上天草市商工会

商工会と地域の情報を発信します！
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昨年、2月頃だったろうか？「新１号橋が架かる。宇城市と上天草市で橋の上で綱引大会するぞ！」と川口部
長。
しばらくすると「佐賀県みやき町ｖｓ福岡県久留米市の綱引大会を見学に行こう」と支部幹部を中心とした
メンバーで視察研修。もちろん宇城市と合同。間もなく上天草市代表に水野真吾実行委員長、宇城市代表に内
田一郎実行委員長を据え、宇城・上天草綱引大会実行委員会を立ち上げる。
アイディア豊富な青年部員、マルシェ、花火、ステージイベントと次から次へと企画があがり、雲を掴むよう
な壮大なイベントに発展。綱引き大会を新1号橋で。各種イベントを三角東港で行うことを決定。雨ならば綱引
きも東港で行うことになった。
5月13日、当日は残念ながら雨。
しかし、両青年部の熱意が新１号橋での綱引き実施へ県から許可を取った。
白熱した戦いは、2勝1敗で上天草市が勝ち。でも勝敗は不問。
「イベントの準備を通じて、
これまで交流のな
かった宇城市のメンバーとも仲間になれた。多くの市民に参加してもらい、新1号橋開通に向けて盛り上げる
ことができた」とは川口部長の弁。終生、記憶に残る1日となった。
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第７回

通常総代会

去る5月22日(火)、亀屋ホテル華椿に於いて、平成30年度第7回通常総代会を開催し、予定していた議案全
て、原案どおり承認可決された。また、議案審議の前には、永年勤続表彰と役員功労表彰も併せて行った。
提出議案は次のとおり
第1号議案

平成29年度上天草市商工会事業報告並びに収支決算・貸借対照表・財産目録の承認に関する件（監査報告）

第2号議案

平成30年度上天草市商工会事業計画（案）並びに一般会計収支予算
（案）の承認に関する件

第3号議案

定款の一部改正の承認に関する件

第4号議案

商工会運営規約の一部改正の承認に関する件

第5号議案

平成30年度借入金最高限度額の承認に関する件

第6号議案

上天草市商工会一般会計予算更正の承認に関する件

第7号議案

任期満了に伴う役員改選に関する件

今回役員に選出された方々は次のとおり。3年間の任期となる。敬称略。
会

長：田中銑之助（大矢野）

副会長：松本勝彦（松島）、桑原千知（龍ヶ岳）
理

事：濱邊明任（姫戸、筆頭理事）、山﨑一司、
藤川勝久、寄河智雄、竹川雄一、林新一
伊美澄雄、津留和子、山﨑賢治、丸山恭徳、
水野繁之、高橋安明（以上、大矢野）千原光明、
植野智博、福田丈人、田島章（以上、松島）
碇照光（姫戸）、木戸真一、岡本孝広、
光永忠光（龍ヶ岳）、川口洋（青年部）、
荒木ミドリ（女性部）

監

事：山本壘（松島）、本多雄二郎（姫戸）
新執行部、左より濱邊筆頭理事、桑原副会長、田中会長、松本副会長
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議案審議前に表彰され方々は次のとおり。なお、全て敬称略で紹介させていただく。
＜従業員表彰＞
平成30年度熊本県商工会連合会長表彰
永年勤続（20年以上）従業員 （3名）
松尾文子、古賀すい子（旅館日の出荘）、西 貴臣（有限会社 西海運）
平成30年度上天草市商工会長表彰
永年勤続（10年以上）従業員 （3名）

山本会長と永年勤続表彰（10年以上）を受賞された皆さん

園田伸行、坂口真弓（タイ式マッサージ ヌアボーラン）、
坂田 登（有限会社 藤中汽船）
永年勤続（5年以上）従業員（9名）
岩本美咲、江川勝也、原田実佳、上田奈補、
山口幸子（藍の村観光
株式会社）、
浜田真由美（有限会社 ニシカワ）、松村文信（有限会社 藤
中汽船）
、西

