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平成27年度

金武町商工会通常総会開催！

商工会は、
「行きます！聞きます！提案します！」を実践し、
「経営発達支援計画の策定支援の早期策定」を
一層強化します！

開会の挨拶
奥間 尚登 副会長

会長挨拶
國場 盛光 会長

来賓祝辞
閉会の挨拶
宮城 斉 支援課長 伊差川 愛子 副会長

大城 崇 議長

〈平成27年度重点事業〉

Ⅰ．経営支援事業

１．金武町商工会経営発達支援計画の早期策定
２．提案型の巡回訪問による経営支援の強化
３．会員課題の発掘及び会員情報発信強化
(広報誌・情報誌発刊及びＨＰ公知等)
４．商品券発行による町内消費喚起

Ⅱ．地域振興事業
１．観光及び物産事業
２．空き店舗対策事業
３．金武町の主催事業への積極的参加
４．地域コミュニティ支援活動

新役員紹介

通常総会において新役員が
誕生しました。
上原

健市

(株)丸政工務店

奥間

孝

(株)琉球銀行金武支店

仲間
上原 健市

仲間 政樹

奥間 孝

仲田
宮城
伊藝

仲田 徳也

退任役員
退任役員

宮城 力也

政樹
徳也
力也
卓省

(株)仲間組

(同)仲田自動車
鳶

宮城工業

(株)要建設コンサルタント

伊藝 卓省

～商工会役員として大変お世話になりました
今後とも変わらぬご支援お願い致します～

左から
◇宇久田 武政 居酒屋じんじん
◇仲村 弘喜
ナカムラ造園土木
◇渡久地 真生 ＭＴリフォーム
◇宮里 宏和 ファーストボディ宮里
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新会長就任挨拶
この度、
５月21日に開催されました通常総会におきまして皆様のご推挙により、金
武町商工会会長に就任致しました。就任にあたりましてご挨拶申し上げます。
２期６年間にわたり会長職を務められ、金武町の発展地域振興に大きく貢献して
きました國場前会長並びに前理事の皆様に敬意を表すとともに、責任の重大さに身
有限会社 金武酒造 の引き締まる思いを致しております。
代表取締役社長
地域商工業の発展と地域振興を担う経済団体として、あらゆる変化に対応する
奥間 尚登
基盤づくりを行うとともに、会員の皆様と地域行政、
その他の関係機関と連携し、更
なる地域の活性化に向けて、努力する所存でございます。
会長就任にあたり、所感の一端を申し上げますとともに、会員をはじめ関係者の皆様の、金武町商工会
への事業に変わらぬご理解とご支援をお願い申し上げ、
ご挨拶とさせて頂きます。何卒宜しくお願い申し
上げます。

会長退任挨拶
会員並びに関係企業の皆様には、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
去る 5 月 21 日の通常総会をもちまして金武町商工会会長を任期満了に伴い退
任致しました。在職中は関係者の皆様よりご支援を賜り心よりお礼申し上げます。
振り返りますと、私は 20 代の頃に商工会青年部へ入部し、昭和 63 年に理事
有限会社 國場電工 に就任、副会長を経て平成 21 年に会長に就任し、商工会役員として 28 年間務
代表取締役
めてまいりました。
國場 盛光
青年部時代や理事・副会長の任期中には、町内の新開地区の活性化に思い
入れがあり、同地区にてロックコンサートやミュージックライブ、カラオケコンテストなどを企画・実施し、
町の活性化に取組んでまいりました。
会長に就任し取組んだ町の活性化事業の中では、平成２２年に金武町の特産品であるタコライスで町
おこしをテーマに、町内の飲食店、商工会役員・各部会、関係機関と協力し、総重量 745kg のジャン
ボタコライスを完成させ、見事ギネス記録に認定された事業は、今でも感慨深いものがあります。
また、町当局に支援いただき、プレミアム付き地域商品券の発行を年間総額 1 億 1 千万円まで拡大
できた事は、町内経済の活性化に少なからずとも寄与出来たものではないかと思っております。
商工会役員の任期中、多くの皆様のご支援のお蔭で、様々な事業に取組み役員の責務を果たせまし
たことに、改めまして心より深く感謝申し上げます。
末筆ではございますが、会員皆様方のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げ、お礼方々、退任のご
挨拶申し上げます。
新任職員紹介
★儀武 雄太
４月から指 定ゴミ
袋担当として働い
ております。儀武
雄 太と申します。
社会人１年目なの
で、色々吸収できるように一生懸
命頑張ります。よろしくお願いいた
します。
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★金城 美佐枝
５月から商品券事
業担当として、窓
口、他 支 援 業 務
を務めております
金城美佐枝です。
元気な笑顔で皆様をお待ちしてお
ります。どうぞよろしくお願いいた
します。

