森年度の『楽しい』
という面で、重要な委員会です。
【ルーキー委員会】
　ルーキー委員会は、これまでのYEGの歴史の中でも初め
てできた、入会３年未満のメンバーだけで構成された委員
会となります。これまで行われてきた例会の概念にとらわれ
ず、ルーキーらしい自由な発想での例会を期待しています。

▲ 森　洋成 会長
〔㈱森電気 取締役専務〕

「笑⽣・よーせい」〜楽しくなきゃ成⻑はない〜「笑⽣・よーせい」〜楽しくなきゃ成⻑はない〜

いつも台所にはマルイの醤油・味噌
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　去る５月 27 日（金）に当所にて「第 126 回通
常議員総会」が開催されました。令和３年度事業
報告並びに一般会計 / 特別会計収支決算が承認さ
れたほか、当所のコロナ禍での取り組み等につい
て報告がなされました。

◎令和３年度総括的概要
　令和３年度は、新型コロナウイルス感染症の猛
威にさらされ、あらゆる行動・思考・価値観に変
化をもたらした。社会・経済活動に甚大な影響を
及ぼし国民生活や企業経営も未曾有の影響を受け
た１年であり、それぞれが懸命にコロナ対応に取
り組んだ年でもあった。
　度重なる緊急事態宣言やまん延防止等重点措置
により経済や社会活動に制限が求められ、外出抑
制や休業・時短要請等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私達の生活様式
は一変した。

　一昨年来から続くコロナ禍は、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生産性
の向上、地方創生の必要性など、これまで企業や
地域が抱えていた課題を改めて浮き彫りにするこ
とになった。
　又、前年からの原材料価格の高騰や円安基調に
加え、ロシアのウクライナ侵攻が更なる原油など
の資源高や金融・物流面での世界経済の混乱をも
たらしており、企業収益の圧迫、消費や投資マイ
ンドの悪化も懸念され、出口の見えないコロナ禍
やコストアップなど多くの中小企業・小規模事業
者が、極めて厳しい経営環境に置かれている。
　このような状況の中、地域総合経済団体である
当所は、鹿児島県や鹿屋市をはじめ日本商工会議
所・九州商工会議所連合会・鹿児島県商工会議所
連合会・大隅経済地域開発推進協議会及び関係機
関・関係団体等との緊密な連携のもと、活力ある
地域経済社会の実現をめざし地域中小企業の育成
支援・地域活性化に鋭意取り組んだ。

◆中小企業対策
　中小企業対策に関しては、『新型コロナウイルス
に関する経営相談窓口』を継続設置して、月次支
援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はもとより、資金
繰りや補助金活用等の経営相談に対応すると共に、
プレミアム商品券等の消費喚起策の展開やコロナ
ワクチン共同接種などに協力して、会員企業の「事

△第 126 回通常議員総会の様子
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業の継続」と「雇用の維持」に努めた。又、企業
のライフステージ〔創業・成長・発展・承継〕に
応じた課題解決のための経営相談に対しては、コ
ロナ感染拡大防止の観点より巡回指導から窓口指
導主導へシフトして、企業目線で経営者に寄り添
う伴走型支援により、経営力の向上と体質強化を
図り企業の持続的発展に向けて、管内中小企業・
小規模事業者の経営支援に積極的に努めた。

◆地場産業振興及び地域活性化
　地場産業振興に関しては、流通大手・地元バイ
ヤーを招聘しての『アグリ・フードマッチング商
談会』をはじめ、会員企業の販路開拓・販売促進
及び受注機会の確保を目的とした関連事業はコロ
ナの影響もあり開催を見合わせ、首都圏で開催さ
れる全国規模の商談会やテストマーケティング及
び国際見本市への参加も見送った。ただ、オンラ
イン形式の商談会や県下11商工会議所が連携して
「商工会議所ふるさと物産展」を実施するなど新た
な手法や取組みを模索しながら試みた。
　地域活性化に関しては、鹿屋市三大祭の『エア

メモ／夏祭り／秋祭り ( 農業祭・歩行者天国 )』は
全て中止となり、ばら祭りや各商店街や通り会が
実施する地域イベントについても軒並み規模縮小
や中止となり、域内交流人口の減少を招き関係各
方面に影響が及んだ。

◆政策提言・要望活動
　政策提言・要望活動に関しては、地方創生の取
り組みを支え加速させる産業都市基盤の社会資本
整備を中心に大隅地域の経済的浮揚と快適で利便
性の高い生活や経営環境の実現に向けて、関係機
関が官民一体となり中央省庁及び地方局・西日本
高速道路㈱等に対して、前年同様に規模縮小なが
らも代表幹部や事務局対応による要望・陳情活動
を行い地元の声と熱意を届けた。尚、東九州自動
車道については、「鹿屋串良～志布志間：19㎞」が
７月に供用開始となりましたが、今後も全線開通
に向け「志布志～清武南間：68㎞」の早期完成及
び地域集積圏を繋ぐ大隅縦貫道・国道 504 号の整
備促進や錦江湾横断交通ネットワーク等の推進を
継続する。

