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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。

৻ኅⴕ ޠࠅ⑂⮮ޟਛᎿળ⼏ᚲ
毎年5月3日に開
࠴ࡖ࠹ࠖⷫ⌬ࠧ࡞ࡈᄢળ



催。今年で第28回
が無事終了しまし
た。今年は秋葉神
社をお迎えし鳥毛
ひねりをご覧いた
だきました！

ޟ㜞⍮྾ਁචࡈࠚࠕޠ
ࡎ࠹࡞ࠪࠨࠗ࠼ᳯᚭᎹ㧒᧲੩㧓ߦߡ

〜
県内生産者等の
販路開拓をバック
アップするための
もの。
①四万十川等の風景紹介
②コース・アラカルト料理の販売
③銘酒紹介・提供
④物産品の販売等をパック化したもの
など



四万十カントリークラブにおいて、第4回を
無事開催することができました。
参加者も年々増加しており、
186名の参加者で
チャリティー募金は195,506円にのぼりまし
た。
後日四万十市へ贈呈済みです。

 

྾ਁචߟࠆߩ㉿ߠߊࠅߩળ
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今年も東中筋中
学校で開催予定で
す。
みなさんで遊び
に来てください！
つるの越冬も四万
十市を大いに盛り
上げてくれます！

 

ࠃߐߎ྾ਁච
今年は30チーム1,300人を超える
踊り子さん達が四万十市を盛り上げ
てくれました！開
催の存続のために
も、ご支援・ご協力
の程よろしくお願
いします。

৻ᄢ⑂ᄢⴐ⧓⢻ᄢળ
第15回を迎えま
した。一條大祭と
芸能の融合をお楽
しみ下さい★

ޟ㜞⍮ኅޠஜᐽડᬺት⸒ࠍߒ߹ߒߚ㧋
当会議所はこの度、従業員が心身ともに健康で働き続けることが出来
る事業所を目指して、
協会けんぽ高知支部に
「高知家」
健康企業宣言をしま
した。
福利厚生の充実や、
社員の安定雇用による生産性の向上、
また社内体制
強化による事故・労災の防止に努め従業員全員がいきいきと働ける職場
を目指します。
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新年互礼会
本年は、1月7日に新ロイヤルホテル四万十にて行われまし
た。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、今年も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。来年も多くのご参加をお待ちしています！！

経営相談・各種検定試験
事業経営に関する相談にお応えしています。
・事業資金の相談
・決算や確定申告の相談
・労働保険の相談
・創業・経営全般・各種助成金や補助
・金の相談
・簿記・販売士検定の実施

▲決算・申告の支援

共済制度のご紹介
割安な共済制度をご紹介しています。
・事業主・役員従業員を対象とした
割安な共済制度
・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

提言・要望活動
会員さんの「声」を実現するため意見・
要望活動をしています。

▲

四万十市へ
地域経済活性化・
インフラ整備等の要望

〜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できるよう努めています〜
《中村商工会議所はこんなところです》
中村商工会議所では、
会員を募集しています！ご興味のある方や会員事
業所様からのご紹介は当会議所までお気軽にお問合せ下さい。

1,088事業所
（令和元年10月31日現在）
中村商工会議所会報
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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。

企業 父の始めた理容店を承継しながら
支援
商工会議所と一緒に新たなチャレンジへ
ؙ೯ऋीञ৶ઍ

かず なお

当 店「SASAKI」は、父 の 一 直 が 経 営
していた「理容ささき」をリニューアル
し、この 11 月 1 日にオープンしたお店
です。「理容ささき」は、旧中村市大橋
通で昭和 40 年に開業し、昭和 53 年か
ら現在の駅前町に移転しました。
幼い頃から父の仕事を身近で見ていた
私は、自然と髪を切る仕事に興味を持ち、
特に「女性」の髪やメイクの仕事に憧れ
がありました。高校２年生の時から「理
容」資格を専門学校の通信過程で受け、
高校卒業と同時に東京の「理容店」に就
職。働きながら理容師免許を取得しまし
た。そのお店が美容店も経営していたの
で、美容の仕事にふれる事も出来ました。
そして、東京で４年の修行の後、帰郷。
家業の「理容ささき」を手伝うようにな
りました。最初は、やり方の違いから父
とぶつかる事も多かったです。

َؙઍُषभઓः

理容店ではほとんど男性のお客様の
中、「女性」のお客様を相手したいとい
う気持ちが忘れられず、28 歳の時、イ
ギリスに３か月間、美容の講習を受けに
行きました。そこでは、今まで味わった
事のない感覚を受け、たいへん刺激にな
りました。
そして日本に戻り「理容ささき」で仕
事しながら、再び通信過程を受け 32 歳
で「美容師」の資格も取得しました。

指導の内容
《事業計画策定支援》
事業計画の策定

《補助金申請》
小規模事業者持続化補助金
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お店では、カットは父、シャンプー等
が私と役割分担をしていましたが、徐々
に私がメインのカットを担当する事も多
くなり、12 年前に父が他界する前には、
私がメインになっていました。お客様か
ら「上手に世代交代しようね」と言われ
たことがあって嬉しかったです。

