
1

合志市商工会広報 第４号

ＣＩニュースＣＩニュース
Commerce
 and

 Industry 
News

合志市商工会　本所：熊本県合志市御代志1842　TEL096-242-0733  FAX096-242-0413
　　　　　　　支所：熊本県合志市幾久富1124　TEL096-248-0622  FAX096-248-0120

　　　　　　　 　　　　　E-ma i l : k o s i s i s k@tu l i p . o c n . n e . j p
U R L : h t t p : / / www . k o s h i - s k . n e t /

第４号
H23.11

合志市商工会広報誌

Commerce  and  Industry  News

とり誠（とり専門店） 美容室  彩  AYA

御食事処  柚ゆず子

ご家族連れで

ごゆっくりどうぞ

おいしいチャンポン
　　　あります！

大きく俯瞰しつつ、地域密着で、
　　深堀りしながら、商売をやっていきたい

販路先は
　日本全国・香港・台湾・
　東南アジア・ドバイ・ＥＵ・
　アメリカ

元気な

会社
お店
紹介新鮮な朝びきを福建省の塩と備長炭で焼くので

　　串は全てホントに美味しいです

11月から
　おでん
冬場は
　とりすき
　はじめます

レバーとハツは必ず満足いただけます

げん

青紫蘇・野菜・加工品の製造販売
吉川農園・青紫蘇農場株式会社

合志と熊本を大切にしたい

新鮮な野菜と魚を
毎日仕入れ、
　真心こめて
　　おもてなし

お弁当・仕出し・小宴会承ります
11：00～ 14：00
18：30～ 22：00

お客様の要望を聞いて親切・丁寧にカット
いたします。ご自分でブローされてもいつ
までも形が保てます。

9：00～ 18：00　
店休日　月・第 1日

婚礼着付・ウエディング・カツト＆パーマ
アートメイク…洗っても落ちない眉とアイライン

　商工会報に寄せて
　　　　　　　　　　　会長　上林　節郎
　合志市商工会も合併して４年目を迎えま
した。そして人口も５千人ほど増加し、他

市町村の商工会長さんからうらやましがられています。
　しかしそれに伴う会員の活性化及び会員の増加にはなか
なか繋がってはいません。
　幸いにして荒木市長は商工会に対する理解もあり昨年
「合志市中小企業振興条例」を策定して頂き市民と行政と
中小企業の発展につながる目標を示して頂きました。私達

も商工会を通して寄与して行きたいと考えています。　
　今熊本県は「くまもん」によるイメージキャラクターを
掲げ今月全国で「ゆるキャラ日本一」になり大いに熊本の
物産をＰＲしています。合志市の商工会も地域にゆかりの
ある「弁天様」をイメージキャラとして大いに県内にＰＲ
して行けたらと思っています。
　倉岳町や多良木町は「えびす様」を大々的にＰＲをして
元気を出しています。
　弁天様の女性的なやさしさと美しさ、そして平和で誠実
な姿をＰＲ出来たらと思っています。会員の皆様方のさら
なる御理解と御協力をお願いいたします。

ふかん

18：00～ネタ次第の売切れご免
　宴会にもご利用ください
　店休：水曜日
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女性部だより

事業所紹介用に作りました女性部員だけの名刺です。他の女性部員も作っておりますので、ご入用の際は商工会までお尋ね下さい。

✿県女連ミニバレーボール大会
　　　日程：７月２０日（水）　益城町総合体育館
　　　　　　今年は２チームとも決勝進出！
✿健康を守る女性の会ボランティア活動
　　　日程：７月２３日（土）菊池地域振興局大会議室
✿ワンパクすもう大会・合志市夏祭り
　　　日程：８月１４日（日）
　　　　　　雨にも負けず頑張りました。
✿共済加入推進運動
　　　７月～８月の推進月間はお世話になりました。
　　　目標達成です！
✿県女連主張発表大会及び合同研修会
　　　日程：９月２７日（火）美里町文化交流センターひびき
✿城北地区ボウリング大会
　　　日程：１１月２９日（火）菊陽ボウル
✿合志市民カントリーマラソン
　　　日程：１月上旬
　　　例年、揚げたていも天を提供し、参加者の
　　　みなさんに喜んで頂いております。
✿合志市商工会女性部視察研修（１月予定）　
✿新春意見交換会（１月予定）
✿レクリエーション大会
　　　日程：２月８日（水）　合志総合センター文化ホール
　　　地元開催となりました。
　　　入場無料ですので見に来て下さい。
✿竹迫初市　日程：２月２６日　