会　計　名 繰 越 金 収　　入 支　　出 収支残高 繰 入 金
（支出は△印） 差引収支残高

一 般 会 計 21,026,970 66,398,522 39,295,421 48,130,071 △ 31,430,066 16,700,005

特　

別　

会　

計

① 中 小 企 業 振 興 部 0 56,031,004 60,275,989 △ 4,244,985 4,244,985 0
② 鹿屋市商店街活性化推進事業 0 523,916 680,916 △ 157,000 157,000 0
③ テナントミックス事業 0 7,492,883 8,535,122 △ 1,042,239 1,042,239 0
④ 会 館 管 理 運 営 0 26,120,929 66,383,593 △ 40,262,664 40,262,664 0
⑤ 共 済 事 業 0 19,973,680 8,580,184 11,393,496 △ 11,393,496 0
⑥ 特定退職金共済制度 3,097 98,892,668 98,888,526 7,239 0 7,239
⑦ 特定商工業者法定負担金 12,279 895,500 899,145 8,634 0 8,634
⑧ 労働保険事務組合事業 0 52,994,577 51,373,467 1,621,110 △ 1,621,110 0
⑨ 鹿屋市内共通商品券発行事業 919,772 79 110 919,741 0 919,741
⑩ かのやプレミアム商品券事業 0 17,770,375 10,758,159 7,012,216 △ 7,012,216 0
⑪ 退 職 準 備 積 立 金 53,233,362 6,100,842 17,820,880 41,513,324 4,500,000 46,013,324
⑫ 記念行事準備積立金 1,000,150 20 0 1,000,170 250,000 1,250,170
⑬ 財 政 調 整 積 立 金 4,400,705 88 0 4,400,793 1,000,000 5,400,793
⑭ 会 館 整 備 積 立 金 5,132,276 42 3,000,000 2,132,318 0 2,132,318

合　　計 85,728,611 353,195,125 366,491,512 72,432,224 0 72,432,224

（単位：円）令和３年度収支決算総括表

『電球１個から』

株式会社宇都電設 〒893-0015鹿児島県鹿屋市白崎町18-35
TEL　0994（42）5855　FAX　0994（42）5880
HP　http://utoden.biz/
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事業再構築補助金事業再構築補助金第７回公募受付中第７回公募受付中
ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するための企業の思い切った事業再構築を⽀援します

１、本事業の概要

 本事業は、新型コロナウイルス感染症の影響が⻑期化し、当⾯の需要や売上の回復が期待し難い中、ウィ
ズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新分野展開、業態転換、事業・業種転換、
事業再編⼜はこれらの取組を通じた規模の拡⼤等、思い切った事業再構築に意欲を有する中⼩企業等の挑
戦を⽀援することで、⽇本経済の構造転換を促すことを⽬的とします。
 第 6 回公募からは、引き続き業況が厳しい事業者や事業再⽣に取り組む事業者への重点的⽀援を継続し
つつ、売上⾼等減少要件の緩和などを⾏っております。また、特に、ガソリン⾞向け部品から電気⾃動⾞
等向け部品製造への事業転換のように、グリーン分野での事業再構築を通じて⾼い成⻑を⽬指す事業者を
対象に、従来よりも補助上限額を引き上げ売上⾼減少要件を撤廃した新たな申請類型を創設することで、
ポストコロナ社会を⾒据えた未来社会を切り拓くための取組を重点的に⽀援しております。
 第 7 回公募からは、新型コロナの影響を受けつつ、加えてウクライナ情勢の緊迫化等による原油価格・
物価⾼騰等の経済環境の変化の影響により業況が厳しい中⼩企業等が⾏う、新型コロナをはじめとする感
染症の流⾏など、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応した、危機に強い事業への事
業再構築の取組に対し、新たな⽀援類型を創設し重点的に⽀援していきます。

【通常枠】
  新分野展開や業態転換、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

⽬指す中⼩企業等の新たな挑戦を⽀援。
【⼤規模賃⾦引上枠】
  多くの従業員を雇⽤しながら、継続的な賃⾦引上げに取り組むとともに、従業員を増やして⽣産性を向

上させる中⼩企業等の事業再構築を⽀援。
【回復・再⽣応援枠】
  新型コロナウイルスの影響を受け、引き続き業況が厳しい事業者や事業再⽣に取り組む中⼩企業等の事

業再構築を⽀援。
【最低賃⾦枠】
  最低賃⾦引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい中⼩企業等の事業再構築を⽀

援。
【グリーン成⻑枠】
  研究開発・技術開発⼜は⼈材育成を⾏いながら、グリーン成⻑戦略「実⾏計画」14 分野の課題の解決

に資する取組を⾏う中⼩企業等の事業再構築を⽀援。
【原油価格・物価⾼騰等緊急対策枠（緊急対策枠）】
  原油価格・物価⾼騰等の、予期せぬ経済環境の変化の影響を受けている中⼩企業等の事業再構築を⽀援。

【通常枠】中⼩企業者等、中堅企業等ともに
 従業員数 20 ⼈以下  100 万円〜 2,000 万円  従業員数 21 〜 50 ⼈  100 万円〜 4,000 万円
 従業員数 51 〜 100 ⼈ 100 万円〜 6,000 万円  従業員数 101 ⼈以上  100 万円〜 8,000 万円

【⼤規模賃⾦引上枠】中⼩企業者等、中堅企業等ともに
 従業員数 101 ⼈以上  8,000 万円超〜 1 億円

【回復・再⽣応援枠】
 中⼩企業者等、中堅企業等ともに
 従業員数５⼈以下   100 万円 〜 500 万円  従業員数６~20 ⼈   100 万円〜 1,000 万円
 従業員数 21 ⼈以上  100 万円〜 1,500 万円

【最低賃⾦枠】
 中⼩企業者等、中堅企業等ともに
 従業員数５⼈以下   100 万円 〜 500 万円  従業員数６~20 ⼈   100 万円〜 1,000 万円
 従業員数 21 ⼈以上  100 万円〜 1,500 万円

【グリーン成⻑枠】
 中⼩企業者等：100 万円〜 1 億円 中堅企業等：100 万円〜 1.5 億円

【緊急対策枠】
 中⼩企業者等、中堅企業等ともに
 従業員数 5 ⼈以下    100 万円〜 1,000 万円  従業員数６〜 20 ⼈  100 万円〜 2,000 万円
 従業員数 21 〜 50 ⼈   100 万円〜 3,000 万円  従業員数 51 ⼈以上  100 万円〜 4,000 万円