★比嘉 舞
５月から商品券事
業担当としてお世
話になっておりま
す。比 嘉 舞 (ひが
まいか)です。
「明
るい笑顔でさわやかに！」をモットー
に窓口を中心に務めます。これから
も、
どうぞよろしくお願いいたします。

新規会員紹介
宗教法人金武バプテスト教会
附属みつば幼児園

金武バプテスト教会 附属みつば幼児園

●代表者：横田 盛永
●所在地：金武町字金武487番地
●連絡先：098-968-2413
●U R L：www.kinbaptist.com
✿集会案内✿

主任牧師
副主任牧師

主日礼拝
【日曜日】
10:30am‐12:00pm
らみい(子供礼拝)
【日曜日】
9:15am‐10:00pm

横田
横田

盛永(左)
聖子(右)

新設した５歳児クラス

三線に合わせて
かちゃーしー

私たち金武バプテスト教会は、１歳から
100歳までが集うアットホームな教会で
す。毎週日曜日のAM10:30～PM12:30ま
で礼拝を行っています。三線を奏でての民 創立65周年記念集合写真
謡賛美なども時折行っておりますので、どなた様でもお気軽にお越し下さい。
附属みつば幼児園では、１歳から５歳を対象に、心身共に健康で感性豊かな心を持ち自
律心のある子供を育てます。緑ある自然に囲まれ、元気にのびのびと過ごす事ができま
す。職員一同お子様の入園を心よりお待ちしております。（現在3~4歳児募集中）

瑞慶山アルミ
●代表者：瑞慶山 朝行
●所在地：金武町字金武5684-1
●連絡先：098-968-6930
●営業時間：8:30～17:30
●定休日：日曜日
瑞慶山アルミ代表、
瑞慶山朝行と申しま
す。主にアルミサッ
シ、ガラス、手すり、
代表 瑞慶山朝行
テラスの修繕をメイン
に、網戸の張り替え、ドアの修理等も行っております。
親切・丁寧をモットーに幅広く賜っておりますので、ア
ルミ関係の増改築等のご相談があればお気軽にお問い合
わせください。
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会員紹介
～花キューピット加盟店～

フラワーショップ花花
フラワーショップ花花
●代表者：阿波根 昌一
●所在地：金武町字金武146
●連絡先：098-968-2282
●営業時間：9：00～20：00
●定休日：日曜日※前日注文で配達可
フラワーショップ花花では、花キューピット加
盟店として全国どこでも新鮮なお花をお届けする
事ができるシステムになっております。スピー
ディーに新鮮なお花を大切な方のもとへお届けし
ます。詳しくは、フラワ ーショップ花花までご
来店またはお電話お待ちしています！

～金武町伊芸のデザイン事務所～

「私の書いた文字があなたに語りかけます」

TOTAL DESIGN PRODUCE

ESIGN ART PROJECT あ

トータルデザインプロデュース デザインアートプロジェクト

●代表者：安富祖 康
●所在地：金武町字伊芸 877-4 番地
●連絡先：090-3797-2615
●Facebook
http://facebook.com/fudemojiafuso
業務内容は、看板作製から取り付け・オ
リジナルＴシャツのデザイン・命名書・車
両ステッカーのデザインとカッティングま
で行っております。詳しくは、お電話または Facebook のメッセージでお願い致します！
～創業45年こども達を「やさしく」「温かく」育む～

杉の子幼児学園
●代表者：比嘉 勝敏
●所在地：金武町字金武 4127
●連絡先：098-968-2308
●クラス：(１才～２才児)
(３才児)(４才児)
●休園日：日曜、祝祭日、年末年始
●職員体制：保育士８名 調理２名
こどもの個性を大切にし、三育（知
育・徳育・体育）を基本方針としており
ます。
それぞれのご家庭、お子様の状況に合
わせて「短期間保育」「一時預かり保育」も行っておりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。
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「タコライス文庫」

