
あなたも家族もまるごと守る！頼れる補償の
商工会の福祉共済

男女とも2人に1人が になる可能性があるなか、
がん検診受診は、中小企業の経営基盤を守る最も有効なリスクマネジメントです。

企業で働く皆さんのがん検診受診率向上を応援します

がん検診 企業アクション
がん検診で

早期発見！早期治療！

＊1　「病気」の補償は「けが」の補償に加入されている方のみがお申込みいただけます。

   全国商工会連合会は、がん検診受診率向上を目指す国家プロジェクト
「がん検診企業アクション」の推進パートナーです。
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　平成28年度商工会費をまだ納付していない事業所におかれましては、ご確認の上お早めに納入下さい
ますようお願いいたします。

商工会から送付したしました振込依頼書にて最寄りの銀行各支店で納入下さいますようお願いいたします。
（振込手数料は無料です）
出費多端な折、恐縮ですが商工会費の納入についてご協力下さいますようお願い申し上げます。

商工会事務局では、商工会費の納付をお願いしております。

平成28年度 商工会費納入のお願い

小規模事業者の皆様へ

～小規模事業者経営改善資金融資制度～

沖縄振興開発金融公庫が運転資金や設備資金を融資します。
従業員が20人以下（商業・サービス業の場合は５人以下）の法人・個人事
業主の方（小規模事業者）が利用できます。
平成26年１月７日から、サービス業のうち、宿泊業、娯楽業（映画館等）の従業
員要件が緩和され、従業員20人までの事業者が新たに融資対象になりました。

ただし、1,500万円超の融資を受ける場合には、融資前に事業計画を作成し、
融資後に融資残高が1,500万円以下になるまで、経営指導員による実地訪問
を半年毎に１回受けていただく必要があります。

金利は、平成28年２月現在：年0.95％です。（最新の金利については、各商工
会へお問い合わせください）
貸付期間は、運転資金７年以内、設備資金10年以内です。

商工会の経営指導員による経営指導を６ヵ月以上受けていること。
所得税、法人税、事業税、都道府県民税などの税金を完納していること。
（納税すべき税額がゼロの事業者も本制度を利用できます）
同一の商工会の地区内で１年以上事業を行っていること。

「マル経融資」のご案内

小規模事業者の資金繰りを支援します。

融資条件を1500万円から2000万円に引き上げました。

で融資が受けられます。

商工会の経営指導を受けていることが要件です。

貸付対象者：小規模事業者であり、以下の要件を全て満たす方

無 担 保 無 保 証 低　利

御社の商品をぜひふるさと納税の返礼品として
PRしませんか？

　具体的な返礼品の内容につきましては、適正な管理等に
万全を期するため、委託会社（株式会社さとふる）が取りま
とめ及び審査し、うるま市が決定します。

お問合せ先

uruma-ok inawa-472131@sato fu l l . co . jp
※メールをお送りいただく際は件名を「うるま市ふるさと納税参加
希望」とし、本文に事業者様名称、メールアドレス、　住所、お電話
番号、ご担当者様氏名をご記入ください。

参加を希望される事業者様は、下記のメールアドレスまでご連絡
をお願い致します。必要資料をお送りさせていただきます。（メール
送付時には、まだご登録はされませんのでお気軽にメール送付く
ださい。）