２．補助⾦額
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４、補助対象経費の例〔対象経費に該当するか否かは公募要領でご確認下さい〕
 建物費（建物の建築・改修等）、機械装置・システム構築費、技術導⼊費（知的財産権導⼊に要する経費）、外注費（加
⼯、設計等）、広告宣伝費・販売促進費（広告作成、媒体掲載、展⽰会出展等）、研修費（教育訓練費等）等
＜注＞：補助対象企業の従業員の⼈件費、従業員の旅費、不動産、汎⽤品の購⼊費は補助対象外です。

５、公募期間〔第７回公募〕
令和 4 年７⽉１⽇（⾦）〜令和 4 年９⽉ 30 ⽇（⾦）18：00 まで（厳守）

６、申請⽅法
〇 申請は、電⼦申請システムのみでの受付となります。⼊⼒については、電⼦申請システム操作マニュアルに従っ

て作業して下さい。⼊⼒情報については、必ず、申請者⾃⾝がその内容を理解し、確認の上、申請して下さい。
〇 本事業の申請には、原則 G ビズ ID プライムアカウントの取得が必要です。未取得の⽅は、必ず、利⽤登録を⾏っ

て下さい。同アカウントは、事業者情報の再⼊⼒の⼿間を省くため、採択後の⼿続きにおいても使⽤いただけ
ます。

 ※  G ビズ ID プライムアカウントの発⾏には、１週間程度時間を要しますので、本補助⾦の申請をお考えの⽅は、
余裕をもった ID 取得の申請をお勧めします。

  詳細は事務局 HP もしくは公募要領をご覧下さい。➡ https://www.jgrants-portal.go.jp/

７、お問い合わせ先
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   IP 電話⽤ダイヤル…03-4216-4080

【受付時間…いずれも⽇・祝⽇を除く、9 時 00 分〜 18 時 00 分】
※詳細については、事業再構築補助⾦事務局ホームページをご確認下さい。➡ https://jigyou-saikouchiku.go.jp/

３．補助率
【通常枠】
 中⼩企業者等 2/3(6,000 万円を超える部分は 1/2)
 中堅企業等  1/2(4,000 万円を超える部分は 1/3)

【⼤規模賃⾦引上枠】
 中⼩企業者等 2/3(6,000 万円を超える部分は 1/2)
 中堅企業等  1/2(4,000 万円を超える部分は 1/3)

【回復・再⽣応援枠】
 中⼩企業者等 3/4    中堅企業等 2/3

【最低賃⾦枠】
 中⼩企業者等 3/4    中堅企業等 2/3

【グリーン成⻑枠】
 中⼩企業者等 1/2    中堅企業等 1/3

【緊急対策枠】
  中⼩企業者等 3/4（※１） 中堅企業等 2/3（※２）
   （※１） 従業員数 5 ⼈以下の場合 500 万円を超える部分、従業員数 6 〜 20 ⼈の場合 1,000 万円を超

える部分、従業員数 21 ⼈以上の場合 1,500 万円を超える部分は２／３
  （※２） 従業員数 5 ⼈以下の場合 500 万円を超える部分、従業員数 6 〜 20 ⼈の場合 1,000 万円を超

える部分、従業員数 21 ⼈以上の場合 1,500 万円を超える部分は１／２
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小規模事業者持続化補助金（一般型）
第９回公募受付中！

◎　事業の目的
 ⼩規模事業者持続化補助⾦は、⼩規模事業者および⼀定の要件を満たす特定⾮営利活動法⼈（以下「⼩
規模事業者等」という。）が今後複数年にわたり相次いで直⾯する制度変更等に対応するために、販路開
拓等の取組の経費の⼀部を補助することにより、地域の雇⽤や産業を⽀える⼩規模事業者等の取り組む
⽣産性向上と持続的発展を図ることを⽬的とします。
 本補助⾦事業は、⼩規模事業者⾃らが作成した持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路
開拓等の取組（例：新たな市場への参⼊に向けた売り⽅の⼯夫や新たな顧客獲得に向けた商品の改良・
開発等）や、地道な販路開拓等と併せて⾏う業務効率化（⽣産性向上）の取組を⽀援するため、それに
要する経費の⼀部を補助するものです。 詳細については、必ず公募要領でご確認ください。

◎　申請方法
郵送の場合は、締切⽇当⽇の消印有効、電⼦申請の場合は、23 時 59 分まで受付

◎　補助対象経費
 機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展⽰会等出展費（オンラインによる展⽰会・商談会等を含む）、
旅費、開発費、資料購⼊費、雑役務費、借料、設備処分費、委託・外注費
※⾃社の投資内容が、補助対象経費に該当するか否かは、公募要領にて必ずご確認下さい。

◎　申請受付締切（令和４年度公募分／令和元年度補正予算・令和３年度補正予算）
［⼀般型］  第 ９回⽬：令和４年 ９⽉ 20 ⽇（⽕）
          ◆事業⽀援計画書（様式 4）発⾏の受付締切は、原則 9 ⽉ 12 ⽇（⽉）まで
          ※第 10 回⽬は令和 4 年 12 ⽉上旬頃、第 11 回⽬は令和 5 年 2 ⽉下旬の申込締切を予定

◎　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（商⼯会議所地区の⽅）     https://r3.jizokukahojokin.info/

◎　事業支援計画書（様式 4）の発行について（申請に必須ですが発行に一定の時間を要します）
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）」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、事業⽀援計画書（様式４）発⾏の受付締切
⽇第９回⽬の場合、令和４年９⽉ 12 ⽇（⽉）までに余裕を持った⽇程に、申請に必要な書類を添えて、当所へご提
出ください。詳しくは当所振興課まで事前にご連絡下さい。

◎　補助金額の上限・補助率

類型 通常枠
特別枠

賃⾦引上げ枠 卒業枠 後継者⽀援枠 創業枠 インボイス枠

補助率 2/3 2/3
（⾚字事業者は3/4） 2/3

補助上限 50 万円 200 万円 100 万円

◎　補助対象者
補助⾦の対象となる事業者は、⼩規模事業者である「会社および会社に準ずる営利法⼈」、「個⼈事業主」、

「⼀定の要件を満たした特定⾮営利活動法⼈」です。
  ※⼩規模事業者とは…
商業・サービス業（宿泊業・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

