平成29年11月1日発行

特集 クリエイティブな彼女たち

経営支援
青年部・女性会と6部会

産業振興計画にも参画

会議所活動紹介
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四万十市でも、たくさんの女性がさまざまな職種でさまざまな職場で活躍し
ております。その中で「クリエイティブ（創造的）」な活動をしている、中村商
工会議所の会員さんをご紹介いたします。
■三味線を習うきっかけは？
今は亡き祖母に勧められては
じめました。三味線は日本人
に古くから親しまれてきた楽
器で、日本人の心に根付いて
いることが魅力です。以来20
数年三味線の技を磨いてきま
した。東京藝術大学に入学後
は、弟子をとって教えてまし
た。
杵屋 弥櫻さん
■教室の稽古の他にもご活躍 東京藝術大学卒業。平成
27年より天神橋で三味
ですね
おかげさまで、中村青年会議 線教室を始める。
所さん、中村商工会議所さん、しまんと市民祭など、
いろんなイベントに出演させて頂きました。11月
18日には東京芸大出身者の人たちと「杵屋弥櫻コ
ンサート 三人の調べ
Vol.Ⅱ」、11月24日に「第
26回全国川サミット in
四万十」に出演し
ます。ぜひご覧く
ださいね。

■まつ毛エクステとは？
お客様のイメージに合わせ
て、まつ毛一本毎に人工毛
を接着剤で貼り付け、カー
ルを施します。専門店は四
万十市内では、フォルチュ
ンヌだけだと思います。
■うれしかった事は？
結婚式など特別な日のお手
伝いさせていただいたり、
ネットや、人づてに聞いて
来てくれたりしたら、嬉し
いですね。
「接客が感じがい

■広報のお仕事は楽しい
ですか？
知らない話を聞いたり、
取
材したことを文章にまと
めることが好きですので、
広報は楽しいですね。
『日
本農業新聞』
の通信員もし
ていて、
管内の農業情報や
JAの取り組みを積極的に
河野 愛恵さん 発信しています。
（ 通信員
として毎月8〜10本の記
黒潮町出身。高知大学を卒
業後、JA高知はたに入組。平
事を発信しています）
成12年から広報『はた日和』
■『はた日和』のどのコー
を担当。
ナーがオススメですか？
どのコーナーも力を入れていますが、
「今月の旬」の
コーナーでは、旬の農産物を使って自分で調理し、
原稿を作って、
その後自分で食べてます(笑)。
■今後の展望は？
県域JA（JA高知県）の発足に伴い、
『はた日和』は来年
いっぱいで終了となり
ますが、県域JAの広報
に携わることになれ
ば、今まで以上に情報
発信に努めたいです。

■イチジクキカクの由
来を教えてください。
はじまりの１と、
いちじく
が好きなのと両方です。
イ
チジクは一日に一個しか
熟さない、
と聞きました。
すごいマイペースやなあ
と思って、
自分にあってい
るなと思って。
■制作物はどんなもの
が多いですか？
名 刺 に は じ ま り 、ポ ス
寺尾 光加 さん
ターなどの紙ものから
専門学校を卒業後、大阪のデザ
看板までさまざまです。
イン会社に入社。平成23年に四
万十市にUターンし、平成25年 「はたフェス」
の仕事を
「イチジクキカク」設立。
やってきたときからの
流れでイベントモノが多い気がします。今後はデザ
インだけでなくライターの勉強もしたいなと思って
います。これからも、こ
の地域のヒトやモノの
魅力を伝えていけるよ
う初心を忘れずがんば
ります！
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藤村 愛さん
平成26年より四万十市で
でまつ毛エクステ専門店
「フォルチュンヌ」開店。

いし、丁寧にやってくれるので信頼している」と
言っていただけたこともあって。目元という繊細
な部分なので、1人1人丁
寧にやることを心掛 け
てます。
11月末より産休に入り、
4カ月くらい休みます
が、その後はまた一から
やっていきたいと思 い
ます。

中村商工会議所は商工業と
住みよいまちづくりを応援しています
商工会議所では、
事業所の皆様や創業を予定している皆様の経営上の悩みやお困りの問題などを速や
かに解決しております。

経営相談
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事業資金の相談
決算や確定申告の相談
労働保険の相談
▲決算・申告の支援

創業・開業・各種助成金や補助金の相談

様々な共済制度

ഀߥᷣᐲࠍ
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事業主・役員従業員を対象とした
割安な共済制度