金武小学校と嘉芸小学校へ本を贈呈！
金武小学校と嘉芸小学校へ本を贈呈！

タコライス文庫を囲む金武小学校(左)と嘉芸小学校(右)「図書委員」生徒ら

去った６月４日に嘉芸小学校、５日に金武小学校へタコライスのレトルトパウチ商品「きん
のタコライス」の売り上げの一部を充て、各校にそれぞれ10万円分35冊の本を贈呈しました。
児童・生徒に活用してもらおうと、2014年度から始めた「タコライス文庫」の取り組み。「き
んのタコライス」は沖ハム総合食品と金武町内のタコライス専門店が共同開発。県内外に広め
る目的で商品化され１箱売れるごとに２円を同文庫の基金としています。
本の贈呈を行った、奥間尚登会長は「大事に使って読んでください」と児童に図書を手渡し
ました。本の贈呈を受けた金武小学校図書委員長の玉元莉里花(たまもとりりか)さんと、嘉芸小
学校図書委員長の伊芸知大(いげいちひろ)さんは「大切なお金を使って本をプレゼントしてくれ
てありがとうございました。大事に使い、授業や自分の為に読みたいと思います」と感謝の気
持ちを伝えました。
2016年度には中川小学校に図書を贈呈する予定です。

正副会長が仲間町長を表敬訪問
正副会長が仲間町長を表敬訪問
５月21日(木)に第43回通常総会が行わ
れ、奥間会長、上原副会長、伊差川副会長
がそれぞれ就任しました。このことを受け
て新正副会長は６月10日(水)に仲間町長を
表敬訪問しました。
７月１日から販売開始される商品券事業
の進捗状況並びに商工会の重点事業等を報
告 し、事業へのご理解とご支援をお願い
し、意見を交わしました。
左から

上原副会長

仲間町長

奥間会長

伊差川副会長
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九州洋菓子コンテスト
最優秀賞受賞！
モンクレア「安富祖光将さん」
去った５月20日に行われた「2014
技コンテスト
を営むＭＯＮＴ

全九州洋菓子実

福岡大会」において、町内でケーキ屋
ＣＲＥＡ(モンクレア)代表：安富祖

光将さんが沖縄県代表として出場し、あめ細工部門で
最優秀賞を受賞しました。
あめ細工部門は、あめを溶かすところから仕上げま
で４時間の制限時間内に行うという、スピーディーな
作業工程と高度な技術が求められます。受賞したあめ
細工のテーマは「躍動感」。おきなわ大会で優勝した
際に「九州大会ではバージョンアップさせたい」と意
気込んでいたとおり、きれいなツヤを出したひまわり
と合わせ、水しぶきとともに鮮やかな金魚がすくわれ
る瞬間をダイナミックに表現され、まさに「躍動感」
溢れる作品に仕上がっていました。安富祖さんは「あ
めをどれだけ柔らかく、しなやかに見せるかという点
が難しかった。ここまできたら技術はあまり変わらないので、普段やっていることにより一層気
持ちを込めてやるだけでした。」と振り返りました。
今大会は、チョコ部門・ケーキ部門・あめ細工部門の３つの部門が行われ、チョコ部門・ケー
キ部門では沖縄県代表の受賞者が出なかった為、安富祖さんは「正直プレッシャーもありまし
た。そういう状況で受賞できたのも１つの自信につながりました」と語りました。
「今後は世界大会も視野に入れ、国内の予選大会で勝ち抜けるように、更にバージョンアップ
させたい。自分が受賞することで、地域の皆さんにも喜んでもらえ、勇気を与えられるように頑
張っていきたい」と抱負を語りました。

会員の皆様から耳よりな「情報提供」お待ちしております！
金武町商工会では、会員事業所の販促キャンペーンまたは地域への貢献活動等を広く
ＰＲしたいと考えております。会員の皆様からの情報をお待ちしております！
お問い合わせ：金武町商工会
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☎(098)968-2491

青年部
～平成27年度

平成27年度

沖縄県商工会 青年部連合会 統一スローガン

「一燈照隅

万燈照国」
～地域の先駆者として

いっとうしょうぐう

ばんとうしょうこく

金武町商工会 青年部 通常総会～

商工会青年部の第31回通常総会が４月21日、金武町商工会で開

催されました。総会では、平成26年度事業計画及び収支決算、平成
27年度事業計画及び収支決算、任期満了に伴う役員改選の３議案
が原案・推薦案どおり承認されました。

～仲間 部長、沖縄県商工会青年部連合会 副会長へ就任！～

5月8日に開催された第40回沖縄県商工会青年部連合会通常総

会において、金武町商工会青年部の仲間政樹部長
（(株)仲間組）
が県 新青年部 正副部長
左から

宮城副部長
仲田副部長

仲間部長
花城副部長

沖縄初！メンタルコーチ 増田 真一

講演会～

青年部連合会副会長へ選任されました。
講演をする
増田真一さん

～青年部主催

去る６月５日に金武町立中央公民館大ホールで、金武町商工会青

年部主催
「増田真一氏」
による講演会が行われました。増田氏は、全
国各地でモチベーションの大切さなどメンタル的な部分をコーチン
グしているプロフェッショナル。今回の講演会テーマは～非常識な夢
の叶え方～として、
「一瞬でモチベーションを高める方法」
「成功して
いる人の共通点」
「どん底で得るもの」
等について講演していただき、
仕事からプライベートまで役立つ内容で、参加者からも
「いろいろな
気づきがあった」
「やる気が出た」
などの感想が聞かれ、大盛況の講演
参加者全員で
「世界をやる気にポーズ！」会となりました。
お礼の挨拶を述べ
るメッシュサポート
塚本事務局長

