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金武町わったーまち
ゴールデンプレミアム商品券

完売 !

!

取扱加盟店は
「のぼり」
と
「ステッカー」が

8月1日より販売開始致しました、
『金武町わったーまちプレミアム商品券』
はご好評につき１ヵ月程(昨年は３ヵ月程
度)で完売いたしました。ご購入していた
だきました皆様、誠にありがとうございま
した。
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金武町商工会では「会報誌」掲載依頼の募集しております！
！

・事業所のＰＲ
！ ・地域への貢献活動！ ・表彰を受けた！ ・その他！宣伝・告知
お問い合わせは金武町商工会まで ☎ (098) 968-2491

第 1 回金武町ソウルフード＆道じゅね〜まつりが開催されました。
同まつりは金武町の美味しいソウルフードを食べながら金武町の芸能を楽
しんでもらうという祭りでした。祭りの最後には今年結成１０周年を迎えた金
武町出身の ZUKAN のライブで大盛り上がりの内に祭りは終了しました。
観光協会の山川さんは「ソウルフードの出店テナントは大成功で完売した！
次回は品数と種類をもっと増やしたい。青年会のエイサーも踊り手とお客さ
んの距離が近く緊張感と高揚感が味わえた」と語りました。

金武町ソウルフード ＆
道じゅね〜まつり

８月 20 日 ( 土 ) 金武アクティブパークを中心に新開地にて初の試みとなる

盛り上がった
新開地！
新開地は
こうでなくちゃ♪
おかげさまで 60 周年

〜これからもお客さまの未来のために〜

http://www.okinawa-bank.co.jp/

当行創立 60 周年記念地域行事の一

環として、沖銀金武支店主催による少年

野球大会を開催。金武町ベースボール

スタジアム、宜野座村球場を会場に金

武町５チーム、宜野座村３チーム、西原

町２チーム計１０チームが二日間に渡り熱
戦を繰り広げた。

今後も経営理念である「地域密着・

地域貢献」を基本姿勢として頑張って参

ります。

きんちょう商工会
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会員紹介

くつの店

ぎのざ

★代 表 者：宜野座 常子
★所 在 地：金武町字金武410-2
★連 絡 先：098-968-3365
★営業時間：9:30〜19:30
★定 休 日：日曜日

体重移動を
コントロールして

歩行をサポート

脱ぎ履き

簡単

安心・安全の

国内生産

履物すべてが揃う、
『くつの店 ぎのざ』
です。こんな靴が欲しかった！
きっと見つかると思います。お気軽にどうぞ！お待ちしております。

水に浮くほど

軽い

つまずきにくく

安心

足に優しい
5つのポイント

アクアサプライ金武店
★代 表 者：宇良 直貴
★所 在 地：金武町字金武671-2
★連 絡 先：098-968-6111
★Ｆ Ａ Ｘ：098-968-6111
★営業時間：11:00〜20:00
★定 休 日：日曜日
当店は平成15年にうるま市石川で開業しました。金武町のお客様のご要望にお応えして平成22年に金武町
内に2号店をオープン致しました。
ROフィルター(通常の浄水器の1000分の1の細かいフィルター)でろ過した純水でπウォーターを生成してお
ります。安全でおいしいお水を笑顔のサービスと共にお客様へお届けできるようにスタッフ一同努力してまいり
ます。これからもご愛顧を賜りますようよろしくお願い致します。
浄水器、炭酸水、水素水等、お水に関する事はお気軽にご相談ください。

おふくろ弁当
★代 表 者：仲村 良子
★所 在 地：金武町字金武671-2
★連 絡 先：098-968-6238
★Ｆ Ａ Ｘ：098-968-6238
★営業時間：5:30〜14:00
★定 休 日：土曜日・日曜日
地域の皆様に支えられて、早くも創業18年となります。
『野菜を食べて健康に‼』
をテーマにおふくろ弁当と
言う店名で開業致しました。金武町で最初のバイキング方式の弁当をと、野菜にこだわり、出来るだけ家庭の
味、おふくろの味で造っております。約30種類を並べてお客様の好きなように自分で弁当を詰めることが出来ま

す。又電話注文でデリバリも行っています。地域の会社各企業等又、いろいろな各種団体などから大変お世話に
なっており、心より感謝しています。これからも、おふくろ弁当をご愛用のほど、宜しくお願い致します。
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新規会員紹介

