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「ことだま」とは、一般的には日本におい
て言葉に宿ると信じられた霊的な力のこ
と。言魂とも書く。清音の言霊（ことたま）
は、森羅万象がそれによって成り立ってい
るとされる五十音のコトタマの法則のこ
と。そこで商工会は会員総意のもと支えら
れ、成り立ち、地域経済指導団体の要とし
て「ことだま」を引用しました。 

鹿児島県の最低賃金 
      守ろう！確かめよう！ 

        この最低賃金 

«地域別» 時間額 効力発生日 適用範囲 

鹿児島県 

最低賃金 
630

円 

Ｈ21. 

10.14 

鹿児島県内で働く、すべての 

労働者に適用されます。 

(但し、下表の産業に該当する場

合は、下表の額を適用します。) 

 

«産業別» 時間額 効力発生日 適用範囲 

電気機械

器具、 

情報通信

機械器具 

電子部品

デバイス

製造業 

685
円 

Ｈ20. 

12.31 

次に掲げるものを除く。 

①18 歳未満又は 65 歳以上の者 

②雇入後 6 月未満で技能習得中

の者 

③次の業務に主に従事する者 

 イ清掃又は片付け業務 

 ロ手作業による組線・取付等 

 ハ手作業による包装・箱詰等 

百貨店、

総合スーパー 

従業員 

50 人以上 

665
円 

Ｈ20. 

12.26 

自動車

(新車) 

小売業 

692
円 

Ｈ20. 

12.17 

次に掲げるものを除く。 

①18 歳未満又は 65 歳以上の者 

②雇入後 6 月未満で技能習得中

の者 

③清掃又は片付け業務に主に従

事する者 

最低賃金に関するお問合せ先 

・鹿児島労働局 賃金室(TEL:099-223-8278) 

・鹿児島労働基準監督署(TEL:099-214-9175) 

編 集 後 記 

 合併問題も延期となり、来年度までは

現体制の事務局員数（５名）で業務推進

することになります。しかし平成 23 年

度からは、経営指導員の１名減を余儀な

くされております。 

 例え、今後職場環境がどう変わろう

と、当商工会役員始め職員としまして

は、あくまでもこの知覧町の地域振興の

発展に向け、また、会

員皆様の各種相談に

応じるなど、積極果敢

に商工会活動を行な

う事に変わりはござ

いません。 

 今後共、宜しくお願

い申し上げます。 

知覧町商工会では、永年町民の皆様に愛されてきました商品券事業を清算することとし、平成

21 年３月末をもって新規の発行を停止いたしました。 

永年の御愛顧に心から感謝申し上げますとともに、まだ未換金の商品券がございましたら、上

記の期限までに商工会で換金をお済ませ下さい。宜しくお願い申し上げます。 

これ以降の換金は、一切受付けられません。 

最終換金期限（早めにご持参下さい） 

平成 21 年 12 月 25 日(金) 

知覧町商工会  会報「ことだま」 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------平成 21年度 第 2号----- 

 
----------------------------------------------------------------1------------------------------------------------------------------------ 

あ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 商工会では毎年恒例の体育大会を 11 月 2 日(月)

に開催、ゴルフとグラウンドゴルフの２種目で多数

の会員皆様の参加による熱戦が展開されました。 

 当日は時折小雨に強風と肌寒い状況ではありま

したが、ゴルフの

部は知覧カントリークラブに 63 名、グラウンドゴルフの

部は平和公園自由広場に 38 名の参加をいただき、和気あ

いあいの雰囲気の中にも真剣勝負があったりで、それぞれ

日頃多忙な事業の中で楽しいひと時となったと思います。 

 終了後、午後６時より知覧パラダイスにて懇親会が開か 

れ、表彰式等たいへん盛り 

上がり、会員相互の親睦も深まり、楽しい一日となりました。 

当日入賞された皆様、誠におめでとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

発 行  知覧町商工会 会長 蔵元 泰正
〒897-0302   鹿児島県南九州市知覧町郡 17,859

℡0993-83-2531 Fax0993-83-2901

ホームページ http://tiran.kashoren.or.jp  
代表メール    tiran-s@kashoren.or.jp

平成 21 年度

第２号 

発行日 平成 21年 11月 25日

↑表彰式であいさつを

する蔵元会長 

 