うるま市企画政策課 うるま市みどり町１-１-１
　ＴＥＬ ０９８－９７３－５００５　ＦＡＸ ０９８－９７９－７３４０

参加申請方法
　

ご参加申込み

うるま市のふるさと納税の返礼品の出品事業者を募集しています！

株式会社さとふる 東京都中央区日本橋二丁目２番２号
　事業者様向け窓口：０３－６８９５－１８８３

うるま市のふるさと納税
返礼品募集します！

平成28年10月21日（金）～23日（日）に実施！
えがおファームの村田さんが作った黄金の
焼き芋プリン！奨励賞受賞！！

▲ 天然記念物の鶏「チャーン」
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　新年あけましておめでとうございます。
　会員の皆様におかれましては、平成２９年の新春をつつがなくお迎えのこととお慶び申し上げます。
　さて、商工会では、これまで取り組んできました「沖縄県初！闘牛文化リマスタープロジェクト」も最後の
年となり、事業の商品化と観光客の受け入れ体制の確立を目指し、首都圏の観光イベント等において闘牛
観光のＰＲ活動を展開してまいりました。
　その結果、初めて修学旅行生の受け入れやお隣の恩納村との連携も徐々に効果が表れており正月には、
県内ホテルがスポンサーになっての闘牛大会の開催も行われます。
　また、「地域ビジネス力強化支援事業」においては、石川地域の活性化を目的に商店街の活性化に向け
たマップ作りなどにも取り組んでおり、みほそあきない組合の設立準備も進んでおります。これを機に休眠
状態にある商店街の復活にも期待しております。
　さらには、「うるま市住宅リフォーム支援商品券発行事業」の実施、事業所向けの各種セミナーなども開
催し、多くの会員の皆様の参加がありました。さらには、うるま市産業まつりでも多くの市民の皆様に市産
品や産業を周知することができました。
　これもひとえに会員の皆様のご理解とご支援・ご協力の賜であると衷心よりお礼申し上げます。
　今年は、商工会にとって設立１０周年の記念すべき年であります。これまで同様、会員の皆様のご期待に
添えるべく、地域の小規模企業に寄り添った伴走型支援を徹底する所存でございます。また、商工業者の
拠点施設である「うるま市商工業等研修施設（仮称）の建設要請活動」についても市議会の「採択」をい
ただき、今後は行政と連携を密にして役職一丸となって建設実現へ向けて取り組んでまいります。
　結びに、会員の皆様並びに関係各位にとりまして本年が明るくトリのように大きく羽ばたく一年となりま
すよう、心より祈念申し上げ、新年のご挨拶といたします。

　明けましておめでとうございます。
　うるま市商工会会員の方 を々はじめ、市民の皆さまにおかれましては、輝かしい新春をお迎えのことと心から
お慶び申し上げます。
　平素から、本市行政全般にわたり、とりわけ商工・観光行政に多大なるご支援とご理解、ご協力を賜り厚く
御礼申し上げます。
　さて、昨年は１月から新庁舎（東棟）での業務をスタートさせ、これまで各支所で行っていた業務を隣接する
西棟に統合し、組織機構を刷新して市民の利便性の向上とワンストップサービスの充実に取り組んでおります。
　アメリカでは、次期大統領にドナルド・トランプ氏が選出され、沖縄の基地問題にどのような影響を及ぼすの
か注目したいと思います。
　国内の状況は、アベノミクスの取組みの下、雇用・所得環境が改善し、景気は緩やかな回復基調が続いて
おり、沖縄県経済においても、景気は好調となっております。今後国に対しまして更なる経済対策をお願いした
いと存じます。
　うるま市商工会におかれましては、闘牛文化を活かした闘牛リマスタープロジェクトや地域ビジネス育成強
化事業、行政・金融機関と連携した特定創業支援事業など、地域資源を活用した地域に根ざした中小企業支
援や地域活性化施策を生み出す取り組みに対し敬意を表します。
　本市におきましても、中小企業振興基本条例に基づき、特定創業支援事業や住宅リフォーム支援商品券発
行事業などの施策を展開しており、より一層の努力を重ねてまいりたいと存じます。
　今後とも商工会の皆様のより一層のご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
　結びに、新垣壮大会長のもと、うるま市商工会の益々のご発展と、会員皆様のご健勝ご活躍、そして本年が
幸多き一年になりますよう心から祈念申し上げ、新年のご挨拶といたします。

新年のご挨拶 うるま市商工会　会長　新垣　壮大

新年のご挨拶 うるま市　市長　島袋　俊夫

商業部会視察研修会

　10月22日（土）部会員の資質向上並びに部会員間の交流を目的として視察研修会を実施
しました。宜野湾市にあるハッピーモア市場では、代表者より店舗の開設経緯や店舗づくりに
ついて説明を受けたのち各自視察を行いました。次に訪れた奥武山公園で開催された商工

会特産品フェア「ありんくりん市」では各自会場案内のパンフ
レットを手に、県内34市町村から出店された特産品や、飲食
ブースをまわり普段味わう事の出来ない味や雰囲気を楽みま
した。ハッピーモア市場では住宅街に店舗があるにも関わら
ず、来店者が多い事や通常の青果店とは異なる店内のレイア
ウトに驚く参加者が多く満足度の高い視察研修となりました。

　沖縄県内企業の振興と地域経済の活性化を目的とした商工会
地域の「むらおこし事業」として行う「第 40回沖縄の産業まつり」が
10月21日（金）～ 23日（日）の3日間、奥武山公園にて開催され
ました。
　うるま市からは、ありんくりん市への出店が13 事業所、市町村
コーナーへの出店が 7 事業所と全体で 20 事業所の出店がありま
した。
　また、ありんくりん市のイベントとして行われる「特産品コンテス
ト」では、うるま市の「黄金茶屋さん」が奨励賞を受賞しました。受賞
した「黄金の焼き芋プリン」は、卵や生クリームを使わず、黄金芋の
素材を生かした濃厚な仕上がりとなっており、うるま市特産品の黄
金芋を使用することで地産地消にも貢献するプリンとなっています。
　10月の沖縄。まだまだ暖かい季節のなかで、各市町村の特産品
を買い求めにこられるお客様で賑わいをみせていました。