提言・要望・活動

ળຬߐࠎߩޟჿޠ
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事業主の退職金制度
従業員の退職金制度
火災保険・自動車保険

▲四万十市へ
地域経済活性化・インフラ整備等の要望

ળຬห჻ߩⷫ⌬ޔᵹᵴേࠍⴕߞߡ߹ߔޕ
新年互礼会
新年互礼会は、毎年1月5日に新ロイヤルホテル四万十にて行われて
います。
全会員をはじめ行政など各関係団体からご参加いただいており、
今
年は250名を超える参加者で盛大に行われました。
参加者からは一度
に幅広く交流ができると大変好評です！

中村商工会議所では、
会員を募集しています！
ご興味のある方は、
当会議所までお気軽にお問合せください。

1,101事業所（平成29年9月30日現在）
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中村商工会議所では、中小企業の経営安定をお手伝いしています。

経営に関する相談をお受けしています。
※

中村商工会議所には、中小企業診断士やそれに準ずる知識を習得している経営指導員
が4名在籍しています。事業計画の策定支援や販路開拓支援など、多岐にわたって経営
をサポートします。
※中小企業診断士（国家資格）…中小企業の経営課題に対応するための診断、助言を行う専門家。

ਛᎿળ⼏ᚲ߇╷ቯߒߚᬺᚲ
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※平成27年12月認定
事業者の抱える経営課題が変化してきた中で、こ
れまでの支援体制を見直すとともに、商工会議所が
伴走型で支援していくための5ヶ年にわたる支援計
画です。
※計画書は、当会議所ホームページからご覧になる
ことができます。
http://www.nakamura-cci.or.jp/index.html

ᐈᄙ⺣ળࠍ㐿ߒ߹ߔ
幡多地域の製造業者や生産者を「売り手」、飲食店
や宿泊業者等を「買い手」として、事業所同士のマッ
チングを図り、幡多地域内
における販路拡大を支援
します。
諸事情により、大手企業
に対する売り込みが難し
い小規模な事業所等にス
ポットを当て、身近なとこ
ろに販路を拡大する機会
を創出する取り組みです。
※即売会ではありません。
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平成29年10月13日より、
以下のように改定されました。
産業や職種にかかわりなく、
高知県内の事業場で働
くすべての労働者
（臨時、
パートタイマー、
アルバイト
等を含む）
と、
労働者を1人でも使用しているすべての
使用者に適用されます。

平成31年10月1日より、
消費税が8％から10％へ増
税されることとなっています。
マイホーム、自動車、家電、教育、日用品など、さま
ざまな価格に影響を及ぼしてきます。
今だからできる増税に対する備えをしっかり
やっていきましょう。

現行

715円→737円
（引き上げ額 22円）

節税しながら事業主の退職金積立ができます！
＜小規模企業共済制度（経営者の退職金積立）＞

ット

加入のメリ

個人事業主の方には退職金がありません。ご自分の退職金
を積み立てしませんか？
積み立てながら掛金は全額所得控除できるので、節税効果
もあります。

掛金は全額所得控除
確定申告時に所得控除でき
るため、節税ができます。
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掛金を自由に設定
掛金月額を1,000円〜70,000
円の間（500円刻み）で自由に
設定できます。

創業支援を始め、経営計画作成、販路拡大やさまざまな情報提供など、事業経営に関する事なら何でもご相談ください。
当会議所の経営支援の実績より、事例（会員事業所）をご紹介します。

創 業 開業までの支援を受け
支 援 〜漠然とした思いを一つの計画に〜
ؙভ৮ਚ॑௰ोञऌढऊऐ

私は昔から料理が好きなことがきっかけ
で、
調理師免許を取って料理人となり県内飲
食店で仕事をしていました。
しかし仕事をす
るうちに、
「自分のお店を持ち、
自分の考えた
料理を色々な人に食べてもらいたい」
「開業
してみたい」との思いが生まれ、日々強く
なっていきました。
その思いを高校の恩師に相談したところ、
中村商工会議所が様々な経営支援を行って
いることを聞き、
後日相談に向かいました。

DATA

店づくりについて、
直接アドバイスを頂くこ
ともできました。相談当初は、漠然とした思
いしかなかった私ですが、
アドバイスを受け
る中でバラバラだった考えがまとまってい
き、
真剣に開業について考えていくようにな
りました。