ちゃんぷる〜食堂
★代 表 者：玉城 紀美子
★所 在 地：金武町字金武10458
★連 絡 先：080-6486-8121
★営業時間：10:30〜17:00
★定 休 日：月曜日

金武町で食堂を初めて、早一年になります。地域のお客さんまたは、( わ ) ナンバーのお客さんが
たくさん増えて来ました。金武町名物のちーいりちゃー、当店オリジナルのちゃんぷるーそば、その
他のちゃんぷるー料理をいろいろ揃えてお待ちしております。宜しくお願い致します！

金

城

組

★代 表 者：金城 安辰
★所 在 地：金武町字伊芸131番地2階
★連 絡 先：090-1945-5140
★営業時間：8:00〜17:30
★定 休 日：土・日・祝日

この度伊芸にて建築型枠一式工事の業務を請け負う金城組を開業しました。
これまでの20年以上の型枠大工の経験を活かして安全を第一に安心して働ける職場づくり、現場で
求められる効率的かつ品質向上をさらなる上を目指して金武町の皆さまと共に社会の発展に貢献し
て頑張って行きたいと思います。

株式会社

紀流「麺処

千代」

★代 表 者：伊藝 富美子
★所 在 地：金武町字金武4035
★連 絡 先：098-988-5300
★Ｆ Ａ Ｘ：098-988-5300
★営業時間：11:00〜22:00
(スープが無くなりしだい終了)
★定 休 日：年内無休
中川のぎんばる食堂あと地に新しくオープンしました。(同)キンアグーから仕入れた琉球黒豚
金アグーを使った豚骨醤油ラーメン、豚骨みそラーメンをメインにギョーザ、チャーハンをリー
ズナブルな価格にて販売!!
町民に愛されるお店作りをしていきますので、スタッフ一同心よりお待ちしております。
きんちょう商工会
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新規会員紹介

デイサービスまくとぅ (株)真心コーポレーション
★代 表 者：玉城 真
★所 在 地：金武町字金武10437
★連 絡 先：098-989-7713
★Ｆ Ａ Ｘ：098-989-7714
★営業時間：8:30〜17:30
★定 休 日：日曜日
「まくとぅそーけーなんくるないさ」から「まくとぅ」と命名しました。

▲リハビリコーナー

「挫けずに正しい道を歩むべく努力すればいつか良い日が来る」という意味です。
私共デイサービスの役割は住み慣れた地域での在宅介護を可能な限り続けることのサポートです。
「ま
くとぅ」の理念のもと、
地域に根差したきめ細かいサービスと、
ご利用者の笑顔を増やす「おもてなし」
が提供できるようスタッフ一同、心して取り組んでまいります。
※無料体験・昼食試食・随時受付しております※

スカイキン株式会社
★代
★所
★連
★Ｆ

表
在
絡
Ａ

者：神里 陽太
地：金武町字金武4306-2 1F
先：098-983-2144
Ｘ：098-983-2145

はじめまして！私たちは金武町出身者を主なメンバーとした４人で会社を設立しました。
ドローンとは無人機のことで、今や世界では人を運ぶ・宅配する・空撮や測量をする・農薬散布をするものがあります。
販売で取り扱っているドローンのメーカーは世界で９割のシェアを持つ「ＤＪ
Ｉ」の沖縄代理店を取得しているので購入
したいときにとても便利です。
ドローンの撮影の仕事では沖縄県の各地の祭りの撮影・イベントの撮影などの実績もあり得意な仕事です！
ドローン
の学校では金武町の観光も盛り込んだ授業内容で県内外からの生徒さんに参加していただきたいです。ドローンは
まだ国家資格などはありませんが、学校で資格を取得すると飛行申請に有利で、
ｊ
ｕ
ｉ
ｄａの団体保険に加入できます。
金武町から沖縄、世界へ飛び立つドローンのように会社を盛り上げていきます。みなさまのご支援のほどよろしく
お願いいたします。ドローンについてのご質問などお気軽にご連絡ください！

株式会社 日本旅行沖縄
★代 表 者：阿江 敏昭
★所 在 地：那覇市久茂地三丁目
21番1号 国場ビルディング2階
★連 絡 先：代 表098-862-7580
旅行部098-866-3355
★営業時間：月〜金9:30〜17:30
★定 休 日：土日祝休業
ＪＲ西日本グループの総合旅行会社。
私たちがお届けする旅は、パッケージツアーから団体旅行、国内旅行から海外旅行、
「見たい」
「聞
きたい」
「体験したい」といった一人一人の夢を実現することが役割だと考えています。日本旅行沖
縄では、旅づくりの経験によって培われた情報資産や企画・発想力・コネクションを生かして、人と人、
文化と文化をむすぶ国際交流や地域振興、
ＭＩＣＥと言ったお手伝いも積極的に取り組んで参ります。
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青年部