　
　
　

　　
　

広報委員長：中島 順子

副部長：峯 登輝子 副部長：西崎 伸子 副部長：原 　愛子

イベント委員長：福島みち代共済委員長：渡辺 洋子 部長：池永けい子

研修委員長：吉岡 清子 保健体育委員長：辻 　　厚美

★平成２３年度女性部 年間行事★

平成 23年度　新役員紹介

青年部だより
・クリーンキャンペーン
・ワンパクすもう大会の開催
・ソフトボール大会
・青年部合同研修会

部　長　平田　陽一　㈲ｇスペース
副部長　寺本　卓也　㈲寺本工務店
　〃　　塚本　淳一　㈲ケイト建設
　〃　　四方田和也　四方田電設工業
委　員　
　　　　岩永　英之、山本　泰誉、北川　　明
　　　　池永　一心、野田　泰謙、神戸　潤也
　　　　西崎　友紀、峯　　由知、園田　晶彦
　　　　稲倉　孝則、林田　新也、村田　　強
監　事　
　　　　大塚　　歩、今村　英樹

㈱本山設備　合志支店　　伊藤　和孝
㈲小幡新章建設　　　　　小幡　展大
やきとりみよし　　　　　西村　通洋                  
㈲斉藤自動車センター　　齊藤　恭輔                  
松崎塗装　　　　　　　　松崎　由紘                   
㈲松下測量設計社　　　　松下　益巳                   
㈱西田電工　合志営業所　塚本　翔馬                  
地菜地食　ふるしょう　　古庄　孝太
炭焼屋　阿呆鳥　　　　　福田　和憲
㈲木村冷機　　　　　　　木村　幹洋　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

弁天様が福をもたらしくれます

荒木市長と青年部の意見交換会の場です

青年部県大会で選手宣誓をする平田部長

総会で一年間の行事等の話合いをします

ワンパクすもう大会で頑張りました

試合は負けてもチームワークは負けません

商工業の後継者として、商工会の事業を積極的に
推進する新たなメンバーを紹介します。     

・部員視察研修
・合志市民まつり出店
・竹迫初市出店他新入部員紹介

部長・副部長及び役員紹介

主な年間行事（平成 23年度）

県女連レクリェーション大会県女連レクリェーション大会 県女連バレーボール大会県女連バレーボール大会
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第一小学校へペットボトルキャップ寄贈