～増田真一 講演会 収益の一部を寄付～
「NPO法人メッシュサポート」

6月5日、増田真一講演会の当日、救急ヘリを運用し医療の地域格

差の解消に取組んでいる、NPO法人メッシュサポートの塚本裕樹事
務局長へ、寄付金5万円を贈りました。

「金武町社会福祉協議会」

6月22日、仲間政樹部長、宮城力也副部長、仲田徳也副部長は、金

武町社会福祉協議会を訪れ、協議会の宇久田朝仁会長に寄付金5万
円を贈りました。

～県青連北部支部

左から 仲田副部長 宮城副部長 仲間部長
宇久田協議会会長 山城協議会事務局長

若い経営者の主張発表大会～

6月20日大宜味村農村活性化センターにおいて、第27回若

い経営者の主張発表大会が開催され、金武町商工会青年部か
らは、宮里宏和さん
（ファーストボディミヤザト代表）
が出場しま
した。
宮里さんは、～青年部活動に参加して

成長と繋がり～を

テーマに、青年部活動をとおしての経営者としての成長や、人
賞状を持つ中央 宮里宏和さん
（ファーストボディミヤザト）

脈作りなどについて、これまでの経緯や自身の思いを発表され
ました。結果は惜しくも優秀賞となりましたが、堂々とした発表
は来場者から好評を得ておりました。
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女性部

S

金武町商工会女性部通常総会開催！

～平成27年度女性部通常総会～
●第1号議案

平成26年度事業報告書及び収支決算書の承認について

●第2号議案

平成27年度事業計画書(案)及び収支予算書(案)の承認について
２議案が原案通り承認されました。

～27年度

女性部

重点事業～

①組織強化…部員の連携強化、部員加入増強運動

②環境エコ事業…先進地に学ぶ環境エコ研修会に実施

③地域振興事業…「花いっぱい運動」の継続実施、新入学児童
への「交通安全お守り」贈呈、高齢者への「手作り料理」宅
配、父の日チャリティー公演の開催

新１年生にシーサーお守り贈呈

中川小学校

金武小学校

嘉芸小学校

金武町内の各小学校、新１年生に石川警察署による交通安全教室が行われまし

た。商工会女性部から手作りのシーサーお守りをプレゼントしました。「毎日元
気良く安全に登校できますように」という想いが込められています。新１年生の
みなさんは素敵な笑顔でお守りを受け取っていました。大人も子供も交通ルール
を守り、交通事故をなくしていきましょう！
勇壮なレキオスの演舞

「第１回父の日チャリティー公演」大盛況! !

６月２１日(日)に、金武町商工会

女性部が贈る「第１回父の日チャ
リティー公演」が開催されまし

た。県内のみならず海外へも活躍

の場を広げている、創作劇団

Reqios(レキオス)を中心に大盛況
収益金の一部を社会
福祉協議会に寄付
創作劇団レキオス
と女性部の皆さん
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となりました!!