献血運動で感謝状を頂きました！
去る７月29日(金)沖縄県庁の１階県民ホールにて、平成
28年度献血運動推進功労者表彰式が行われ、青年部は「感
謝状」を頂きました。
この賞を励みに、これからも献血による社会貢献活動を
▲青年部正副部長

続けていきます。

青年部では、平成２９年に婚活イベントの開催を予定しています！
ただいま楽しい企画を考えている最中ですよ！
この会報誌を読んでいるあなたにお願いがあります。
男性は金武町出身者に限りますが、女性は金武町以外の
方も(県内外から)参加できます(^^)/
お知り合いに、素敵な男性との出会いを求めている女性
はいらっしゃいませんか？？
ぜひ！金武町の婚活事業をお知らせください！

S

女性部

去った、
７月29日(金)商工会女性部(部長：大城和枝)主催

による親会・青年部・担当課交流事業が開催されました。女性
部は総会において新役員となったこともあり、
また女性部事業

お問い合わせ：
金武町商工会 宮平
098-968-2491

親睦グランドゴルフ！
-親会・青年部・担当課交流事業-

の実施に当たっては、
「親会」
「青年部」
「町担当課」
の支援・連

携が欠かせないことから開催されたもので、
当日は並里区の

「トゥマジャ」
でのグランドゴルフ大会が行われ、終了後は町内
飲食店において懇親会が開催されました。懇親会では大城部

長より本年度の事業計画について説明と実施に当たっての支

援が依頼され、親会・青年部・担当課との情報交換等有意義

な時間となりました。

「 金武町祭り」
が開催されることから、国道沿
女性部「花いっぱい運動」 女性部では、
い
『女性部フラワーロード(公共駐車場前)』の美化活動を行
-ハンセンの皆さんに感謝・感謝-

いました。
当日は、
「キャンプハンセン」の皆さんの公共駐車場
清掃ボランティア活動もあったことから女性部作業へお手伝

いも頂きました。
おかげで、予定より作業もはかどり、大城部長

はきれいになった
「公共駐車場」
「フラワーロード」
を見て、
「こ

れで気持ちよく、町まつりへの来場者に利用していただくこと

が出来ます！」
とキャンプハンセンの皆さんのパワーに感謝して

▲女性部とハンセンの皆さん

いました。

きんちょう商工会
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〜タコライス文庫で本を贈呈〜
１０月１４日に中川小学校にて体育館・普通教室

棟・幼稚園園舎の落成式が行われました。
その式典

の中、金武町商工会ではタコライスのレトルトパウチ

パック商品「きんのタコライス」の売り上げの一部を
充て、
１０万円分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」
は沖ハム総合商品と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
「大事に読んでいっ

ぱい勉強してください」
と児童に本を贈呈しました。

▲落成式の様子

〜豆腐餻モダンシリーズ(琉球・中華・洋風)〜

「ありんくりん市」はむ
らおこし事業等による開
発品を中心に商工会地域
の逸品として沖縄の産業
まつりに集結した年に一
度だけの展示即売会で
す！
▲左から奥間会長、豊川あさみさん、豊川明佳さん

出店ブースの様子
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去った10月21日から24日の３日間奥武
山公園にて第19回商工会特産品フェア
「ありんくりん市」が開催されました。
初日には開会式及び特産品コンテスト授
賞式が行われ、㈲インターリンク沖縄の
「豆腐餻モダンシリーズ」が県連会長賞を
受賞しました。

−2016− 新開地野外
スペシャルコンサートライブ
▲サー

カス仕

▲懐かしいオールディーズナンバーで大盛り上がり

込みの

パフォ

ーマン

ス

10月21日(金)に〈新開地野外スペシャルコンサート〉
が金武アクティブパークにて開催されました。やんばる
出身の【とぅるるんてん】から始まり、滅多に見ること
ができないベリーダンス＆パフォーマンスの
【Chandrika＆Hiroki Hayata】ステージのラストには
【REVERSE】のオールディーズナンバーで盛り上がりま
した！