◎　お問合せ先
〇⼀般型補助⾦事務局〔商⼯会議所地区の⽅〕 TEL：０３−６６３２−１５０２
 ⼟・⽇・祝⽇、年末年始を除く〔9：00 〜 12：00、13：00 〜 17：00〕
  〇当所 振興課            TEL：０９９４−４２−３１３５ （平⽇８：30 〜 17：30）
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事業内容・目的

 新型コロナウイルス感染拡⼤の⻑期化により、依然として県内の卸・⼩売業、飲⾷業、宿泊業、その
他サービス業を営む事業者等が売上減少等の⼤きな影響を受けています。こうした県内事業者の⽅が当
⾯の需要や売上の回復が期待しがたい中、ウイズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応
できるよう、新しい⽣活様式を踏まえ、需要の⾒込める新たな市場への販路開拓や IT 化等の⽣産性向上
を図るための⽀援を⾏います。

補助対象者

県内に本店⼜は本社を有するサービス業を営む企業（NPO 法⼈、協同組合を含む）

補助率及び補助上限額

〇補助率 … 対象経費の２／３以内     〇補助上限額 … 150 万円

主な対象業種

電気・ガス・熱供給・⽔道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、⼩売業、⾦融業、保険業、不動産業、
物品賃貸業、学術研究・専⾨・技術サービス業、宿泊業、飲⾷サービス業、⽣活関連サービス業、娯楽業、
教育・学習⽀援業、医療・福祉、複合サービス業、サービス業（他に分類されないもの）
※総務省の⽇本標準産業分類の⼤分類 A 〜 E の項⽬を除く

補助対象経費

１、新たな販路開拓を⾏うための経費 ≪販路開拓型≫
２、⽣産性の向上を⾏うための経費 ≪⽣産性向上型≫
３、新たな販路開拓を⾏うための経費及び⽣産性の向上を⾏うための経費 ≪混合型≫

補助対象

令和４年３⽉８⽇（⽕）〜令和５年２⽉ 28 ⽇（⽕）までに購⼊・実施されたもの
※ただし、交付決定前に完了している事業は補助対象になりませんので、お気を付けください。

募集期間（２次募集）

令和４年７⽉ 11 ⽇（⽉）〜 令和４年８⽉ 12 ⽇（⾦）【当⽇消印有効】
※１次募集の申請受付は令和４年６⽉ 17 ⽇（⾦）をもって終了しております。

審査の主なポイント

〇事業⽬的・内容の妥当性    〇実現可能性
〇市場性            〇数値計画の妥当性 等

お問い合わせ先

※詳細は募集要項等でご確認ください。
サービス業販路開拓・⽣産性向上⽀援事業事務局 〔委託先：㈱九州経済研究所〕
〒 892-8799 ⿅児島東郵便局留
℡ 099-248-8565（受付時間：⼟・⽇・祝⽇を除く９時〜 17 時）
※回線混雑時は…℡ 099-248-8617
専⽤ HP…https：//kagoshima-pref-service-support.jp

鹿児島県『サービス業販路開拓・生産性向上支援事業』補助金

２次募集の申請受付が開始されました！
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～空気清浄機や消毒液等の購入の際に活用できます～

◆補助対象経費
①消毒費用（消毒液、消毒液スタンド等） ②マスク費用（マスク、フェイスシールド等） ③飛沫対策費用（アクリル板、
パーティション等） ④換気費用（空気清浄機、サーキュレーター等） ⑤その他衛生管理費用（非接触式体温計、サー
モカメラ等）等に係る物品購入費等（いずれも消費税及び地方消費税に相当する額を除く。）のうち、令和 3年 12
月 29日（水）から令和 4年 12月 28日（水）までの間に購入又は実施し、かつ同日までに支払いがなされたもの。
※物品の購入・発注は、可能な限り、鹿児島県内で行うこと。

「鹿児島県第三者認証取得飲食店感染防止対策支援補助金」
はご存知ですか？

鹿児島県飲食店第三者認証制度による認証の取得を促進するため、第三者認証取得飲食店を経営する者
に対して感染防止対策に係る物品購入費等を支援します。

新型コロナウイルス感染防止対策のため物品の購入等を行った第三者認証取得飲食店を経営する者
　※鹿児島県飲食店第三者認証制度事務局へ認証の申請書を提出済みであれば、本補助事業への申請は可能です。
　　ただし、補助金の交付自体は認証取得後となります。
　※本補助金の申請は 1事業者当たり原則 1回限りとなりますので、補助を受けようとする全ての店舗について認
　　証取得の手続きを開始した上で申請して下さい。

◆補助対象者

◆補助額
　1店舗あたり上限 10万円（補助率：10/10 以内）

◆申請期間
令和 4年 5月 9日 ( 月 ) ～令和 4年 12月 28日（水） 【当日消印有効】
※ただし、申請期間内であっても、補助金交付決定額が予算額に達する目処が

　立った時点で受付を締め切ることがありますので、お早めに申請して下さい。

◆申請方法
郵送のみ。簡易書留又はレターパックにて郵送して下さい。
※封筒には差出人の住所及び氏名を必ずご記入下さい。

申請・お問合せ先
鹿児島県第三者認証取得飲食店感染防止対策支援事業事務局
〒 892-0842　鹿児島県鹿児島市東千石町 1-1　第 8川北ビル 4階
　　　　　　　コールセンター：099-248-9084
　　　　　　　（受付時間：土曜・日曜・祝日を除く 9時 00分～ 17時 00分）
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【お問合わせ先】
 ⿅屋まちゼミ実⾏委員会（北⽥・⼤⼿町商店街振興組合内）
 TEL：０９９４−４５−６００４