※次号(秋号)に父の日チャリティー
公演の特集予定しております。

受付開始

国道

329
ROUTE

平成27年度

～国道329号線沿
１．対象地域
金武町内

空店舗対策助成事業

空店舗活用による開業を支援～

国道329号線沿

２．対象者
⑴平成26年９月１日～平成27年8月31日までに対象地域において、新規開業ま
たは経営の規模拡大を図った個人・法人
⑵対象地区内の空き店舗において積極的に自ら事業を営む意欲のある者
⑶産業分類上の商工業者
⑷税金等を滞納していない者
⑸金武町商工会に加入し、商工会事業に協力する者
⑹前項までの規定にかかわらず、会長が不適当と認める者は助成対象としない。
３．助成金額
１店舗につき上限30万円（町内雇用、町内企業への設備発注等にて算定）
４．公募期間
平成27年7月1日(火) ～ 平成27年8月29日(金)
※応募の状況に応じて公募期間終了前に締め切る場合がございます。
５．応募方法
金武町商工会窓口にて備え付ける申込用紙、必要書類にてお申し込み下さい。
※必要書類 ・印鑑証明 ・住民票 ・納税証明証
・事業概要書 ・店舗賃貸契約書写 ・許認可証写（必要業種）
・個人事業の開業届 ・定款、商業登記簿謄本（法人）
・従業員住民票、雇用契約書 ・設備領収書
※その他必要に応じ提出を求める場合がございます。
６．審査方法
応募者の中から、金武町商工会にて審査し決定します。
※その他詳細な要件がございますので、金武町商工会へお問合せ、ご確認下さい。
「平成26年度 空店舗対策事業 認定式」
左から Café Restaurante Del
Cielo(正木代表 )、DININGCAFE
KARI-YA(上原代表 )、美らむん屋 (松
堂代表 )、仲間町長、國場商工会長、
本田企画 居酒屋いごこち屋 (本田代
表 )、(同 )ひらめき (與那嶺代表 )
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安心・安全な3つの国の中小企業向け共済制度
経営者の退職金！
小規模企業共済

退職後のゆとりのある生活を応援する安心の共済制度です。

税法上のメリット・無理のない掛金
掛金は全額が「小規模企業共済等
掛金控除」として所得控除できま
す。
・掛金月額1,000円～70,000円
共済金の受取は、廃業時・退職時
に「一括」「分割」「一括と分割の
併用」のいずれかを選択可能！

加入できる方
・常時使用する従業員が20人以下の建設業・製造業・
運輸業・宿泊業・娯楽業・不動産業・農業を営む個
人事業主および会社の役員
・常時使用する従業員が5人以下の卸売業・小売業・
サービス業を営む個人事業主および会社の役員
・事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役
員、常時使用する従業員が20人以下の協業組合の
役員
・常時使用する従業員が20人以下であって、農業の
経営を主として行っている農事組合法人の役員
・常時使用する従業員が5人以下の弁護士法人、税
理士法人等の士業法人の社員
・小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者
（個人事業主1人につき2人まで）

もしものときの資金調達 しっかりサポートします。
取引先の倒産！
中小企業倒産防止共済（経営セーフティ共済）
税法上のメリット・無理のない掛金
・掛金は、税法上損金 (法人 )また
は必要経費 (個人 )に算入可能
・掛金月額5,000円～200,000円
掛金の10倍の範囲内で
最高8,000万円まで貸付け
貸付条件は 無担保・無保証！

加入できる方
・製造業・建設業については、常用従業員数300人
以下または資本金・出資金3億円以下
・卸売業については、常用従業員数100人以下また
は資本金・出資金1億円以下
・サービス業については、常用従業員数100人以下
または資本金・出資金5千万円以下
・小売業については、常用従業員数50人以下または
資本金・出資金5千万円以下

従業員の退職金！ 従業員の確かな安心のために備えよう。
中小企業退職金共済（中退共）
税法上のメリット・無理のない掛金
・掛金は、税法上損金 (法人 )また
は必要経費 (個人 )に算入可能
・掛金月額5,000円～30,000円
新規加入ならなんと1年間最高6
万円 (従業員一人当たり )国が掛
金の一部を助成！

加入できる方
・製造業・建設業については、常用従業員数300人
以下または資本金・出資金3億円以下
・卸売業については、常用従業員数100人以下また
は資本金・出資金1億円以下
・サービス業については、常用従業員数100人以下
または資本金・出資金5千万円以下
・小売業については、常用従業員数50人以下または
資本金・出資金5千万円以下

※各種の共済には、詳細な加入要件・共済金の受取要件などがございますので、詳細につ
いては、金武町商工会までお問い合せ下さい。金武町商工会 ＴＥＬ：098-968-2491
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編集後記

毎 日 猛 暑 が 続いてお

過ごしでしょうか。今 年

りますが、皆 様いかがお

度 から 広 報 担 当になり

まし た 與 那 城 翔 伍 と 申

動 は 不 慣 れな 事 が 多 く

します。初めての広 報 活

戸 惑って ば か り で す が 、

周りの職員のサポートが

あり、なんとか会報誌第

１作 目のデビューを果た

す事ができました。広 報

活 動 を 通 じて 自 分の非

力 さを 痛 感 しながらも 、

色々な 出 会いや 各 事 業

者さんの思い入れなど勉

強になることが多 く 、広

報 担 当 を 任 せて 頂いた

職 員に 感 謝 の 気 持 ち と

ともに、責任と自覚を持

ち 業 務 に 励 む 所 存 でご

ざいます。会員事業所並

びに金 武 町の情 報 発 信

をしていき 、伝わりやす

い会報を心がけてまいり

ますので、ご指 導のほど

翔伍

よろしくお願い申し上げ

ます。

與那城
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