実施場所：宜野湾市・那覇市
実施日：H28/10/22(土)

平成28年 
じょうとーむん使うよろこび 県産品！

実施場所：奥武山公園
実施日：H28/10/21(金)～23（日）

▲にぎやかな店内▲ハッピーモア市場店舗前にて

▲㈱たみくさ

▲㈱テクノグリーン ▲㈱ニライクイジン ▲シュガーソルト垣乃花㈱

▲つけん島モズク事業協同組合 ▲もずくの竜宮城 ▲ワコー貿易

▲崎山酒造廠 ▲黄金茶屋 ▲津堅構改センター

▲三矢本舗うるま店 ▲農業生産法人（同）萌芽

▲合同会社 ローズタイムス ▲農事組合法人 グァバ生産組合

▲㈱ノイズ・バリュー社

▲マルセンスコーン・とんぼ玉工房 緑の風 ▲勝連漁業協同組合

▲神村酒造 ▲琉球アジアン㈱

▲ありんくりん市

▲

▲ありんくりん市

▲

▲市町村コーナー▲市町村コーナー

商業部会活動報告
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平成28年 
じょうとーむん使うよろこび 県産品！
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▲
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▲

▲市町村コーナー▲市町村コーナー

商業部会活動報告
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会員親睦チャリティーゴルフ大会
平成28年第10回うるま市商工会

　今年も本会主催の会員親睦チャリティーゴルフ大会が具志
川ゴルフクラブにて開催されました。当日は天気にも恵まれ、絶
好のゴルフ日和となりました。本会会長の新垣壮大会長、池根
孝副会長、うるま市議会の平良榮順市議、３名による始球式を
無事終えると同時に大会がスタートしました。
　今回初となるスーパーゼビオうるま店(店長：鈴木仙寿様)に
ご協賛をいただき、ゴルフ場にてゼビオブースを設けてグッズ販
売を行いました。会場も活気がつき、参加者は色々なグッズ等に
興味を示していました。また、ワンオン賞では２ホールで約200名
ものエントリーがあったが、入賞者はわずか23名と難関さを物
語っていました。商品提供事業所は100事業所にも上り、参加者
はゴルフ後の抽選会まで楽しんでいました。　　　
　～大会参加者、商品提供者の皆様、ありがとうございます～

実施場所：具志川ゴルフクラブ　参加数：174名
実施日：H28/11/16（水） 7：00～19：00 第12回 うるま市産業まつり！

　全75の出店が立ち並ぶなか、今回も友好都市の岩手県盛岡市からの出店を含め会場では、人気の品々が揃い
賑わいをみせていました。
　また、「い草しめ縄体験」や「多肉寄せ植え教室」、「伊波メンサー コースター作り体験教室」などの人気体験コ
ーナーに加えて、新イベントに「イライラ棒体験コーナー」や「電気自動車試乗体験コーナー」、「パトカー乗車体験
コーナー」を設ける事で、うるま市産業のPRをおこなうと共に、子供たちには、将来うるま市内への就業希望を抱く
きっかけとなる産業まつりとなりました。

実施場所：うるま市石川出張所周辺及び石川体育館
実施日：H28/12/17（土）・18（日）

永年勤続優良従業員表彰式
並びに会員親睦忘年会
　総合結婚式場ニュー三和にて、永年勤
続優良従業員表彰式並びに会員親睦忘
年会を開催致しました。数多くの方々のご
参加、誠にありがとうございました。

実施場所：総合結婚式場ニュー三和
実施日：H28/11/25(金)

事業所名 被表彰者名 勤続年数 事業所名 被表彰者名 勤続年数
有限会社大川電工
沖縄工業検査株式会社
沖縄タイムス具志川東販売センター
沖縄美装管理株式会社
株式会社キョウリツ
株式会社キョウリツ
株式会社沖縄有機
伊計島総合開発株式会社
有限会社ニュー三和
有限会社ニライ・カナイ
バルコン株式会社
昭和製紙株式会社
昭和製紙株式会社
株式会社福地組
有限会社ニュー三和
株式会社福地組
有限会社ニライ・カナイ
株式会社喜神サービス
沖縄美装管理株式会社
大和コンクリート工業株式会社
有限会社キャッスルハイランダー
有限会社赤峰家具
沖縄電力株式会社 うるま支店

外　間　　　弘
喜友名　朝　健
天　願　美佐子
中　村　いと子
伊　波　美智代
呉　屋　盛　夫
瀬良垣　正　樹
平　　　政　秀
前　堂　英　世
飯　村　光　志
安次富　　　浩
名嘉眞　ルミ子
宮　平　春　美
仲宗根　清　栄
宮　里　　　栄
玉　城　幸太郎
儀　保　美　乃
幸　地　昭　彦
徳　元　将　春
比　嘉　　　敦
浦　添　美代子
大　山　克　明
池　村　祐　司