商店街通信

 来る８⽉１６⽇（⽕）〜 ９⽉３０⽇（⾦）の期間にて、第７回⽬の「⿅屋まちゼミ」が開催されます。
 まちゼミとは、お店の⽅が講師となって、その道のプロならではの「専⾨知識」や「ちょっとしたコツ」
などを通してお客様とのコミュニケーションを図る少⼈数のミニ講座で、これまで『グルメ』『健康・美容』

『ファッション』『教養』『暮らし・旅⾏』などのジャンルで開催されています。
 参加店舗からは「これまで接点のなかったお客様の来店につながりニーズが把握できた」や「まちゼ
ミ終了後も再来店頂き、お店のファンになって頂いた」、「参加店舗同⼠のコラボもあり、横のつながり
もできた」などの声が寄せられています。
 また、参加店舗で共同チラシを作成し新聞折込を⾏うほか、地元⼩学校へのチラシ配布なども予定し
ておりますので、お店のピーアール効果も期待できます。
 尚、講座中は販売活動を⾏わないといった約束のもと、お店の商品やサービスに限らず、趣味の延⻑
線上での講座も開催されており、「気になっているお店だけど⼊
る勇気が出ない」「お店の⼈のことがわからなくて相談しづらい」
といった⽅にとって、お店のことや店員さんのことを知る良い
きっかけとなります。ぜひこの機会に奮ってご受講ください。
 尚、詳細やご不明な点につきましては、以下のお問い合わせ先
までお問い合わせください。

 ※第８回⿅屋まちゼミも開催予定となっておりますので、次回
  出店申込みを⾏いたい⽅もどうぞお問い合わせください。
  （第７回分の申込みは締切済）

〜「第７回⿅屋まちゼミ」を開催いたします 〜

北⽥・⼤⼿町商店街振興組合
⿅屋本町⼀番商店街振興組合

11



交通運輸・商業部会合同セミナーを開催！
 ６⽉１０⽇（⾦）、ホテルさつき苑において、株式会社 Coach 喜働代表取締役
の塩川哲郎⽒を講師に迎え、「SDGs と経営」と題して、セミナーを開催しました。
 まず、SDGs（エス・ディー・ジーズ）とは何かという基本的な部分について、
歴史や SDGs の構成について説明があるとともに、具体的な事業所での取組事例
や導⼊までの道筋等についての解説があり、受講者は熱⼼に聴講していました。
 セミナー終了後には、懇親会を開催し、講師や参加
者の間で、SDGs に係る意⾒交換の他、親睦を深める
様⼦が⾒られました。
 受講者からは「SDGs と聞いても、これまでは⾃社
で実践できるものがないと思っていたが、今⽇のセミ
ナーを聴講したことにより、例えば、アイドリングス
トップを⾏う、使⽤していない部屋の電気を消すなど、
簡単な取組みから始めてみれば良いと感じた。まずは、
取り組めるところから、進めていきたい」との声が寄
せられました。

事業再構築補助金の申請支援セミナーのご案内

 事業を持続的に継続するためには、国の施策等を常に把握し、スピード感を
持ち計画的に事業を展開しないと⽣き残ることが難しいと⾔われています。
 今回は、事業再構築補助⾦の申請のためのノウハウだけではく、現在の⾃⾝
の事業所の分析・今後の経営⽅針の策定のポイント等をご指導いただきます。
⽇々の経営のヒントになる内容となっておりますので、是⾮この機会にご参加
ください。

【⽇  時】令和４年 8 ⽉ 2 ⽇ ( ⽕ ) 18：00 〜 21：00
【会  場】⿅屋商⼯会議所 研修室
【講  師】株式会社 エイチ・エーエル 太⽥ 敬治 ⽒
【内  容】事業再構築補助⾦の概要、申請のポイントについて等 
【定  員】30 名 [ 先着順 ]
【受 講 料】当所会員：無料 ⾮会員 1,100 円（税込）
申込・お問い合わせ：当所 振興課まで

（TEL：0994-42-3135 ／ FAX：0994-40-3015）
▲太田　敬治氏

▲講師の話に耳を傾ける参加者
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『経営計画』のつくり⽅講座のご案内『経営計画』のつくり⽅講座のご案内
〜 経営計画作成のコツ、お伝えします 〜〜 経営計画作成のコツ、お伝えします 〜

補助⾦申請
に役⽴つ！

新型コロナウイルス感染症の影響が⻑引く中、経営環境はますます厳しいものとなっていますが、事業
継続や新事業展開の有効な⼿段として、補助⾦活⽤が挙げられます。
 そこで、各種補助⾦の紹介から、これらの⽀援制度を活⽤する為に必須となる『経営計画』作成のコツに
ついて、分かりやすくお伝えする講座を開催しますので、是⾮、この機会にご受講ください。

【⽇  時】令和４年８⽉ 25 ⽇（⽊）、９⽉１⽇（⽊）の全２回講座
      ※各⽇、18：00 〜 21：00 の開催

【会  場】⿅屋商⼯会議所 会議室
【講  師】合同会社グローカルサポート 代表社員 川野義美 ⽒
【定  員】20 名
【対  象】⼩規模事業者の経営者、経営幹部、後継者の⽅ 等
【受 講 料】無料
【申込⽅法】
 同封しております受講申込書に必要事項をご記⼊の上、FAX にて
お申込みください。

【個別相談】
 ご希望の⽅を対象に、本講座終了後に、計画のブラッシュアップ等
を⾏う個別相談（有料）を実施致しますので、補助⾦申請等をお考え
の⽅は、あわせてご利⽤ください。

