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第６回　日南まちゼミ参加店を募集します！！
　毎年大好評をいただいております「日南まちゼミ」を本年も開催いたします（今回で６回目）。
　「まちゼミ」とは、お店の方が講師となり、お客さまに無料（材料費は実費）で専門知識やプ
ロのコツを教える少人数制のミニ講座です。

  こんなお店におすすめです 参加店の声
  ・新規のお客様がなかなか増えない ・初めてのお客様の受講が多い
  ・店にはお客様が来店しにくい業種だ ・受講者がその後も来店してくれた
  ・お客様にアピールしたいことがある ・少人数の講座なので話しやすい

　講師なんてやったことがない！教えられることが思いつかない！店が狭くてスペースがない！という方
でも、まちゼミには具体的なノウハウが多数あり、参考になる事例もたくさんあります。
※なお、参加できる事業者は旧日南市内に事務所がある方に限らせていただきます。詳細につきましては、
日南商工会議所（電話：２３－２２１１）担当：松尾までお問い合わせください。

事業承継のご相談をお待ちしています！
　日南商工会議所では、宮崎県事業承継・引継ぎ支援センター（公
的機関：0985-72-5151）と連携して『事業承継個別相談』を常時
受け付けています。
　後継者の育成まで考えると、事業承継の準備には５～10年ほど
かかり、早めの準備と計画的な取組みが必要です。従業員承継、
第三者承継のご相談も受け付けています。
　経営者様、後継予定者様などお気軽にご相談くださいませ。
　相談は無料、秘密は厳守いたします。ご相談お待ちしています。

令和4年度雇用保険料率のご案内について
・令和４年４月から事業主負担の保険料率が変更になります。
・令和４年10月から労働者負担、事業主負担の保険料率が変更になります。
※年度の途中から保険料率が変更となりますので、ご注意ください。
〇令和４年４月１日～令和４年９月 30日

宇都　弘次郎 氏

エリアコーディネーター

詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

一般事業
農林水産・清酒酒造の事業

建設の事業

労働者負担 事業主負担 雇用保険料率

３／１，０００
４／１，０００
４／１，０００

６．５／１，０００
７．５／１，０００
８．５／１，０００

９．５／１，０００
１１．５／１，０００
１２．５／１，０００

負担者
事業の種類

〇令和 4年 10 月 1日～令和 5年 3月 31 日

一般事業
農林水産・清酒酒造の事業

建設の事業

労働者負担 事業主負担 雇用保険料率

５／１，０００
６／１，０００
６／１，０００

８．５／１，０００
９．５／１，０００
１０．５／１，０００

１３．５／１，０００
１５．５／１，０００
１６．５／１，０００

負担者
事業の種類

津曲　計一郎 氏

山田商事㈱

日南市油津１丁目５－１
TEL２３ー１１８２　FAX２３－１１８３
ワーキングウェアー・オフィスユニフォーム
学校用制服・白衣・各種プリント・横断幕

レーザー加工・刺繍・のぼり
オリジナル携帯ケース・名刺
安全保護具・長靴・手袋・安全靴
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今年は商工会議所の議員改選の年です。

令和４年度　日南商工会議所事務局体制（4月1日付）

・金融相談に関する事項
・経営相談に関する事項
・創業等に関する事項
・情報化に関する事項
・空き店舗に関する事項
・青年部、女性会に関する事項
・セミナーに関する事項
・記帳継続指導事業に関する事項
・決算申告に関する事項
・日南まちゼミに関する事項　など

氏　名
落合　兼久
枡屋　泰知
村角　知幸
森　　美樹
鈴木　悠麻
川畑　友美
松田　順子
岩下　英利
末永　里美
松尾　久美
夏目　尚輝
久嶋　愛梨
加藤　奈美

職　　名
専務理事
事務局長兼総務課長
総務企画係長
総務経理係長
主事
主事
所長（経営指導員）
指導課長（経営指導員）
主任主事（経営指導員）
主査（経営・情報支援員）
主事（経営・情報支援員）
主事（経営・情報支援員）
臨時職員

総務課

所属名 業　務　内　容

・常議員会、議員総会等の会議、議員選挙に関する事項
・会員管理、会員サービスに関する事項
・会議所経理全般に関する事項
・会員福祉共済制度、労働保険に関する事項
・観光振興、まちづくりに関する事項
・会報の編纂及び刊行　
・日南市産業活性化協議会に関する事項
・海上自衛隊、広島東洋カープに関する事項
・イベント企画、運営に関する事項
・珠算、簿記、販売士検定試験に関する事項 など

中小企業
相談所

　去る２月２０日、市長応接室にて渡邊会頭、日髙副会頭、石崎副会頭、
落合専務理事が髙橋市長様、西久保副市長様等とまちづくりの意見交換の
ため面会しました。
　渡邊会頭から戸村サチ子氏（（株）戸村精肉本店・前社長）が日南市に
寄付された寄付金の活用については、当所も日南市のまちづくり計画策定
を進めているが、油津地区の堀川運河周辺を中心とした歴史・文化遺産へ
の活用を目的にご寄付されていることから、市は油津地区のまちづくりを
検討のうえで、効果的な活用をお願いしたいなどを話されました。
　髙橋市長からは、基金を設立し国等の補助事業等を活用して寄付金を有
効に活用させていただく。今回のご寄付に基づく油津地区のまちづくりに
ついては、まずは市職員で検討を始める考えであるが、ハード事業は新設
より既存施設の活用を優先したい等の話がありました。
　当所の「日南商工会議所ひと・まち未来会議」が策定中の人口減少対策
を主眼としたまちづくり計画・要望は、最終取りまとめが終了次第、会員
の皆さまにその概要をお伝え致します。