山本会長と永年勤続表彰（5年以上）を受賞された皆さん

一博、西 茂光（有限会社 西海運）

＜役員功労者＞
全国商工会連合会（5名）
伊美澄雄、林 新一、山﨑賢治、丸山恭徳、鍬下一嘉
役員功労者（全国連）

熊本県商工会連合会（4名）
瀬崎秀輝、永木 茂、碇 照光、植野智博

役員功労者（熊本県連）

合同企業入社式
上天草市の市役所・民間企業の合同入社式が、4月2日に市松島庁舎で開催し、市役所および民間企業の計9事
業所より新入社員32名が参加した。
これは、同じ上天草市の若い世代に業種を超えて連帯感を持ってもらいたいと上天草市と商工会が企画し、
今年度より開催する事となり、新入社員を代表して直江佳香さんが宣誓を行い新たな一歩を踏みだした。
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女性部コーナー

第36回天女連ミニバレー大会 松島大会が開催されました。
1位通過では松島Ａチームが栄冠に輝く

天女連親善ミニバレー松島大会が7月8日（日）、部
員の健全な心身を養い、併せてスポーツ精神を高め部
員相互の親睦と融和を深めることを目的として、松島
総合センターアロマにて開催され、天草地区内の3商
工会女性部から12チームが参加し熱戦が繰り広げら
れました。6月末、アロマのアリーナに冷房施設が整備
され、快適な環境で試合が進みました。お楽しみ抽選
会も実施するなど、女性部同士の親睦を深めながら有
意義な一日を過ごしました。成績は以下のとおりです。
優勝した松島Ａチーム

優

勝

２ 位

３ 位

1位通過

松島Ａ

龍ヶ岳

有明・苓北

2位通過

大矢野Ａ

3位通過

天草・河浦

大矢野Ｂ 御所浦＆倉岳
＆栖本五和
新和

松島Ｂ・姫戸
熱戦を繰り広げた松島Ａ対有明

女性部大矢野支部 県外研修事業
7月12日（木）〜13日（金）で大矢野支部の部員県外研修を行いました。今年は長崎県壱岐の島に渡り島
の観光名所や歴史を学び、壱岐市商工会女性部員の方が経営するホテルに宿泊し、交流を深めました。翌
日は、地元女性部副部長のガイドで遊覧船めぐりや焼酎工場を見学し帰路につきました。同じ観光産業の
地域ということもあり、色々な面で参考になる有意義な研修だったと感じました。
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青年部コーナー

青年部

総会無事に終了

去る4月13日（金）、商工会大矢野支所に於いて、多数の来賓にご臨席いただき「平成30年度 第7回 通常
部員総会」を開催し、全議案原案どおり承認可決された。
第1号議案：平成29年度上天草市商工会青年部事業報告並び
に収支決算書・貸借対照表承認について
（監査報告）
第2号議案：平成30年度上天草市商工会青年部事業計画（案）
並びに収支予算（案）審議承認について
事業計画では、
例年開催される事業に加え、
今年度からビジネス
マッチング事業を天草地区で行うことと、
新1号橋開通記念イベ
ント
（宇城市商工会青年部との合同事業）
の開催を確認した。

議案の説明をする川口部長

議長の大役

林支部長

氣ＫＯＫＯＲＯ〜広げよう青年部のこころ〜
6月30日（土）、7月1日（日）の
両日、第51回県青連上益城大会
に参加しました。1日目の主張発
表大会は、激戦の天草ブロック
予選を勝ち抜いた、大矢野支部
の藤島幹大君が出場しました。
「青年部活動から見えた、私なり
の地域振興プラン〜今、この瞬間が私の財産！！〜」をテーマに、素晴らしい発表でした。年々レベルが高く
なっている主張発表大会。もしかしたら九州大会・・・って思ったけど、審査員の好みとは違ったようです。
2日目は、
親善ソフトボール大会。
Ａパートに参加しました。
新1号橋イベントで顔なじみの多い宇城市Ａと
の対戦。
初めてＡパートに合同チームとして臨んだ試合は、
楽しくて良いゲームになりました。
幻になったけ
ど、
2ランホームランも出ました。
次回大会は、
必ず沖縄
（九州大会）
に行くと決意を新たにした1日でした。