【お問合せ先】
当所 振興課まで （TEL：0994-42-3135 ／ FAX：0994-40-3015）

 ⿅児島県商⼯会連合会の
経営指導員として、県内各
地の商⼯会等において培っ
た⽀援経験を元に、数多く
の各種補助⾦申請や経営⾰
新計画の⽀援実績を持つ。

講師プロフィール

ＢＣＰ策定支援セミナーを開催致します
 企業の経営には、台⾵・豪⾬などの⾃然災害や新型コロナウイルス感染症など様々なリスクが想定さ
れます。そこで、もしも災害が発⽣した際に事業を継続するための備えとなる、BCP（事業継続計画）
や事業継続⼒強化計画の策定に関するセミナーを開催いたします。
【⽇  時】令和４年 8 ⽉ 24 ⽇ ( ⽔ ) 14：00 〜 16：00
【会  場】⿅屋商⼯会議所 研修室
【講  師】株式会社 HR Trust
     専務取締役 平⽥ 道彦 ⽒

【内  容】BCP の概要、BCP 策定のポイント 等 
【定  員】30 名 [ 先着順 ]
【受 講 料】当所会員：無料 ⾮会員：1,100 円 ( 税込 )
申込・お問い合わせ：当所 振興課まで
          (TEL：0994-42-3135 ／ FAX：0994-40-3015) ▲平田　道彦氏
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マル経融資制度はご存知ですか？

融資限度額：2,000 万円
      ※  1,500 万円を超える案件につきましては事業計画書の作成が必要になります。
利   率：年 1.22％（令和 4 年 7 ⽉ 1 ⽇現在）
返 済 期 間：運転資⾦  7 年以内（据置 1 年以内）
      設備資⾦ 10 年以内（据置 2 年以内）
※ 新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少要件等を満たす⽅につきましては、融資限度額や利

率等について上記とは異なる条件で融資が受けられる「コロナマル経融資制度」を利⽤できます。
「コロナマル経融資制度」の返済期間
 運転資⾦ 10 年以内（据置 3 年以内）   設備資⾦ 10 年以内（据置 4 年以内）
 ご融資を希望される⽅、そのほかお訊ねの際はどうぞお気軽にお問合せください。

【お問い合わせ先】 当所 振興課まで TEL：42-3135

◇ご利⽤いただける⽅
① 常時使⽤する従業員数（パート・アルバイト・役員を除く）が 20 ⼈以下（宿泊業と娯楽業

を除く商業・サービス業は 5 ⼈以下）の法⼈・個⼈事業主の⽅
② 商⼯会議所の経営指導を 6 か⽉以上受けており、最近 1 年以上事業を⾏っている⽅
③㈱⽇本政策⾦融公庫の融資対象業種を営んでいる⽅
④納付すべき税⾦を完納している⽅
※ 上記以外にも諸条件がございますので、詳細はお問合せください

⿅屋商⼯会議所では毎⽉第１⽔曜⽇に創業なんでも相談会を開催しています。
 ㈱⽇本政策⾦融公庫⿅屋⽀店の融資担当者が対応致しますので、創業に関する融資、また創業計画書
の書き⽅、補助⾦・助成⾦のご相談まで、創業に関するあらゆる相談が可能です。

【⽇ 時】毎⽉第 1 ⽔曜⽇（祝祭⽇の際は変更あり） 午前 10 時〜午後 4 時
【場 所】⿅屋商⼯会議所 相談室
【対象者】新たに創業を⽬指している⽅・新たな事業分野への進出に取り組も

うとしている⽅等
【相談料】無料
〈お申し込み先・連絡先〉

当所 HP に掲載している申込書に必要事項を記⼊の上、FAX または電話
にてお申込みください。

当所 振興課まで TEL：42-3135 FAX：40-3015

『創業なんでも相談会』のご案内

 マル経融資制度とは、経営改善を図る⼩規模事業者を対象とした無担保・無保証⼈・低⾦利にてお借
⼊れできる「国の融資制度」です。
 ㈱⽇本政策⾦融公庫の普通貸付・特別貸付の既存融資のうち、⼀部要件を満たす⽅についてはマル経
融資による借替ができます。
 マル経融資を受けるには、①当所へ申込、②当所が審査・推薦、③⽇本政策⾦融公庫による審査が必
要となります。

認証NO  DAS 53739204/21/l

ISO27001
認証取得

鹿児島県鹿屋市札元1-22-34
TEL 0994-43-2238
FAX 0994-43-7541

ヒューマン印刷に徹する

私たちは水なし印刷で SDGs へ貢献します
環境省が推進する 〝グリーン購入法〞にも採用

我が社では、有害な廃液を排出しない水なし印刷の技術を導
入・運用し、地域社会の環境保全や CSR（企業の社会的責任）、
SDGs へ貢献しています。 お客様が「水なし印刷」を採用い
ただくことで環境保全活動に貢献することになります。
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商工会議所ＬＯＢＯ（早期景気観測）　―2022年６月調査結果―
業況DI は、活動制約とコスト増の影響で大幅悪化、先行きも不透明感拭えず、厳しい見方

　全産業合計の業況DI は、▲ 20.3 となり前月比 +0.1 ポイント。新型コロナ
ウイルスの沈静化と需要喚起策により飲食・宿泊関連のサービス業で業況が
改善、住宅関連の民間工事が堅調に推移した建設業でも業況が改善した。活
動制限の緩和から 3ヵ月が経過し、日常生活への回復が見られる一方、資源・
資材価格の高騰継続や資材供給の乱れ、円安による輸入物価の上昇等により、
小売業では業況が横ばいに留まり、製造業や卸売業では業況が悪化に転じた。
業種を問わず、コスト増が続いていることに加え、それに見合うだけの価格
転嫁は依然として行われていない。中小企業の景況感は、コスト増が重荷と
なり、ほぼ横ばいとなった。
　先行き見通し DI は▲ 20.8 と、今月比で 0.5 ポイント悪化する見通し。需
要喚起策の拡大や水際対策の緩和に伴う外国人観光客の受け入れ再開で、売
上回復への期待感が高まる一方、物価高による消費マインドの低下を危惧する声がサービス業や小売業で多く聞かれた。円
安の急伸や資源・資材価格の高騰によって増加したコストに対する価格転嫁の遅れや、資材供給の乱れなど中小企業の収益
回復の足かせ要因は多く、先行きも、物価高の長期化懸念から、厳しい見方が続く。
　尚、九州の業況について、卸売業では公共投資・住宅建設の減少の影響を受けた建設材料関係を中心に売上・採算が悪化
した。サービス業では、ゴールデンウィーク後に再開された「九州割」等の需要喚起策の追い風を受けた飲食・宿泊業を中
心に売上・採算が改善した。