［事業所名］ はまだ
［ 代 表 者 ］ 浜田 大海
S60.9.22生 32才
［ 所 在 地 ］ 四万十市大橋通4丁目79
［営業時間］ 11：30〜13：30 17：00〜22：00
定休日/日曜
［ 電 話 ］ 0880-34-6340
［ 創 業 ］ 平成29年10月

ਂؙ॑௸खॆऎखञ१এॺش৬

相談の中でお店の方向性を決めた後は、
開
業に向けた事業計画を策定していきました。
計画書を作ることは初めての経験で大変な
作業でしたが、
サポートして頂けたことで作
り上げることができました。
事業計画の策定
後は、
税務署・保健所等の各種手続き・融資や
補助金の申請のサポート等を行って頂き、
今
年10月にオープンを迎えることができまし
た。

四国銀行
ATM

高知銀行

マルナカ

四万十市役所

ؙपऩढथःऎ୳ः

アマンド

中村商工会議所に初めて相談した時は、
「ただ飲食店をしてみたい」との漠然とした
思いのみだったため、
実際開業するに当たっ
て、何をしなくてはいけないか、何が必要な
のかということを知りませんでした。
その際相談に当たってくれた経営指導員
さんから、
「思いつきの創業ではリスクが高
い。
まず経営するということはどういうこと
かを考え、
一緒にどう進めていくか検討しま
しょう」
と言われ、
開業するに当たり、
どのよ
うなお店にしていくか、資金についてなど、
ひとつひとつ丁寧に説明して頂きました。
ま
た創業セミナーも受講し、
専門家の方からお

ؙऒोऊैभன

中村商工会議所で支援を受けた
ことにより、無事開業することがで
きました。何も知らなかった私に対
して、
様々なアドバイスをして頂き、
経営指導員さんは先生のような存
在でした。
今後、このお店の商品コンセプト
である
「季節の料理と美味しいお酒」
で
「お客様が特別な時間」
を過ごして
頂けるようなお店にしていけるよ
う努力していきたいと思います。

ૄຩɈ໘ᅎ
Ĵૢࣞोކฤૅܧĵ
創業計画の作成

Ĵၒࣸడಃĵ
■高知県商店街魅力向上事業費補助金
（空き店舗対策事業）
出店者が商店街等の空き店舗を活用して行う小
売業、飲食業、またはサービス業に対する支援。
■四万十市空き店舗対策事業費補助金
出店者が商店街等の空き店舗を活用して行う小
売業、飲食業、またはサービス業に対する支援。
高知県が実施する空き店舗対策事業費と併用可能。

Ĵᅃژಽĵ
■融資の金利優遇
商工会議所が斡旋している高知県制度融資は、地
元商工会議所の認定により、金利が▲0.2%優遇さ
れる。

経営指導員から
〜指導を振り返って〜

中村商工会議所
熊岡 朋希

開業においては「ただやってみたい！」という思いだけでは、
なかなか事業を成功させることは難しく、
しっかりと情報を
収集し、相談者ご自身の強みを生かした戦略・事業計画を入
念に立てることが重要です。
浜田さんとは時間をかけ開業に向けて打ち合わせ、
今月オープ
ンを迎えましたが、
これが浜田さんにとってはゴールではなく
スタートとなります。
開業後もしっかりとフォローアップを行
い、
悩みを解決していけるよう支援に努めてまいります。
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青年部・女性会と6部会も活動しています

所

だより
年部
青

商工会
議
中村

中村商工会議所には、親かいとは別に様々な組織があります。青年部・
女性会はそれぞれそのうちの１つで、会議所の会員で構成されていま
す。以下にご紹介いたします。
中村商工会議所青年部
（通称：中村YEG）
は、
会議所会員事業所の若手経営者・後継者等
で構成された組織で、将来の地域をリードする時代を先駆けるべきリーダーとなるた
め日々、
研鑽に努めております。
主な活動としては、
外部講師を招き、
自社や地域の発展のための研修会の実施、
「一條
大祭御神火奉納提灯行列」
や、
地域イベントでの物販事業などによる地域活性化事業な
ど様々な活動をしております。
私たちと共に活動してみたい！という方は、
当会議所事
務局までご連絡下さい。