38
34
29
26
25
25
23
23
21
21
20
20
19
18
18
17
17
16
15
14
14
13
11

▲始球式前に記念撮影。中央左 商工会会長新垣壮大、右 商工
　会副会長池根孝。右から２番目 平良榮順市議。

▲オープニングセレモニー

▲ごった返すメインストリート

▲電気自動車の試乗会

▲島魚の干物ロゴマーク人気投票

▲農産物即売会も大盛り上がり

▲ウルマーとワイドー

▲賑わいをみせる屋内ブース

▲い草しめ縄体験

▲拓南製鉄のイライラ棒

▲多肉植物寄せ植え教室

▲島魚の干物関係者の皆さん

▲新垣壮大商工会会長 ▲島袋俊夫市長

▲余興のウルマーダンス ▲忘年会の様子 ▲お楽しみ抽選会

▲

㈲
大
川
電
工

　代
表
謝
辞
を
述
べ
る
外
間
弘
様

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

沖縄電力株式会社 うるま支店
大空企画有限会社
株式会社サン電設
有限会社石川保安商会
株式会社琉球リアル
オート・メカ楚南
有限会社津島工業
株式会社開邦工業
株式会社喜神サービス
株式会社開邦工業
株式会社セイコウ
株式会社琉球リアル

新　垣　　純
比屋根　正　也
吉　原　松　一
奥　原　　　工
金　城　大　祐
桑　江　良　也
伊　計　賢　作
恒　吉　雅　也
中　石　立　美
宮　城　徳　彦
川　満　　　力
普久原　朝　太

11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
9

被表彰者名簿
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▲かぎやで風 ▲抽選会

▲OB VS 現役 ボーリング大会 ▲佐賀県豊郷町青年部との勉強会 ▲青年部員の家族と交流運動会

▲
開
会
式

青年部 行事一覧（1月・2月・3月） 
新年の青年部長あいさつ 青年部部長 知念　裕

女性部部長 平川 秀子

青年部 News

女性部 News

　1/20（日）石川屋内運動場にて青年部の家族
交流運動会を行いました。青年部の家族を含め
30名程度の参加者であり、ラジオ体操代わりに
ウルマーダンスを踊ったり玉入れ競争や色々な
種目を取り入れたリレーや部長・副部長のかき
氷早食い競争や台の上に何人乗れるかな競争
や全員リレーがあり大変盛り上がりました。青年
部方々の家族は日頃は青年部活動に参加しな
いので、この日は互いの家族交流も持て何より
も子供たちがはしゃいで楽しそうでした。

　11/13（日）佐賀県豊郷町商工会青年部を
招いて研修・交流会を行いました。
　滋賀県から青年部事務局合わせ１２名の青
年部が来沖し、全島闘牛大会の視察、神村酒
造所の視察、うるま市商工会青年部との青年
部活動発表を行い、最後は石川商工会付近の
浜辺でＢＢＱで盛り上がりました。１日通して
滋賀県豊郷町商工会青年部との交流を深め
ました。

　新年あけましておめでとうご
ざいます。平成２７年度・２８年
度の２年任期でうるま市商工
会青年部部長を務めさせて頂
いております知念裕です。

　日頃より皆さまにはうるま市商工会青年部の活
動に対しまして格別のご高配を賜り、心より感謝申
し上げます。平成２７年度・２８年度テーマを「集ま
れ！若い力！すべては行動へ！」としており、青年経営
者らしく自分たちの事業所をより一層盛り上げて、
青年部一丸となって地域の皆様とともに、元気に明

OB交流会
開催日：H28/10/21（金）

　10/21（金）うるま市のＴ・Ｔボウルにて青年部ＯＢ
交流会を行いました。
　ボウリングで盛り上がり、交流する中でうるま市
のこと、青年部活動のこと、事業所のこと等、様 な々
経験をしてきた先輩方 か々ら色 な々ことを学びまし
た。
　日頃は会えないＯＢの方 と々も会え学ぶことも多
く、青年部事業や各事業所に持ち帰り仕事に活か
そうと現役青年部は意気込んでいました。

お守り配布作戦
開催日：H28/9/30（金）

　安慶名十字路交番前にて「交通事故死ゼロ
を目指す日」お守り配布作戦を行いました。
　約1,300個のお守りを作成し、配布作戦当日
には石川浄願寺にて交通安全祈願を行い、そ
の後、参加者と共に通行者へ配布しました。
参加された関係者の皆様、お疲れ様でした。

新年の挨拶
　あけましておめでとうござ
います。昨年は、女性部活動
にご理解、ご支援を賜り深く
御礼を申し上げます。
　今年も、女性の特性を活
かした地域活性及び発展