▲皆で一緒に、Y・M・C・A♪

▲艶っぽいダンスで

魅せたベリーダンス▲

らせ！今年もやります
知
お

会員親睦忘年会
毎年恒例の会員親睦忘年会！今年

は11月29日に開催致します。たく
さんのご参加お待ちしております。

▲トークでも盛り上げたとぅるるんてん

会員健康診断開催
会員健康診断開催
健康第一

10月6日(木)7日(金)
の2日間、金武町商工
会会員健康診断が行わ
れ、37事業所150名の
会員さんが受診しまし
た。
受診した会員の皆さ
ん結果はどうでした
か？健康あっての商売
です！日頃の生活リズ
ム、食生活を見直す

▲昨年の様子

きっかけになったので
はないでしょうか！
きんちょう商工会
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イベント情報

第５回金武町

うしな〜ライブまつり
日時：平成28年11月19日(土) 午後６時30分〜10時40分
場所：うしな〜社交街 ６店舗内で開催
与座ファミリー ／ 世果報バンド ／ 倉富 昭子
東渕 剛 ／ 星 美奈＆美咲 千鶴子／ 当山 よしまさ
主催：金武町

企画運営：金武町商工会、金武町社交業組合

(お問い合わせ)：098-968-3578

キャンプハンセンⅢMF BANDミニコンサート

クリスマス点灯式

日時：平成28年12月１日(木)
場所：金武アクティブパーク

主催：金武町

午後６時〜

社

企画運営：金武町商工会、金武町社交業組合 (お問い合わせ)：098-968-3578
協力：金武町商工会青年部ＯＢ

お知らせ

沖縄県の最低賃金が平成28年10月1日から変わりました！
守ってる？守られてる？
雇う上でも、働く上でも、
最低限のルールです！
「必ずチェック！最低賃金！
使用者も、労働者も！」

714円

ます！

し
商工会が応援

商品を開発したい！

きんちょう商工会

21円
UP!!

金武町商工会 会員募集！

経営状況を
相談したい…

お金の事は
相談できる？
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会♪

自慢大
ど
の
業
交

お問い合わせ
金武町商工会
☎098-968-2491
税金や経理って

すごく面倒…
従業員や経営者の
福祉の為に

事業を始めたいけど

4
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小規模企業共済

きんちょう商工会
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きんちょう商工会

事業者の皆様の味方です。

無担保・無保証・低金利
マル経融資 ＆ 沖経融資

（小規模事業経営改善資金）（沖縄雇用・経営基盤強化資金）
※従業員数により、何れかの資金となります。

2,000 万円

融資限度額

運転資金

返済期間

設備資金

貸付利率
（H28/10/19 現在）

7 年以内
10 年以内

（据置期間 １年以内）
（据置期間 ２年以内）

マル経

0.96％

沖

1.06％〜 ※償還期間により設定。

経

詳しくは、当商工会窓口へお気軽にご相談ください。

県制度融資のご案内

平成 28 年度より、沖縄県融資の一部制度で保証料の引き下げ、又は要件の
拡充があります。
商工会が窓口となる融資制度もございますので、お気軽にご相談ください。

８月１日より販売開始致しました「金武町わっ
たーまちゴールデンプレミアム商品券」
は大好評
の内に、
９月６日をもちまして発行総額一億一千
万円全て完売致しました。
商品券のご利用期限は、平成２９年１月３１日ま
でとなっておりますので期限内にご利用いただき
ますようお願いいたします
また、未使用の商品券につきましては利用及び払
い戻しはできませんのでご了承下さい。

編集後記

まだまだ暑いですが︑

秋 号です ︒今 年 もあと

少しですね！この時 期

になると 毎 年 言ってる

気 がします﹁ １ 年 早い

な〜﹂と！この調子でカ

ジマヤーまで 生 き たい

雄太

と思った の秋でした︒

儀武
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利用
状況

金武町わったーまち
ゴールデンプレミアム商品券
病院・薬局 1.0％

エステ・理美容 0.9％

保育園・学習塾等 3.0％
サービス・その他 3.4％

事務機・文具 0.6％

燃料費4.7％
食料・日用品・小売
20.1％

飲食費（外食）
5.1％
製造・卸売業
5.4％
旅行・観光サービス
6.8％
不動産
8.9％

車両関係
10.6％

家電
18.5％

建築関係
11.0％

2016年9月30日現在

換金率68％
￥74,734,500

きんちょう商工会

12
12