グラウンドゴルフの部

優勝 大坪はす子さん→

＜グラウンドゴルフの部＞ 

優勝 大坪 はす子さん 

準優勝 折田 武雄さん 

３位 有村 初雄さん 

４位 志々目 キヨ子さん 

５位 上野 テルさん 

会長賞

(25 位)
折田 優子さん 

＜ゴルフの部＞ 

優勝 上田
かんだ

 修三さん 

準優勝 山口 浩一さん 

３位 宝代 良一さん 

４位 菊永 隆明さん 

５位 江平 純さん 

会長賞

(49 位)
中村 智也さん 

【ご報告】体育大会で集まったチャリティー

19,500 円につきましては、11 月 11 日(水)

に南九州地区防犯協会に寄付致しました。 
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   【南九州市内 3商工会共同事業】 
市内３商工会は年末年始商戦に向けて、地元商工

業者への購買促進と地域活性化を目的とした本年度

２回目のプレミアム(割増)付商品券を発行しました。 

 11 月 15 日（日）の販売初日は肌寒い中でしたが、

前回を超える人出でにぎわい、初日の売上としては、

商工会会場で 1,489 冊、新設の松山会場で 461 冊、 

合計 1,950 冊に上り、前回初日(1,021 冊)と比べ約

２倍の売上となりました。 

翌日以降も問合せ並び

に購入に来られるお客様

が多く、11 月 24 日(火)

に全商工会で 10,000 冊

完売となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

         各地区別の販売状況 

        は、右のグラフの通り 

        です。（11 月 24 日完売） 

 

 

 

 

 

市内の３商工会が国の定額給付金の支給に合わせ、地元商工業者への購買促進

と地域活性化を目的に、南九州市の補助金を受けて実施したプレミアム(割増)

付商品券発行事業は、好評のうちに終了し、次の結果となりました。 

 

消  費  者 使用期間 平成 21 年 4 月 26 日(日)～平成 21 年 8 月 31 日(月) 

商工会員事業所交換期間 平成 21 年 4 月 27 日(月)～平成 21 年 9 月 30 日(水) 

 販売額(実売) 実売+割増分 回 収 額 回収率 

知覧町 16,800,000 円 19,320,000 円 16,099,000 円 83.2% 

川辺町 31,200,000 円 35,880,000 円 40,014,500 円 111.5% 

頴娃町 12,000,000 円 13,800,000 円 12,686,000 円 91.7% 

合 計 60,000,000 円 69,000,000 円 68,799,500 円 99.7% 

販売初日（11 月 15 日・

商工会会場）の風景 

【取扱店】 
南九州市内の３商工会
の会員のお店・事業所で
利用できます。 
「プレミアム商品券取
扱店」表示があります。 

全 市 総 額 
1億 1,500 万円分 
(10,000 冊限定) 
プレミアム(15%割増) 
分は 1,500 万円分 

【販売形態】 
500 円券×23 枚綴 
1 冊(11,500 円分)
を 10,000 円で販売 
※ 1 人当たり 5 ｾｯﾄ 
(5 万円まで) 

【お客様使用期限】 

平成 22 年 2 月 15 日 

【取扱店換金期限】 

平成 22 年 3 月 10 日 

【購入対象者】 
南九州市内でお買い
物をされる方であれ
ば、どなたでも購入で
きます。 
但し、実際に購入に来ら

れたご本人(小学生以上) 

に限ります。 
1,680

3,240

3,120

4,200

1,200

2,560

0% 20% 40% 60% 80% 100%

前回

今回
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 労働保険（雇用保険・労災保険）は、労働者を 1 人でも雇用している事業主は、原則と

して加入が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 未加入の事業主の方は、お早めにお手続きをお願いします。 

＜お問合せ先＞ 商工会 または 鹿児島労働基準監督署 電話０９９－２１４－９１７５ 

        加世田公共職業安定所（ハローワーク）電話０９９３－５３－５１１１ 

 

       当商工会に新規加入会員の皆様を御紹介いたします。 

 今後ともよろしくお願い申し上げます。（４～11 月） 

地区 事 業 所 名 代 表 者 所 在 地 業   種 

特別 南九州石油 知覧Ｓ.Ｓ. 牧添 政文 知覧町郡 4857-54 石油類小売業 

〃 上 田 税 理 士 事 務 所 上田
かんだ

 修三 知覧町郡 16980-3 税理士事務所 

〃 ㈱フェニックス そば茶屋吹上庵 知覧武家屋敷店 店長 前田 裕二 知覧町郡 13725 飲 食 業 

霜出 ジ ュ レ ン 美 容 室 堂園 純子 知覧町西元 4201 美 容 業 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
労働者が業務災害や通勤災害な