だより
性会
女

村商工会議所
中

一條大祭にて
「御神火奉納提灯行列」
の実施

イベントでの物販事業

商工会議所女性会は、全国に417（約22,000人）あり、中村商工会議所女性会は今年で
発足26年となります。全国の女性会の主な活動内容は女性起業家支援・地球環境保全
活動・社会福祉活動などになります。
中村商工会議所女性会は様々なイベント時のおもてなしや、
西土佐商工会女性部と合
同で四万十市長との懇談会を開催し勉強会や交流会を行っています。
女性会への会員資格は、
中村商工会議所会員事業所において、
その事業経営に直接ま
たは間接に参画する女性をもって組織する。となっております。興味のある方は、担当
山下までご連絡下さい。

市長との懇談会

一條大祭 おもてなし風景

《6部会》
業種毎に6つの部会に分かれ、
事業の発展・改善を図るために
活動しています。
会員の皆様はいずれかの部会
に所属しています。

サービス部会

交通運輸部会

観光部会

旅館・飲食・喫茶など

運輸・自動車など

観光関連

小売商業部会

建設工業部会

金融・不動産部会

小売・卸売など
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建設・建築・土木など

金融・保険・不動産など

四万十市産業振興計画に参画しています
中村商工会議所は、四万十市が策定した産業振興計画にも、積極的に参画し、地域の
産業振興に寄与するために、活動しております。その一部をご紹介します。

四万十川の

食

文化の磨き上げと発信
県外を拠点とした
店舗等による外商促進

塩たたきの
ブランド化の推進

食の発信、
普及イベント

産業間連携や
広域連携による
外商活動

中心市街地、商店街の魅力、賑わいづくり
空き店舗情報の発信強化と
マッチング機会の提供

商店街活性化
ワークショップ等の開催

事業者の育成、
スキルアップ

中村商工会議所は、様々な事業、イベントを通じて
地域の発展と活性化に全力で取り組んでおります！
中村商工会議所会報

四万十川
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ਛᎿળ⼏ᚲߪߎࠎߥᵴേ߽ߒߡ߹ߔ
中村商工会議所の活動方針は、
『中村をリードする商工会議所になる』というものです。そ
の中の1つに、地域活性のための活動があります。
この四万十市の中村地域に住む人々が、生き生きとした生活を行い、またそれを持続させ
られるよう、日々頑張っております！下記は地域活性化の活動の一環としての事例です。

৻ኅⴕޓޠࠅ⑂⮮ޟᣣ
一條神社周辺にて開催。来場者
は1万人を超えます。今年は一條公
として、三山ひろしさんが参加し
てくれました！

৻ᄢ⑂ޓᄢⴐ⧓⢻ᄢળ
ᣣ

一條大祭とともに 、様々な催
しでお祭りを盛り上げます。

ࠃߐߎ྾ਁචޓ
毎年出場チームが増加
しています。今年は台風
のため中止となりました
が、過去最多の1300人を
超える踊り子さんが参加
予定でした。

྾ਁචߟࠆߩ㉿ߠߊࠅߩળ
ߟࠆߩ㉿⑂ࠅޓᣣ
毎年つるの到
来を願って東中
筋中学校でつる
の里祭りを開催
し て い ま す 。今
後も毎年つるの
越冬が見られる
といいですね☆

ࠃߐߎ྾ਁචᡰេࠣ࠶࠭ߣ
ߒߡᚑߒ߹ߒߚޕ
᧪ᐕߩ㐿ᤨߦߪ߹ߚߏදജ
ࠍࠃࠈߒߊ߅㗿ߒ߹ߔ

྾ਁචᏒౝߩਛ㜞↢ߦ
ਇ⎕ᐈችᄢ⑂ߩẂ↹ᧄ㈩Ꮣ
会議所として初めて、
クラウドファンディングに挑戦
しました。
不破八幡宮大祭を盛り上げようとたくさん
の寄附が集まりました。その中から、不破八幡宮の神
様の結婚式を正しく理解してもらえるよう、
中高生む
けに漫画本を作成し、
四万十市内全員に配布いたしま
した。

╙࿁
྾ਁචᤋ↹⑂㐿
来年3月23，
24，
25日に、
第3
回四万十映画祭を開催しま
す。全国で開催されている映
画祭、四万十市でも「映画祭
維新」をテーマに掲げて盛り
上げます。

ਛᔃᏒⴝ৻ᢧᷡߥߤߩᷡᵴേ
▲配布した漫画本

▲クラウドファンディング
目標額達成

製作記者会見▶
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特別号

地域の方々みんな
で、一條大祭の前に
街をきれいにする活
動をしています。会
議所ではその他も
様々な清掃活動に参
加しています。