に、微力ながらも貢献できるよう部員一同、一
致団結し取組みたいと思いますので、よろしく
お願いします。

チャリティーグラウンドゴルフ大会
開催日：H28/11/27（月）

　平成28年11月27日(日)具志川総合グラウン
ドゴルフ場にて、女性部主催第10回チャリ
ティーグラウンドゴルフ大会を開催致しました
が、残念ながら雨天のため抽選会のみの実施
となりました。参加者全員に景品が当たる抽選
会は、盛大裡に終えることが出来ました。参加し
て下さった皆様ありがとうございました。
　今回の収益金はうるま市の人材育成のた
め、育英会へ寄付しております。また、寄付金・
景品を提供して下さった多くの皆様に心より感
謝申し上げます。

うるま市産業まつりへの出店
開催日：H28/12/17（土）～18（土）

　平成28年12月17日(土)～18日(日)の２日間、
うるま市石川出張所周辺及び石川
　体育館にて行われた、うるま市産業まつりへ
出店しました。
　女性部特産品開発プロジェクトで商品の企
画、開発を行いました。今年度より試験的に商
品の販売を開始したため、購入客や試食等を
行い味の評価を尋ね、今後の改善に役立てる
よう取り組みました。

新年会
開催日：H29/1/17（火）

　平成29年１月17日(火)ホテル浜比嘉島リ
ゾートにて新年会を開催致しました。ラジオ体
操やレクリエーションゲームを行い、親睦を深
め新年の幕開けをお祝いしました。参加して頂
きました来賓の皆様ありがとうございました。

佐賀県商工会青年部と研修・交流会
開催日：H28/11/13（日）

家族交流運動会
開催日：H29/1/20（日）

事業所名 代表者名 事業所名 代表者名

新 規 加 入 会 員  一 覧

合同会社　祥メタル製作所
建築設計室　創庵
ＪＡＰＡＮ　ｈａｉｒ
アイ・ホーム電化
株式会社プロガード
琉球新報　石川販売店
一般社団法人　一歩
株式会社　松田工務店
琉建
テツ　ファクトリー
イメンシティ

桑江　祥子
翁長　良則
宇地原リツ子
城間　幸太
山城　勇人
荷川取美枝子
神谷　あかね
松田　久則
伊波　勇也
金城　哲也
又吉　洸大

金武　良浩
知花　　賢
小谷　良健
浦崎　　剛
大城　俊史
上原　　悠
照屋　直子
當銘　和美
前浜　繁和
久田　志樹

かりゆし　ゆんたく喫茶
知花組
アール企画
㈱浦崎クリエイト
大宮技建
鳶上工業
食育ダイニング　Anmar Café
沖縄タイムス石川第二販売店
前濱工業㈱
久田鉄筋工業

平成28年11月8日から平成29年1月5日までの

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

るく勢いよく、私たちも頑張っていく所存でございま
すので、皆さまにおかれましてはうるま市商工会青年
部の活動に一層のご理解とご協力を賜りますよう、
何卒宜しくお願い申し上げます。
　私の任期も残りわずかとなりましたが、１月２９日
に部員増強事業ドッジボール大会、２月５日に
ちゅーぶ広域産業まつり、２月１２日にフリーマー
ケット、２月２３日に勉強会、３月には県内研修や主
張発表中部地区大会がありまだまだ事業が控えて
いますので最後まで精一杯頑張っていきますので宜
しくお願い致します！

　　 日　時 イベント名 
未定

具志川ドーム

しおさい公苑
石川ブーテン館

未定
未定

未定

場　所
青年部新年会

部員増強事業・第１回
ドッジボール大会

中部広域産業まつり
フリーマーケット
青年部勉強会（林田先生）
中部支部主張発表大会

県内研修・オリエンテー
ション

１月２０日（金）
１月２９日（日）

２月５日（日）
２月１２日（日）
１月か２月頃
３月１９日（日）
３月頃

みほそあきない組合が誕生しました！

確定申告個別相談会のご案内

実施場所：石川地域活性化センター舞天館
実施日：H29/1/18(水)

▲設立総会

　平成29年１月18日（水）18：00、石川地域活性化センター
舞天館多目的研修ホールにて、うるま市石川全域の商工業
者等が組織する「みほそあきない組合」の設立総会が開催
されました。石川地区では旧国道329号線沿いの商工業者
等で組織する石川大通り会が平成18年まで活動していまし
たが現在休眠状態にあり、その復活の声が年々高まってお
り、今回うるま市石川全域での活動範囲になり名称も変更しパワーアップして復活しました。
　初代理事長である山城和正氏（㈲ヤマ・プロジェクト代表）からは「石川の伝統文化である闘牛
や、プロ野球をはじめプロスポーツのキャンプなどの既存イベントを活用し、恩納村など市外から
の観光客の誘客を促進し石川地区を盛り上げていく」という力強い宣言もあり、設立総会は盛大
に執り行われました。