商工会議所議員とは
　日南商工会議所会員の中から選ばれた代表（定数６０名）であり、会議所の組織や事業などの運営全般
に参画すると同時に、部会や委員会において中心となって活動し、意見活動や要望活動などを行います。
　議員には３号から１号の３種類あります。任期はいずれも１１月１日から３年間です。
（１）３号議員　定数９名で、議員総会の同意を得て会頭が選任します。
（２）２号議員　定数２０名を各部会に割当て、各部会で割当人数に応じて選任します。
（３）１号議員　定数３１名で、会員の中から選挙によって選出されます。
選任、選出の時期
　選任、選挙日程は８月開催の臨時議員総会で正式に決定されます。
３号議員　８月開催の臨時議員総会で選任されます。
２号議員　８月から９月開催の各部会で選任されます。
１号議員　９月から１０月にかけて選挙事務を行い、選出されます。
商工会議所の役員選出方法
　以上の議員による臨時議員総会で次の役員（２８名）が選任されます
・会　頭　１名　・副会頭　３名　・専務理事　１名　・常議員　２０名・監　事　３名

寄付金活用について髙橋日南市長に面会しました。
令和4年5月20日発行　　『未来を共に創ろう！みんなで育む　笑顔あふれるまち “日南”』 第180号（7）

　今年も春のにちなん名物植木市が開催されました！昨年度より
１店舗多い３店舗の優良植木業者での開催となりました。様々な
植木や草花、盆栽等が来場者の目を楽しませていました。出店業
者はマスク着用、会場には消毒薬の設置を行い、感染予防対策を
行いながらの開催となりました。
　毎年好評をいただいている植木教室は、「植木の手入れ相談」と
「洋蘭と草花の年間の手入れ」の２回開催でしたが、お客様も熱心に質問されていました。楽しい時
間を過ごす一助になれたとしたら幸いです。

　先輩方や歴代会長から、「青年部活動を通しての自己研鑽、自企業の発展、そ
の先の地域貢献」という想いが引き継がれています。現状に立ち止まることな
く一歩でも前に進めて参ります。そのために、まず自分が楽しむことにより、
関わって頂いた方々にも楽しんでもらえると信じています。会長として先頭に
立ち、会員の皆様と一緒に日南YEGを盛り上げていきたいと思いますので、ど
うぞ一年間よろしくお願いいたします。

『第５７回春のにちなん植木市』開催

令和４年度スローガン『受け継いだものをさらに先へ』

【入会条件】
　・日南商工会議所会員事業所の経営者または後継者および従業員等
　・年齢満20歳～50歳未満の方
【お問い合わせ・お申込】
　日南商工会議所　担当：鈴木　（電話23－2211）
　HP：https://nichinan-yeg.jimdo.com/

令和４年度青年部会長
山田　一成

女性会会長
山田　昭子

　風薫る新緑の季節、コロナ禍となり早２年が経過しましたが、地域行事や
イベントの中止は変わらず続いており、当会の活動にも影響を受けておりま
す。また、外出等の自粛により各地女性会との交流も減ってしまいましたが、
全国大会や会議等をオンラインで行うことで、久々に各地女性会の方々と顔
を合わせることが出来ました。
　今後もコロナによる情勢は続くかと思いますので、ウィズコロナを意識し
た活動を続けてまいりたいと考えております。

【お問い合わせ・お申し込み】 　事務局：夏目　TEL：23-2211
ホームページ　https://nichinan-joseikai.jimdo.com/

新入会員 募集中
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新入会員 募集中
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新規会員 ご入会ありがとうございます。

日南麦酒（株）
カラオケ けい子
（有）江藤木材
カーセレクト日南

酒谷どれみ音楽教室

（株）ＫＡＧＵＹＡ

戸髙整骨院
ＳａｎＴａｎ ｓａｌｏｎ
食事処　夢路

（株）ポーション

橋本　彰史
瀬口　惠子
江藤　公雄
五代　博之

鈴木　康子

竹内佳朱子

戸髙　繁成
三田　美佐
猪﨑　芳子

水野晃太郎

部会名 事業所名 所在地代表者名 営業内容

（令和3年12月9日～令和4年3月28日承認分）

検定試験について
■日商簿記検定試験（１級～３級）
　検定日：６月１２日（日）、１１月２０日（日）、２０２３年２月２６日（日）
■日商珠算検定試験
　検定日：６月２６日（日）、１０月２３日（日）、２０２３年２月１２日（日）
（※詳しくは下記ＨＰ又はＱＲコードからご確認ください。）
ＨＰ：https://nichinan-license.jimdo.com/

地ビールの製造・販売
カラオケスナック
製材業
自動車販売、整備
音楽教育のリアルレッスン、オンライン
レッスン、音楽セラピー、楽曲制作等
雑貨の製造、教育・研修のコンサルタント、
メンタルコーチングの普及、飲食店の経営、
学習塾、文化教室及び創作教室の経営並び
にこれに関するノウハウ販売、経営指導
マッサージ
リラクゼーションサロン
飲食店
web制作全般、ホームページ制作、リーフ
レット制作、集客コンサルティング、動画
制作、広告代理業

吾田東
岩崎
萩之嶺
中平野

酒谷

星倉

大堂津
星倉
南郷町

南郷町

食品商工業部会
観光サービス業部会
林 産 業 部 会
運輸交通業部会

一般サービス業部会

特 別 会 員

〒889-2533 宮崎県日南市星倉２丁目１番地10（日南高校下）
TEL（0987）25－0162  FAX（0987）25－1097

㈲ヤノオフセット

お客様のご要望をデザインする。

確かな技術と最新の設備でトータルにサポート