卒業クルージング
平成30年3月19日上天草市内の中学卒業生を招いて卒業クルージングを開催し、6校約240名の参加
がありました。
まず、各地区で故郷の素晴らしさを再確認してもらうため、クルージングを体験してもらい、その後アロ
マに会場を移し、松島出身のシンガーソン
グライター「MICA」さんのミニライブを
聞き、大盛況のうちに終わることが出来ま
した。当日はあいにくの天気でしたが、卒
業生の皆さんには、故郷の景色、友人を忘
れず立派な大人に成長されることを青年
部一同願っております。ご協力いただきま
した皆様には厚く御礼申し上げます。

クルージング体験

MICAさんのミニライヴ
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伴走型小規模事業者支援推進事業
経営革新により強い農業ビジネスの仕組み作り
株式会社 天草よかもん

みなさんこんにちは。私は、上天草市大矢野町で卸売業、
農業生産を営んでいる株式会社天草よかもん代表取締役
坂口太一です。
元々関東の方で美容師をしていましたが、今農業があつ
い！と思い、個人事業主としてスタートしました。玉ねぎを主
軸に様々な野菜を生産しており、約３年で法人成りをし、合
わせて農家が儲かる仕組みを作るため、グループを組んで
いる農家さんより商品を買い取り、関東・関西の商社へ販売
する卸売事業も展開しました。
卸売事業を展開する上で、地方農業が抱える様々な課題
が見えてきました。当社の生産事業の売上増加には土地の
確保が必要であること、熟年の農業経験者がいないこと、
グループの農家さんの高齢化に伴う作業の過酷さなどがわ
かりました。そんな時、同じ青年部員が昨年熊本県の経営革
新の承認をもらったことで刺激を受けたため、課題の解決
策として、新たに「農業受託サービスによる地方農業活性化
事業」として経営革新に挑戦しました。
高齢になることで体力の低下に伴う力作業などが難しく

なり、廃業する農家が増えてくるため、力仕事など難しい工程の作業を代わりに代行し、農家さんに無理な
く続けてもらえるような取り組みです。また、代行の割合が多くなって来たら、当社の管理部門のとして雇
い、生産で一番難しい品質管理を任せられる経験豊かな従業員として即戦力になると考えました。従業員
となることで畑を代わりに当社が借りて生産を行うことで生産事業の売上も確保できるのではと思い、
双方にメリットが大きいことと、耕作放棄の改善による地域の景観の維持、これから農業を始められる
方々の支援にも繋がると考えられます。
経営革新の審査も無事に終わり、現在積極的に周知活動を行っております。事業計画を立て、目標に対し
ての検証し、熊本県から承認を頂いたことは自信に繋がったので大きな収穫です。今後は六次産業化に力
を入れていき頑張っていきます。

お仕事探しのお手伝い！

ジョブカフェ天草ブランチ
内

容：就職に関するご相談・面接練習、職業適性診断、

履歴書の書き方、求人情報提供、企業訪問による求人開
拓など。

熊本県では、天草広域本部内に、ジョブカフェ・天
草ブランチを開設しております。お電話で予約の
うえ、
お気軽にご利用下さい。
相談時間：●月〜金曜日の午前10時〜午後5時まで。
（土、
日、
祝日休み）
●上天草市での出張相談も可能。

お問い合わせ：ジョブカフェ・天草ブランチ
（熊本県天草広域本部1階福祉課内）
☎0969-22-4226
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伴走型小規模事業者支援推進事業
特産品である「カニ」を活用した新たなサービスによる顧客満足の向上
株式会社 甲ら家