どに遭った場合に、被災労働者

や遺族を保護する為に必要な保

険給付が支給されます。

 
 
労働者が失業した時、雇用の継続が困難

な事情が生じた場合に必要な給付が支給

される他、事業主に対しては各種の助成

金制度があります。

 

 

 

“まごころ共済”とは‥‥ 
車の任意保険では補償されない部分を補う制度です。 

例えば、突発的な事故で加害者になってしま 

った場合など、被害者に対しての見舞金費用 

や香典料など、多額の自己負担を必要とする 

場合があります。本共済は、このような場合 

これらの負担金を契約者に直接お支払いする、 

他社にはない独自の制度です。 

☞相手側が負傷した場合 
 ●300 万円までの実費を支給 

 ●死亡臨時費用共済金  30 万円（一時金） 

 ●入･通院臨時費用共済金 3 万円（一時金） 
   （通算 3日以上の入･通院） 

☞契約者側が負傷した場合 
 ●死亡 300 万円 

 ●入院 1日 4,500 円、通院 1日 2,250 円 
   （1 人当たり） 

☞対物担保特約（相手側の損害） 
 ●2 万円以上相手への損害で、一律 3万円 
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 商工会女性部（力竹加代子部長／部員 64 名）は、新体制が

発足してから早６ヶ月を過ぎ、精力的な活動を展開中。力竹

部長の果敢な事業姿勢に部員も結束力を強め、和気藹々とし

た雰囲気です。 

これまで女性部が関わった事業がたくさんありますが、適

材適所に部員が動き、機動力に富んだ活動がなされています。 

会員の皆様方で女性部にまだ未加入の方は、是非女性部へ

加入して、女性ならではの心意気をアピールしませんか？ 

是非、女性の方々の加入を心待ちにしております。 

会員の皆様、これからも女性部の活動に、尚一層のご理解とご協力をお願いします。 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

★商工貯蓄共済加入者の皆様へお知らせ★ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●お手続きは、とても簡単です。 

●入金までが早いです。（週２回） 

●商工貯蓄共済の契約は、解約には 

 ならず、そのまま継続できます。 
※ 解約して再加入すると、加入年齢が上がることにより、 

 保険料負担が上がります。 

●お金に余裕ができたときは、一旦 

 払出した分を再度積立できます。 

 

ねぷた祭で、華麗な踊りを披露 

（7月 18 日・知覧まち商店街） 

地区女性部研修会に参加！ 

（10 月 12 日・頴娃町） 

商工会女性部九州大会に出店！ 

（7月 7～8日･城山観光ホテル） 

地区女性部の交流会で、ポーズ！

（10 月 12 日・頴娃町） 

 
急にお金が必要になった。しかし、 

貯蓄共済を解約するのはもったいない。 

できれば、借入をせずに済ませたい。 

＜一部払出制度の概要＞ 
お 申 込 

できる方 

貯蓄共済に加入後１年を経過し、

正常に掛金を納付されている方 

手 数 料 

払出金額にかかわらず、１回利用

につき一律 1,000 円 

（手数料は振込時に差引きます。）

お 申 込 

限 度 額 

加入者名義の契約ごとの１年定期

扱となっている積立金額の範囲内
 （詳しくは、商工会へお問合せ下さい。） 

※１万円単位 

※10 年満期預り分は除きます。 
 （この場合、通常の解約扱いとなります。）

お申込先 ご加入いただいた商工会 

お申込に 

必要な物 

(1)申込書（商工会にあります） 

(2)実 印 

送金方法 
ご指定の、加入者名義の金融機関

口座へお振込いたします。 

申込から 

払出迄の 

日  数 

毎週月曜日と木曜日の振込となり

ますので、受付けた曜日によって

1～7 日程度かかります。 

再 積 立 

継続中の契約に係る一部払出に相

当する額を限度。（１万円単位） 

※再積立の場合の振込手数料は、

 利用者のご負担となります。 
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 南九州市内の３商工会（知覧町・川