　所得税・消費税確定申告の相談・受付を下記の通り行います。相談・受付は、完全予約制にて
行いますので電話にてお早めにお申し込み下さい。

●日　　時： 平成29年2月16日(木)～3月10日(金)
相談時間： ①09：00 ②10：30 ③13：30
 ④14：30 ⑤15：30
●場　　所： うるま市商工会 与勝本所（TEL：978-3168）
 うるま市商工会 石川支所（TEL：964-3104）

①税務署より送付された封書かハガキ
②平成27年度確定申告書
③印鑑（認印可）
④小規模企業共済等掛金証明書
⑤国民健康保険・国民年金納付証明書
⑥生命保険・個人年金保険料・地震保険証明書
⑦手数料（会員：所得税・消費税　各2,000円）

相談の際は、下記の資料を是非お持ちください。

※予約は、最寄りの商工会へ。
※12時～13時は、お昼休みとなります。ご了承ください。
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▲かぎやで風 ▲抽選会

▲OB VS 現役 ボーリング大会 ▲佐賀県豊郷町青年部との勉強会 ▲青年部員の家族と交流運動会

▲
開
会
式

青年部 行事一覧（1月・2月・3月） 
新年の青年部長あいさつ 青年部部長 知念　裕

女性部部長 平川 秀子

青年部 News

女性部 News

　1/20（日）石川屋内運動場にて青年部の家族
交流運動会を行いました。青年部の家族を含め
30名程度の参加者であり、ラジオ体操代わりに
ウルマーダンスを踊ったり玉入れ競争や色々な
種目を取り入れたリレーや部長・副部長のかき
氷早食い競争や台の上に何人乗れるかな競争
や全員リレーがあり大変盛り上がりました。青年
部方々の家族は日頃は青年部活動に参加しな
いので、この日は互いの家族交流も持て何より
も子供たちがはしゃいで楽しそうでした。

　11/13（日）佐賀県豊郷町商工会青年部を
招いて研修・交流会を行いました。
　滋賀県から青年部事務局合わせ１２名の青
年部が来沖し、全島闘牛大会の視察、神村酒
造所の視察、うるま市商工会青年部との青年
部活動発表を行い、最後は石川商工会付近の
浜辺でＢＢＱで盛り上がりました。１日通して
滋賀県豊郷町商工会青年部との交流を深め
ました。

　新年あけましておめでとうご
ざいます。平成２７年度・２８年
度の２年任期でうるま市商工
会青年部部長を務めさせて頂
いております知念裕です。

　日頃より皆さまにはうるま市商工会青年部の活
動に対しまして格別のご高配を賜り、心より感謝申
し上げます。平成２７年度・２８年度テーマを「集ま
れ！若い力！すべては行動へ！」としており、青年経営
者らしく自分たちの事業所をより一層盛り上げて、
青年部一丸となって地域の皆様とともに、元気に明

OB交流会
開催日：H28/10/21（金）

　10/21（金）うるま市のＴ・Ｔボウルにて青年部ＯＢ
交流会を行いました。
　ボウリングで盛り上がり、交流する中でうるま市
のこと、青年部活動のこと、事業所のこと等、様 な々
経験をしてきた先輩方 か々ら色 な々ことを学びまし
た。
　日頃は会えないＯＢの方 と々も会え学ぶことも多
く、青年部事業や各事業所に持ち帰り仕事に活か
そうと現役青年部は意気込んでいました。

お守り配布作戦
開催日：H28/9/30（金）

　安慶名十字路交番前にて「交通事故死ゼロ
を目指す日」お守り配布作戦を行いました。
　約1,300個のお守りを作成し、配布作戦当日
には石川浄願寺にて交通安全祈願を行い、そ
の後、参加者と共に通行者へ配布しました。
参加された関係者の皆様、お疲れ様でした。

新年の挨拶
　あけましておめでとうござ
います。昨年は、女性部活動
にご理解、ご支援を賜り深く
御礼を申し上げます。
　今年も、女性の特性を活
かした地域活性及び発展

に、微力ながらも貢献できるよう部員一同、一
致団結し取組みたいと思いますので、よろしく
お願いします。

チャリティーグラウンドゴルフ大会
開催日：H28/11/27（月）

　平成28年11月27日(日)具志川総合グラウン
ドゴルフ場にて、女性部主催第10回チャリ
ティーグラウンドゴルフ大会を開催致しました
が、残念ながら雨天のため抽選会のみの実施
となりました。参加者全員に景品が当たる抽選
会は、盛大裡に終えることが出来ました。参加し
て下さった皆様ありがとうございました。
　今回の収益金はうるま市の人材育成のた
め、育英会へ寄付しております。また、寄付金・
景品を提供して下さった多くの皆様に心より感
謝申し上げます。