「台風 12・15 号」
暴風雨つよさをはかるさかさカサ

台風もいらぬところにダムつくる

暴風雨ひとがなみうつ東京都

　　　　　　　　 木﨑利勝（豊岡）

なでしこがこんきをけって金メダル

ぬるま湯にどじょうがはまり大変なのだ

どじょう鍋こうりょうなしで味もなし

　　　　　　　　　　　　　　　　　下駄郎

夢叶う孫一人旅新幹線

耐えに耐え堪忍袋の緒も悲鳴

もう沢山地震台風不景気と

　　　　　　　　　　　永松美恵子（豊岡）

共 済

◎退任役員
大塚　　歩（㈱ゆうき建商）
財津　政子（財津金庫サービス）
吉岡　清子（五嶋商店）

◎新役員紹介
塚本　淳一（㈲ケイト建設）
峯　登輝子（㈱峯樹木園）
西崎　伸子（㈲フレンドフラワー）

①ビジネスマナー
　講習会
　平成 23 年 4 月 14 日

②第 4回通常総会
　平成 23 年 5 月 24 日

③パソコン講習会
　平成 23 年 6 月 13 日

④会員親睦ボウリング大会
　平成 23 年 7 月 7 日

⑤中小企業等振興基本条例に関する講習会
　平成 23 年 7 月 22 日

⑥ワンパクすもう大会
　平成 23 年 8 月 14 日

委員長　古澤　完三
　ファイトなきもの
はされ、この言葉がす
きで日々頑張っていま
す。

委員　林　　茂信
　地域のためになる様
頑張りますのでよろし
くお願いいたします。

委員　鬼塚　聖臣
　皆様の為の共済です。
　日頃からのご協力を
よろしくお願い致しま
す。

委員　田口　　勝
　災害は時・場所を選
ばず突然起こります。
商工会の各種共済に加
入されませんか。

委員　城　　和雄
　安全な街、住みやす
い地域の一翼を担えれ
ばと思っています。

委員　平田　陽一
　商工会青年部の平田
です。
　合志市発展のために
頑張ります。

熊日新聞より抜粋▼

②

③ ④ ⑤

②

③ ④ ⑤

①①

（会員の皆さんの作品を募集しています。）

順不同

委員　池永けい子
　女性部員のご協力のも
と、ふれんど共済は目的
達成致しました。これか
らも元気な女性部を目指
していろんな活動に取り
組んで参ります。

　　　　　　朝夕めっきり冷え込み、初冬の気配を感じる季節となりました。
　　　　　世界に目を向けると、その動きの速さに驚きを感じているところ
です。同時に、その激動の中で我が国の政治・経済のスピード感のなさが気
にかかります。
　今回ＣＩニュースとして頑張る「経営者」「商店」の紹介を試みました。そ
れぞれに経営哲学を持ち、新しい時代を切り開こうと、精進努力されておら
れます。心から応援したいものです。

　人口減少に伴い、我が国の経済が縮小する中で、今後新規産業および起業
は益々難しくなると予想されます。
　しかし新しい経営者・企業は、人の血液と同じように、地域社会にとって
必要不可欠なものであります。「出る杭を育てる。」この思いを大事にし、実
践していくことが郷土の発展には欠かせないと確信しております。
　出でよ異端児！期待したいものです。　　　　　　広報委員長　辻　敏輝 

編集後記
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金融制度のご紹介
（利率は平成２３年１０月２０日現在）

○普通貸付　　　
　ほとんどの業種の中小企業の方にご利用いただけます。
 （金融業、投機的事業、一部の遊興娯楽業等の業種の方はご利用にな
　れません）。

（注）上記の返済期間を超えるお取り扱いをご希望の場合は、窓口でご相談
　　　ください。

　　

◆融資条件

対 象 資 金

融資限度額

返 済 期 間

利　　　率

保証人・担保

運転資金　設備資金　特定設備資金
運転資金、設備資金　4,800 万円以内　　
特定設備資金　7,200 万円以内
運転資金５年以内　設備資金１０年以内　
特定設備資金２０年以内　
２．１５％　
お使いみちやご返済期間によって異なる利率が適用されます。
ご要望を伺いながら相談

【日本政策金融公庫】 ●制度紹介　抜粋

Commerce  and  Industry  News

共済制度のご案内

○加入資格及び条件
　・商工会の会員（法人にあっては全役員）及びその家族、従
　　業員であればどなたでも加入できます。
　・無審査で加入できます。※但し、加入日現在医師の加療中
　　の方を除き、健康で正常な生活または就労中の方に限ります。
○掛金
　・掛金月額は 1口 2,000 円から 1口 5,000 円まで保障内容により
　　 6つコースがあります。（最高一人 6口まで加入できます。）
○加入期間
　・5年間と 10 年間があります。
○共済金の請求等
　・共済金の請求手続き及び加療が 2ヶ月を超える場合の事故
　　報告書の提出など給付金の請求等については商工会へお問
　　い合わせください。

少ない掛金で大きな補償・商工会会員のための大型共済制度
ふれんど共済は能本県商工会連合会が運営する、商工会会員
及びその家族、従業員の福利厚生制度です。

■事業主負担の掛金は損金算入され、共済金は事業主に支払われます。
■掛金には月額 100 円の事務経費が含まれています。
■加入は 1人 1口を限度とします。

商工会の正規共済事業として国が許可をしています。

ひとつの掛金で 3つの備えができます‼

〔商工貯蓄共済制度〕

〔ふれんど共済〕

◆◆補償内容◆◆

手術内容に
応じて
5万円・10 万円
20 万円 

　　　  10 万円

  1 日　3,000 円

傷害による 事故の日から 180 日以内に
死亡し、または高度障害と
なった場合。

事故の日から 180 日以内に
後遺障害となった場合。

治療期間が 7日以上に及ん
だときは、事故の日から 1
年間を限度として 1日目か
ら支払います。

疾病により医師の治療を受
け、継続して 30 日以上の
入院になった場合。但し、
同一の疾病により再入院し
た場合は、対象となりませ
ん。

ケガの治療をするために医
師による「手術」を受けた
場合。但し、1回の事故で
複数の手術が重なった場合
は、いずれか高いほうの手
術を支払いの対象とし重複
しては支払いません