辺町・頴娃町）による合併については、

昨年４月から合併に向けて合同研究会

のもと、財政・事業・組織のそれぞれ

のワーキング会議を毎月、各商工会持

ち回りで開催し協議を重ねました。 

 そして、３商工会とも今年度の通常

総会及び総代会において、合併協議会を設立することが可決承認されております。 

 これを受けて８月までに３回の合併協議会を重ねましたが、合併で最大の重点となりま

す「本所」をどこに置くか、という点において、３町とも譲らず物別れとなり、本年 10 月

19 日に川辺町商工会で開催された第４回合併協議会での決議をもって、合併は当面延期と

決定されました。 

 しかし、３商工会

とも合併には前向

きであり、今後の各

商工会の総会・総代

会で良い方向性が

見出されれば、再度合併協議会へ移行する旨の合意には至っている状況にあります。 

 結論としましては、合併は当分延期となった訳であり、今後状況変化があれば再度、合

併へ向けての協議が再開される、ということであります。 

 会員の皆様としましても、合併に関しまして良策がございましたら、合併協議会委員や

商工会役員並びに職員までご提案下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。 
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 知覧の夏の風物詩となりました「知覧まち

祗園祭」ならびに「ねぷた祭」が、本年も７

月 18 日に盛大に行われました。今回は祗園

祭パレードの後、初めての催し物である、知

覧まち商工会青年部企画による「長さ 150ｍ

のソーメン流し」が商店街歩行者天国で行わ

れ、地元お子様から高齢者をはじめ町外の観

光客にも楽しんでいただきました。 

 夜は、午後７時半から合計７台のねぷたが一斉に点灯し、

商店街いっぱいに練り歩きました。夕闇に武者絵や水滸伝

の一場面が浮かび上がると、沿道の観客から歓声が上がり、

例年以上の盛り上がりを見せました。 

 また、踊り連には市内３商工会（知覧・川辺・頴娃）の

女性部が参加し、祭りに花を添えました。 

 

 

 

 

 10 月 25 日(日)、平和公園で「第 16 回小京都ふるさと

祭り」が開催され、青年部・女性部が出店協力を行いました。 

 当日は昼から強風を伴う雨模様となり、肌寒い天気となり

ましたが、青年部

のラーメン・生ビ

ール、女性部の山

菜おこわ・カレーライスは盛況でした。 

 また、女性部は舞台で踊りの発表も行い、たいへん盛り上

がりました。この日は他に「献血コーナー」、「シンケンジャ

ーショー」、「橋幸夫歌謡ショー」などイベントも盛りだくさ 

んでした。 
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 9 月 5 日(土)から 6日(日)の 2日間にわ

たり、県商工会青年部の最大の行事であり

ます「若い経営者の主張」大会、合同研修

会、スポーツ大会が、今年度は地元知覧町

で開催され、県内各地より総勢 250 名を越

える青年部員の参加をいただきました。 

 1日目は午後1時30分より知覧文化会館

にて主張大会を開催、県内各ブロックから

の 10 名の代表が、それぞれ青年部活動や

自身の事業等の体験を通じての主張発表を展開しました。当地区からは

㈲前原建設の前原重孝さんが代表で素晴

らしい発表を行いました。 

 午後 4時頃からは合同研修会として、東京の㈱はとバス元

社長 宮端清次氏により、「お茶一杯から始まった！はとバ

スの経営改革」と題し、貴重な講演が行われました。 

 夜は知覧パラダイスにて

約 240 名の大懇親会を開催、

「知覧節」の披露や知覧武双

太鼓の演奏など、大いに盛り 

 上がりました。 

 

                  

2 日目はスポーツ大会（種目：ソフトボール）を平和公

園グラウンドで開催、雲ひとつ無い青空のもと、県内

各地区からの 11 チームによる熱戦が繰り広げられ、地

元南九州市の川辺町商工会青年部チームが優勝。 

 2 日間を通して、本町の青年部員は大会運営に大いに

活躍し、大きな事故等も無く盛会裡のうちに行事を終

了でき、また県内の多くの

青年部員との交流が図れ、、

大きな成果を収めました。 

揖宿・川辺地区代表

前原 重孝さん 

（㈲前原建設） 

頑張りました！ 

「若い経営者の主張」大会風景 

（森 県連会長あいさつ） 

合同研修会講師の 宮端 清次 氏 

↑青年部ＯＢ・市職員・現役部員   ↑知覧武双太鼓の演奏は大いに盛り

 による「知覧節」揃ってます！    上がりました。 

元気よく選手宣誓を行ってくれた 

霜出 智寛さん（霜出モータース） 

中野県青連会長から優勝旗

を受取る川辺町チーム仮面ライダーも現れ、飛び入り参加。楽しい大会になりました。 