うるま市産業まつりへの出店
開催日：H28/12/17（土）～18（土）

　平成28年12月17日(土)～18日(日)の２日間、
うるま市石川出張所周辺及び石川
　体育館にて行われた、うるま市産業まつりへ
出店しました。
　女性部特産品開発プロジェクトで商品の企
画、開発を行いました。今年度より試験的に商
品の販売を開始したため、購入客や試食等を
行い味の評価を尋ね、今後の改善に役立てる
よう取り組みました。

新年会
開催日：H29/1/17（火）

　平成29年１月17日(火)ホテル浜比嘉島リ
ゾートにて新年会を開催致しました。ラジオ体
操やレクリエーションゲームを行い、親睦を深
め新年の幕開けをお祝いしました。参加して頂
きました来賓の皆様ありがとうございました。

佐賀県商工会青年部と研修・交流会
開催日：H28/11/13（日）

家族交流運動会
開催日：H29/1/20（日）

事業所名 代表者名 事業所名 代表者名

新 規 加 入 会 員  一 覧

合同会社　祥メタル製作所
建築設計室　創庵
ＪＡＰＡＮ　ｈａｉｒ
アイ・ホーム電化
株式会社プロガード
琉球新報　石川販売店
一般社団法人　一歩
株式会社　松田工務店
琉建
テツ　ファクトリー
イメンシティ

桑江　祥子
翁長　良則
宇地原リツ子
城間　幸太
山城　勇人
荷川取美枝子
神谷　あかね
松田　久則
伊波　勇也
金城　哲也
又吉　洸大

金武　良浩
知花　　賢
小谷　良健
浦崎　　剛
大城　俊史
上原　　悠
照屋　直子
當銘　和美
前浜　繁和
久田　志樹

かりゆし　ゆんたく喫茶
知花組
アール企画
㈱浦崎クリエイト
大宮技建
鳶上工業
食育ダイニング　Anmar Café
沖縄タイムス石川第二販売店
前濱工業㈱
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平成28年11月8日から平成29年1月5日までの

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

るく勢いよく、私たちも頑張っていく所存でございま
すので、皆さまにおかれましてはうるま市商工会青年
部の活動に一層のご理解とご協力を賜りますよう、
何卒宜しくお願い申し上げます。
　私の任期も残りわずかとなりましたが、１月２９日
に部員増強事業ドッジボール大会、２月５日に
ちゅーぶ広域産業まつり、２月１２日にフリーマー
ケット、２月２３日に勉強会、３月には県内研修や主
張発表中部地区大会がありまだまだ事業が控えて
いますので最後まで精一杯頑張っていきますので宜
しくお願い致します！

　　 日　時 イベント名 
未定

具志川ドーム

しおさい公苑
石川ブーテン館

未定
未定

未定

場　所
青年部新年会

部員増強事業・第１回
ドッジボール大会

中部広域産業まつり
フリーマーケット
青年部勉強会（林田先生）
中部支部主張発表大会

県内研修・オリエンテー
ション

１月２０日（金）
１月２９日（日）

２月５日（日）
２月１２日（日）
１月か２月頃
３月１９日（日）
３月頃

みほそあきない組合が誕生しました！

確定申告個別相談会のご案内

実施場所：石川地域活性化センター舞天館
実施日：H29/1/18(水)

▲設立総会

　平成29年１月18日（水）18：00、石川地域活性化センター
舞天館多目的研修ホールにて、うるま市石川全域の商工業
者等が組織する「みほそあきない組合」の設立総会が開催
されました。石川地区では旧国道329号線沿いの商工業者
等で組織する石川大通り会が平成18年まで活動していまし
たが現在休眠状態にあり、その復活の声が年々高まってお
り、今回うるま市石川全域での活動範囲になり名称も変更しパワーアップして復活しました。
　初代理事長である山城和正氏（㈲ヤマ・プロジェクト代表）からは「石川の伝統文化である闘牛
や、プロ野球をはじめプロスポーツのキャンプなどの既存イベントを活用し、恩納村など市外から
の観光客の誘客を促進し石川地区を盛り上げていく」という力強い宣言もあり、設立総会は盛大
に執り行われました。

　所得税・消費税確定申告の相談・受付を下記の通り行います。相談・受付は、完全予約制にて
行いますので電話にてお早めにお申し込み下さい。

●日　　時： 平成29年2月16日(木)～3月10日(金)
相談時間： ①09：00 ②10：30 ③13：30
 ④14：30 ⑤15：30
●場　　所： うるま市商工会 与勝本所（TEL：978-3168）
 うるま市商工会 石川支所（TEL：964-3104）