〇調査期間：2022 年 6月 15 日～ 21 日
〇調査対象：配布先：全国 332 商工会議所の会員 2,589 企業
　　　　　　内訳 建設業：426　製造業：640　卸売業：302　小売業：515　サービス業：706
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

中小企業大学校で研修を受ける際の
受講料に対する助成金をご存知ですか？

 ⿅屋商⼯会議所では、中⼩企業⼤学校が実施する研修に当所会員事業者
が参加する場合、助成⾦を交付する制度がございます。
 この制度は、中⼩企業者が商⼯業振興を図ることを⽬的として研修に参加
する場合に、受講料を助成することによって、中⼩企業の健全な発展に寄与
することを⽬的としています。

交付基準
⑴ 助成対象者は、研修ごとに―中⼩企業者当り⼀⼈とする。
⑵ 助成⾦は、研修主催者が定めた受講料の２分の１以内とする。
⑶ 同⼀申請者（同⼀企業）につき同⼀年度内の助成限度額を５万円とする。
  ※但し千円未満の端数については切り捨て。

申請書類等のお問合せは、
当所 振興課まで

（TEL：0994-42-3135）

〇 助成⾦の交付は、予算の範囲内
において交付いたします。

〇 予算に達し次第、申請終了とな
りますのでご了承ください。

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

暑中見舞ハガキ承ります

15



　当所では、鹿児島県事業承継・引継ぎ支援センターとの連携に
より、親族内承継や第三者承継（M＆A）、国・自治体の事業承継
補助金、税の猶予・優遇など各種施策について、専門相談員によ
る相談会の開催を令和４年１０月中旬ごろ予定しております。
　詳細につきましては、次号９月号にてご案内差し上げますので、
そちらにてご確認ください。

事業承継関連施策活用相談会〔仮称〕
事前のご案内

 現在、⿅児島県よろず⽀援拠点との連携のもと、IT 活⽤に関する相談
会を開催しております。

【⽇  時】 毎⽉第４⾦曜⽇（但し、7 ⽉については中⽌）
      10 時 00 分 〜 16 時 00 分
      （１事業者あたり概ね 1 時間程度／最終受付 15 時 00 分）

【場  所】 当所１階相談室
【相談対応】 ⻄﨑 千鶴 ⽒（⿅児島県よろず⽀援拠点コーディネーター）
【対  象  者】 当所会員および管内（旧⿅屋市内）中⼩企業・⼩規模事業者
【相談内容】 例：・⾃社ホームページや EC サイトの運⽤について
        ・SNS を活⽤した集客・広報について
 その他 IT 活⽤に関する相談をご希望の⽅は下記お問合せ先までご連絡
下さい。

【お申込・お問合せ先】
 当所 振興課まで TEL:0994 - 42 - 3135

「I T 活用定期相談会」を開催中です

今年度開催予定⽇
令和４年８⽉２６⽇（⾦）
    ９⽉３０⽇（⾦）
   １０⽉２８⽇（⾦）
   １１⽉２５⽇（⾦）
   １２⽉２３⽇（⾦）
令和５年１⽉２７⽇（⾦）
    ２⽉２４⽇（⾦）
    ３⽉２４⽇（⾦）
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新入会員のご紹介新入会員のご紹介 ～ご入会いただき、ありがとうございます～

No. 事業所名 代表者名 所在地 業 種
1 Bar　Afecto 迫　　和也 鹿屋市本町 飲食業
2 FoodsBarDio 末吉　優子 鹿屋市本町 飲食業
3 スナックライムライト 船迫　真紀 鹿屋市本町 飲食業
4 Bar　Gabriel 今坂　元気 鹿屋市本町 飲食業
5 Abelia 谷口　　維 鹿屋市本町 飲食業
6 和ごころ 宮園　俊子 鹿屋市朝日町 飲食業
7 スナックゆりえ 松元　世津子 鹿屋市朝日町 飲食業
8 DON 黒松　加奈子 鹿屋市朝日町 飲食業
9 クラブ　リノ 北沢　夏帆 鹿屋市朝日町 飲食業
10 わかさぎ 武田　　繁 鹿屋市北田町 飲食業
11 そやろ 安田　優鈴 鹿屋市札元 飲食業
12 とんかつ＆居酒屋　駿 駿河　義一 鹿屋市札元 飲食業
13 さかなやさん 的場　良二 鹿屋市札元 魚類販売
14 Seare 森　　綾見 鹿屋市寿 飲食業
15 上玉利精肉店 上玉利　茂明 鹿屋市寿 精肉販売
16 曽田建装 曽田　国靖 鹿屋市寿 塗装業
17 焼肉　古狸庵 平山　浩之 鹿屋市寿 飲食業
18 BeautySalonLuana 谷口　真美 鹿屋市寿 美容業
19 のみ処　ふみ 中原　文子 鹿屋市白崎町 飲食業
20 大隅中販 片野坂　洋人 鹿屋市笠之原町 自動車販売・修理
21 ameblanche 久津輪　純子 鹿屋市川西町 美容業
22 Food’ｓビッキョン 蛯原　智美 鹿屋市飯隈町 飲食業
23（株）ベジタブルクイーン 福永　寿一 鹿屋市田淵町 農業
24 鹿児島物産 園田　茂治 鹿屋市下堀町 農業
25（株）鹿児島農産 馬場　節子 鹿屋市下堀町 農業
26 合同会社　JG 鶴田　志伸 鹿屋市浜田町 コンサルティング業
27 ファニー運転代行 松山　陽子 鹿屋市上谷町 運転代行業
28（株）lvy 土屋　晋晃 鹿屋市新生町 建設業
29 Ｔｏｕｔｏ 田尻　広志 鹿屋市新生町 飲食業
30 スナックメモリーズ 野元　まゆみ 鹿屋市新栄町 飲食業
31（有）ぎおん美容室 東入来　健一 鹿屋市西原 美容業
32 総務店　天亀 内村　巨人 鹿屋市大浦町 左官業
33 CIELO 春口　英美 鹿屋市古里町 飲食業
34 浅井写真館 浅井　雅浩 鹿屋市吾平町上名 写真業
35 合同会社　ゆうでん 湯元　洋一 鹿屋市串良町細山田 電気工事業
36 BERISE-HAIR 加藤　健二 鹿屋市串良町有里 美容業
37 908-KUREBAR- 宮ケ原　佳代子 鹿屋市串良町岡崎 飲食業