きっかけは？商工会にブラリと寄ったとき、
指導員から
「中小企業診
断士の先生と、
店の話しをしてみないか」
と誘われました。
日程を調
整し、
診断士の本郷 誠 先生と合うことになりました。
店のこと、
地
域のことを話したところ「せっかくだから強みを活かして経営革新
の承認を目指してみませんか」
と提案されて取り組みました。
①脱皮カニの調理方法
②カニの殻を使ったオブジェ
③カニの殻を使った調味料
たくさんの課題があったうちの３つに対して、今回は事業計画を立
てました。

運命の本郷先生との出会い

苦労した点は？カニの殻を使った調味料の手法に少し手惑いまし
たが、一番苦労した点は数値計画でした。
根拠となる大元の数値を設定。それから実現可能な計画が出来上
がったと思います。
良かった点は？頭では、数多くのことを思い描き、親しい人たちと
は夢を語り合ったりしたことはありましたが、自らの店を見つめ直
しペーパーに落とす（計画書を作成する）。初めてのことでありま
した。申請書が出来たときは本当に嬉しかったです。それと、審査

はじまりは金色に塗られたカニの殻

会の日が私が白内障のため入院することが決まっており、家内が
プレゼンすることになり、私だけでなく家内も計画を熟知すること
が出来ました。
今後は？先述してますが調味料の手法に苦戦しています。今後は
アマビズも利用したり、もちろん商工会にも相談しながら進めま
す。また、次の目標として旅行業の資格も取得したいと思っており

トゥクトゥクで無料案内

ます。

熊本県高齢者 無料職業紹介所
対

象：おおむね60歳以上。

と

き：毎週 月・水・金曜日

天草相談所

午前10時〜午後4時
（祝日・年末年始を除く）

ところ：県天草広域本部福祉課（今釜新町）※詳細についてはお尋ねください。

お問い合わせ：熊本さわやか長寿財団 高齢者無料職業相談所：天草相談所☎0969-23-9727
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龍ヶ岳・姫戸・松島で祭り
2018 龍ヶ岳夏祭り
開催日／平成30年8月14日
（火）
会

場／龍ヶ岳町 高戸東風留広場

イベント内容／同町園児、児童、生徒によるパフォーマンス
ソーラン愛好会龍・町民総踊り・カラオケ
抽選会・花火大会
※小雨決行、荒天の場合は16日(木)に花火大会のみ延期

2018 夏夢音HIMEDO夏祭り
開催日／平成30年8月15日
（水）
会

場／姫戸町 姫戸運動広場

イベント内容／餅投げ・同町園児、児童、生徒によるパフォーマンス
町民総踊り・琉球國祭り太鼓 エイサー
秀岳館高校 雅太鼓・抽選会・精霊流し・花火大会
※雨天時は姫戸体育館にて開催。花火大会は18日（土）に延期

2018 天草 五橋祭
開催日／平成30年9月22
（土）
・23日（日）
会

場／合津港一帯

イベント内容／道中踊り・花火大会・ステージイベント
魚のつかみ取り・白龍船大会など

伴走型小規模事業者支援推進事業
相談
無料

専門家を派遣します！

何でも聞いてください

経営や技術的なお悩み・ご相談に応じ、その分野の専門会を派遣し、
具体的・実践的な事項に関して適切な指導助言を行います。
●補助金申請書の作成アドバイス ........〔中小企業診断士〕
●従業員の労務管理についての指導 ...〔社会保険労務士〕
●ホームページ・ＳＮＳを始めたい .........〔Ｉ
Ｔ専門家〕
●商品のパッケージ・ロゴ作成相談 ......〔デザイナー〕
●特許・商標登録相談について ............〔弁理士〕
他に「販売促進」
「 商品開発」
「 経営革新」
「 事業承継」
「 法律相談」
「従業員教育」
「生産工程」など様々な専門家相談が可能です。
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ぜひご活用下さい。
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お 世 話 に な り ま し た
坂口 光一
この度、4月の人事異動により天草市商工会に勤務することになりました。旧大矢野町商工
会では9年間、上天草市商工会は6年間と15年にわたり、会員の皆様には大変お世話になりま
した。
旧大矢野町商工会では、全国展開支援事業など色んな補助事業を経験させていただきまし
た。その中で会員事業所から助けられながら実施してきたことを思い出します。また、合併後も
新たな商工会活動に携わることができ、貴重な経験をすることが出来ました。
新天地では、上天草市商工会での経験を活かし頑張っていきたいと思います。本当にお世話
になりました。