交通事故等の
災害による

後遺障害のとき

傷害及び交通事故等の災害に
よる入院

疾病 ( 病気 ) 入院見舞金

傷害手術見舞金

15万円～ 400 万円
30 万円～ 800 万円

傷害による

交通事故等の
災害による

死亡（高度障害）
のとき

傷害及び交通事故等の災害に
よる通院

  1 日　6,000 円

　　　500 万円
　　  1,000 万円

国内外
２４時間補償
フルカバー

新規加入は
幅広く

６歳～８０歳未満

障害手術見舞金
５・１０・
２０万円

疾病（病気）
入院見舞金
１０万円

掛金は
年齢・性別・職種に
関係なく一律

事故日から
３６５日補償掛金（月額）

１,８００円
一日あたり
わずか６０円 !

貯　蓄 保　証 融　資

　•融資対象者　次のいずれかに該当する中小企業者
１．申込日から１年以内の連続する３か月間の平均売上高、平均
　売上総利益率又は平均営業利益率（以下「平均売上高等」とい
　う。）が、前年同期の平均売上高等に比して、３％以上減少して
　いる者
２．様々な外部環境の変化により経営が悪化しているとして知事
　が指定した者
　(1) アスベスト関連
　(2) 鳥インフルエンザ関連
　(3) 口蹄疫関連
　(4) 東日本大震災関連
３．申込日から１年以内に倒産した企業に対して、50 万円以上の
　売掛金等の債権を有しており、資金繰りに支障を来している者
４．県再生支援協議会の支援により策定した経営改善計画により
　再生に取組む者
５．セーフティネット第７号及び第８号の規定に基づく「特定中
　小企業者」として市町村長の認定を受けた者
６．セーフティネット第１号から第６号の規定に基づく「特定中
　小企業者」として市町村長の認定を受けた者【責任共有制度対
　象外】
７．東日本大震災による影響を受け、次の (1) ～ (5) のいずれかに
　該当する者【責任共有制度対象外】
　＊該当する者 ( いずれも市区町村長等の証明を受けた者となり
　　ます。詳しい要件につきましては商工会へお尋ねください )

●制度紹介　抜粋

〔金融円滑化特別資金〕

【熊本県融資制度】

◆融資条件

資 金 使 途 設備資金又は運転資金
但し、2は、運転資金のみ

融資限度額

融 資 利 率

保証料率（県補助後）
担　　　保

保　証　人

1年以上 10年以内 ( うち据置期間１年以内 )
但し、7は、1年以上 10年以内 ( うち据置期間２年以内 )
１企業
 5,000 万円
 但し、７は１～６と別枠で 8,000 万円
 １組合
 1 億円
 但し、７は１～６と別枠で 1億円

融資対象者 7の取扱期間は、施行の日から
平成２４年３月３１日までの貸付実行分とする。

融資対象者 1～ 5 融資対象者 6、7
固定　年 1.80%以内１年超３年以内 固定　年 1.60%以内
固定　年 2.00%以内３年超５年以内 固定　年 1.80%以内
固定　年 2.20%以内５年超７年以内 固定　年 2.00%以内
固定　年 2.50%以内７年超 固定　年 2.30%以内

※経営支援プログラム該当企業は、上記金利から年 0.2%金利を優遇する。
年 0.45%～ 1.3%
必要に応じて徴求

不　要
代表者のみ

個人
法人

融 資 期 間

取 扱 期 間  

※保証協会が必要と認める場合は、第三者
　保証人を徴求する場合がある。

その他にも、各種金融、助成金、補助金、利子補給制度が
多々あります。詳しくは商工会へお尋ねください。