〔令和４年４月１日～令和４年５月２６日〕入会分

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

労働保険に関する事務作業の負担を軽減！
労働保険事務を代行致します！

 労働保険の成⽴、保険料の申告・納付、雇⽤保険の資格取得・喪失、離職票の発⾏等を中⼩企業の事業主に代わっ
て⾏い、事務負担の軽減を図ります。

◇事務組合が⼀括して処理をしますので、事業主の事務処理が軽減されます。
◇労災保険には、本来加⼊することができない事業主、家族従業員、法⼈の役
 員等も特別に加⼊することができます。
◇労働保険料は、⾦額の多少に関わらず３回に分けて納付することができます。
◇事務組合への委託⼿数料は、概算保険料の 5％と割安です
 ※委託⼿数料（年額）…下限額：6,000 円（税抜）〜上限額：60,000 円（税抜）
■詳しくは当所総務課までお問い合わせください
 ［TEL：0994-42-3135］

委託の委託の
メリットメリット

◆ 焼 肉 こだ わり館 -41-0081
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　６月２０日（月）、ホテルさつき苑にて、青年部６月
例会を開催致しました。
　当日は、特定非営利活動法人ウェルスポ鹿屋の仮屋
薗一樹氏を講師に招き、「健康経営とは？～できること
からチャレンジしてみよう～」を演題に、企業が健康
経営に取り組む必要性について、お話し頂きました。
　「健康経営とは、企業が経営理念に基づき、従業員
の健康保持・増進に取り組み、従業員の活力向上や生
産性向上等が組織の活性化をもたらし、結果的に業績
向上や組織としての価値向上に繋げることです。今後、
日本では少子高齢化や生産年齢人口の減少が進む中で、
経営者は、事業継続と従業員の健康増進（従業員に長
く健康に働いてもらう）の両輪を進めていかなければ
なりません。
　この為に、健康経営活動への取組みは大切であり、
例えば、正しいラジオ体操の実践や社内での階段利用
促進、健康診断再検査 100％実施など、無理せず身近
に取り組めることから始め、ゆくゆくは、国の顕彰制
度にもチャレンジして欲しい」と講演を締めくくりま
した。
　参加した青年部会員からは、「名前は聞いたことは
あったけど、健康経営への理解が深まった」や「何か
ら取り組めば良いか分からなかったが、今回の話で身
近な事から始めれば良い事が分かった」などの意見が
聞かれました。

▲総会終了後の記念撮影
（前列右から２番目が鶴丸新会長）

令和４年度鹿屋商工会議所女性会通常総会開催！

　６月８日（水）に当所にて、令和４年度通常総
会を開催し、令和３年度事業報告・収支決算並び
に令和４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、右田前
会長より鶴丸新会長へ代わり、新役員が決定致し
ました。新役員体制については以下の通りです。

〔会　長〕
鶴 丸　映 子 氏 ヒューズ ( 有 )
〔副会長〕
久保薗　芳子氏 ( 有 ) 東久開発
岩元　三代子氏 岩元自動車
〔監　事〕
萩 枝　文 子 氏 カーセンター鹿屋
島津　たつ子氏 宴屋春夏酒冬
〔理　事〕
井ノ上　和代氏 （医）碧仁会　井ノ上病院
松 下　利 子 氏 松下水産
中 村　明 美 氏 志満八
宮内　みゆき氏 発達支援センタースマイル
押 川　啓 子 氏 ナイスディナイス
〔顧　問〕
右田　恵美子氏 （株）美木多植物園

〈任期：令和６年３月３１日まで〉

青年部６月例会（勉強例会）を開催しました。

▲熱心に話を聞く青年部会員

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

家づくりPV リクルートPV
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We can change the World

●かのやリサイクルセンター
鹿児島県鹿屋市下祓川町 3568-1
ＴＥＬ　0994-41-1717

●肝属地区資源リサイクルセンター
鹿児島県鹿屋市串良町下小原 3960-2
ＴＥＬ　0994-63-7373

●カナザワメタル【鉄・非鉄部門】
鹿児島県鹿屋市東原町 3287-2
ＴＥＬ　0994-42-7172

●姶良支店
鹿児島県姶良市西餅田 1001-5

●鹿児島支店
鹿児島市本城町 720-1
ＴＥＬ　099-246-9555

●霧島支店
鹿児島県霧島市溝辺町有川 108
ＴＥＬ　0995-42-8958

●肝付支店
鹿児島県肝属郡肝付町南方 799-3

●バイパス営業所
鹿児島県鹿屋市下祓川町 2266-1

●志布志支店
鹿児島県志布志市志布志町志布志松尾堀 2076-7

●福岡支店
福岡市東区箱崎 3-8-14-503

●曽於営業所
鹿児島県曽於市大隅町岩川 7318-3

●旭原事業所
鹿児島県鹿屋市旭原町 2721-1

●本社
鹿児島県鹿屋市朝日町 7-21

カナザワは
持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）

を応援しています。

　ひとりひとりの小さなモラルが
　世界を変える。
限りある資源を大切に
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