経営支援員

中松 美幸

この度、平成30年3月31日を持ちまして定年退職させて頂きました。昭和53年1月に旧姫戸
町商工会に入社し、平成24年4月（四町合併）上天草市商工会へ、平成2７年4月より大矢野支所
勤務を最後に。40年3か月という長きわたり会員皆様方はもとより役職員皆様方のお蔭と深く
感謝申し上げます。今後は商工会での経験を生かしていきたいと思います。
最後に会員皆様方のご健勝と商工会の益々の発展をご祈念申しあげ退職のご挨拶とさせて
頂きます。

職 員 紹 介
経営支援員

古庄 彰

4月1日付けで菊池市商工会より異動してまいりました古庄 彰と申します。経営指導員とし
て1年目ですが、諸先輩方の下、日々経験を積み重ね会員の皆様と地域の皆様のお役に立てる
よう精進していく所存です。一所懸命頑張りますのでよろしくお願い致します。

経営支援員

松田 英里子

宇城市商工会より異動してきました、松田英里子と申します。地元でもある宇城で、7年間記
帳指導職員として勤務してきましたので、初めての環境で慣れないことが多くありますが、経
営支援員としてたくさんのことに挑戦し、吸収していきたいと思いますので、どうぞよろしくお
願い致します。

最近のことです。建設業の方が口約束で受注してトラブルになったケースが
2件発生しております。
（商工会で把握できているだけで）
①過去には、製造業の方が売掛倒産する羽目になったケースも。
②不景気が続きます。大変な目に遭いたくありませんね。

トラブルに
ご注意ください︒

大丈夫？口約束での仕事

③契約書を交わすなど慎重に行きたいところです。
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天草八代架橋①

九州が変わる「天草八代架橋」
私達の天草八代架橋建設促進民間期成会は、天草
と八代両地域で活動するため八代の民間協力期成会
より独立し,15回目の総会を7月21日（金）松島町の
岬亭において開催しました。
来賓に衆議院議員の金子泰之先生、矢上雅義先生、
参議院議員の馬場成志先生、堀江市長、山口県議、池
田県議、楠本県議、天草市の中村市長、八代市田中副
市長、上天草市の小嶋副市長や天草市議会議員、上天
草市議会議員、苓北町の町議会議員の方々ご臨席い
ただきました。
また、熊本県からも6名の職員の出席があり、総勢100名ほど出席いただき盛大に開催する事が出来ま
した。
総会の前に金子先生にご講演をしていただき、地元の盛り上がりが必要など今後の活動のヒントをい
ただきました。もう少し具体的で深く突くこんだ話しが聞けるかと期待しましたが、長島架橋推進期成会
会長の中村市長や、矢上先生に気を使われたのか、いまいち物足らない部分が有りましたが、今迄に無い
盛り上がった総会と成りました。
天草八代架橋を実現するには、天草の島民の理解と協力が必要です。ただ今10万人を目標に、天草のみ
ならず熊本県下各地で署名運動を実施しております。日本国籍でしたら誰でも構いませんので皆様のご協
力お願い申し上げます。

天草八代架橋建設促進民間期成会
会

長

田島

章

あ と が き
新年度がスタートし商工ジャーナル１号発行 となりました。天城橋の開通や世界遺産の登録などの明る
い話題も多い天草ですが、少子化高齢化で過疎が進み地元の中学校も3月で閉校しました。人口の減少に
ともない個人商店や大工さん、電気屋さん、床屋さんなど小規模事業所の存続が難しくなっています。最
近は、大規模な自然災害が頻発し被害も多く発生しています。そんな時頼りになる地元の消防団ですが、
地域の自営業者が減り消防団員の確保が難しくなっています。地場産業の発展と小規模事業所持続の為、
商工会や行政のサポートを期待する今日この頃。
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