①税務署より送付された封書かハガキ
②平成27年度確定申告書
③印鑑（認印可）
④小規模企業共済等掛金証明書
⑤国民健康保険・国民年金納付証明書
⑥生命保険・個人年金保険料・地震保険証明書
⑦手数料（会員：所得税・消費税　各2,000円）

相談の際は、下記の資料を是非お持ちください。

※予約は、最寄りの商工会へ。
※12時～13時は、お昼休みとなります。ご了承ください。
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あなたも家族もまるごと守る！頼れる補償の
商工会の福祉共済

男女とも2人に1人が になる可能性があるなか、
がん検診受診は、中小企業の経営基盤を守る最も有効なリスクマネジメントです。

企業で働く皆さんのがん検診受診率向上を応援します

がん検診 企業アクション
がん検診で

早期発見！早期治療！

＊1　「病気」の補償は「けが」の補償に加入されている方のみがお申込みいただけます。

   全国商工会連合会は、がん検診受診率向上を目指す国家プロジェクト
「がん検診企業アクション」の推進パートナーです。

あなたも家族も

まるごと守る！
シンプル
「がん」
補償

「生命」
保証

「けが」の
補 償

トータル
「がん」
補償

「病気」の
補 償＊1
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　平成28年度商工会費をまだ納付していない事業所におかれましては、ご確認の上お早めに納入下さい
ますようお願いいたします。

商工会から送付したしました振込依頼書にて最寄りの銀行各支店で納入下さいますようお願いいたします。
（振込手数料は無料です）
出費多端な折、恐縮ですが商工会費の納入についてご協力下さいますようお願い申し上げます。

商工会事務局では、商工会費の納付をお願いしております。

平成28年度 商工会費納入のお願い

小規模事業者の皆様へ

～小規模事業者経営改善資金融資制度～

沖縄振興開発金融公庫が運転資金や設備資金を融資します。
従業員が20人以下（商業・サービス業の場合は５人以下）の法人・個人事
業主の方（小規模事業者）が利用できます。
平成26年１月７日から、サービス業のうち、宿泊業、娯楽業（映画館等）の従業
員要件が緩和され、従業員20人までの事業者が新たに融資対象になりました。

ただし、1,500万円超の融資を受ける場合には、融資前に事業計画を作成し、
融資後に融資残高が1,500万円以下になるまで、経営指導員による実地訪問
を半年毎に１回受けていただく必要があります。

金利は、平成28年２月現在：年0.95％です。（最新の金利については、各商工
会へお問い合わせください）
貸付期間は、運転資金７年以内、設備資金10年以内です。

商工会の経営指導員による経営指導を６ヵ月以上受けていること。
所得税、法人税、事業税、都道府県民税などの税金を完納していること。
（納税すべき税額がゼロの事業者も本制度を利用できます）
同一の商工会の地区内で１年以上事業を行っていること。

「マル経融資」のご案内

小規模事業者の資金繰りを支援します。

融資条件を1500万円から2000万円に引き上げました。

で融資が受けられます。

商工会の経営指導を受けていることが要件です。

貸付対象者：小規模事業者であり、以下の要件を全て満たす方

無 担 保 無 保 証 低　利

御社の商品をぜひふるさと納税の返礼品として
PRしませんか？

　具体的な返礼品の内容につきましては、適正な管理等に
万全を期するため、委託会社（株式会社さとふる）が取りま
とめ及び審査し、うるま市が決定します。

お問合せ先

uruma-ok inawa-472131@sato fu l l . co . jp
※メールをお送りいただく際は件名を「うるま市ふるさと納税参加
希望」とし、本文に事業者様名称、メールアドレス、　住所、お電話
番号、ご担当者様氏名をご記入ください。

参加を希望される事業者様は、下記のメールアドレスまでご連絡
をお願い致します。必要資料をお送りさせていただきます。（メール
送付時には、まだご登録はされませんのでお気軽にメール送付く
ださい。）

うるま市企画政策課 うるま市みどり町１-１-１
　ＴＥＬ ０９８－９７３－５００５　ＦＡＸ ０９８－９７９－７３４０

参加申請方法
　

ご参加申込み

うるま市のふるさと納税の返礼品の出品事業者を募集しています！

株式会社さとふる 東京都中央区日本橋二丁目２番２号
　事業者様向け窓口：０３－６８９５－１８８３

うるま市のふるさと納税
返礼品募集します！

平成28年10月21日（金）～23日（日）に実施！
えがおファームの村田さんが作った黄金の
焼き芋プリン！奨励賞受賞！！

▲ 天然記念物の鶏「チャーン」
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