ੵૹؙভ৮ਚधभणऩऋॉ

中村商工会議所には毎年の確定申告に
加え、セミナーなどにも時折参加してい
ました。今回、担当頂いた溝渕さんとも、
商工会議所主催のセミナーで知り合い、
お顔そりなど女性向けサービスを切り口
に女性のお客様を増やしたいこと、その
ためにお店を改装したいことなどを話し
ていました。
しかし現在、法律により理容店と美容
店で提供できるサービスが決まってお
り、当店のような理容店では女性向け
サービスを行うには限界がありました。

DATA
［事業所名］
［代表者］
［所在地］
［ 創 業 ］

SASAKI
樋口 直美
四万十市駅前町5-19
令和元年11月

ੵૹؙভ৮ਚऋऌढऊऐ

溝渕さんと何度もやりとりをする
中で、私の中で眠っていた「美容」
に対する思いを思い起こさせてく
れ、強い気持ちを持つことが出来ま
した。素晴らしい計画書も出来て本
当に溝渕様様です。
今後は、今までのお客様も大切に
しながら、新たに女性のシェービン
グやフェイシャルに力を入れていき
たいと思います。

ؙଓஃসऊैৗञऩॳকঞথ४ष

改装の資金に目途がついたため、溝渕
さんに店舗改装の相談へ行きました。溝
渕さんからは「どうせ改装するなら、樋
口さんがしたかった事、一緒にやってい
きましょう」言われ同時に、補助金の申
請にも取り組むことにしました。補助金
申請では、溝渕さんから質問攻めにあい
ました。（笑）
また、溝渕さんは法律を調べ直して、
平成 28 年 4 月の法改正で理容店と美容
店を同一の場所で開設（重複開設）可能
になった事を知り、「美容師と理容師の
資格を持つ樋口さんならこの制度の活用
ができる」と理美容重複開設施設の提案
をして頂きました。これなら、今まで悩
んでいた女性向けサービスの限界を取り
除き、理美容融合したサービスを提供で
きます。
私にとっては、父から受け継いだ「理
容店」と自分の夢の「美容店」を一つに
した「理美容重複開設施設」は、高知県
初であり現在唯一の店舗です。

経営指導員から
〜指導を振り返って〜
中村商工会議所
溝渕 聡

樋口さんは数少ない美容師免
許をもつ女性理容師です。
これらの強みを十分に発揮し
て頂くため、理容と美容を融合
した新しいサービスを提供して
いくことを提案しました。
しかしこれには、美容師法や
理容師法等の壁を越えなければ
ならず、何度も管轄官公庁と協
議を重ね、構想から約半年かけ
ようやく実現しました。
今回、樋口さんが新たに挑戦
する、理容院と美容院が融合し
た新業態はまだ高知県にない業
態です。今後も引き続き、樋口さ
んの革新的な取り組みが成功す
るよう陰ながら支援していきた
いと思います。

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、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、中小企業者の経営をサポートします。

ᬺࠍᆎߚ  ᬺࠍિ߫ߒߚ 

ഥᚑ㊄ഥ㊄ߥߤࠍฃߌߚ㧋

■創業、事業計画策定、販路開拓、経営革新
など、経営に関するお手伝いをさせて頂い
ています。

■国・県を中心に、さまざまな助成金・補助
金があります。

■相談内容によっては、無料で専門家の派
遣を受けることができます。

■話の内容により、活用できそうな制度を
紹介し、受給にむけた支援を致します。

ᬺ⾗㊄ࠍ୫ࠅߚ㧋

࿖ߩᢎ⢒ࡠࡦࠍ↪ߒߚ㧋

■事業資金の借り入れに関する相談を随時受
け付けています。

■高校、大学等への入学時・在学中にかか
る費用を対象とした公的な融資制度です。

■日本政策金融公庫と協力し、その日・その場
で融資が決まる
「一日公庫」
を開催します。

■お子さま1人につき350万円以内を、
固定
金利
（年1.71％ 9月2日現在）
で利用できます。

日

時 ：令和元年11月28日（木）

場

所 ：中村商工会議所
（金）
※申込期日 11月22日

⏕ቯ↳๔ߢ߅࿎ࠅߩᣇ߳
■消費税の増税や、
税法の改正などにより、
確定申告作業も複雑になってきています。
■決算書・確定申告書の作成や、年末調整、
記帳指導などの税務支援を行っています。

■在学期間中は、元金を据え置き、利息の
みの返済とすることもできます。

㜞⍮⋵ᦨૐ⾓㊄ߩᡷᱜ
■高知県最低賃金の時間額が改正されま
した。
時 間 額：790円
効力発生日：令和元年10月5日

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＞
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。

掛金を自由に設定
掛金月額を1,000円〜70,000
円の間で自由に設定できま
す。

詳しくは、中村商工会議所（経営指導課）まで、お問い合わせ下さい。
中村商工会議所会報
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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、親会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
会員募集中!!
〜中村商工会議所青年部でともに成長しよう〜

中村商工会議所青年部（通称：中村YEG）は商工会議所会員の中から、50歳
以下の若手経営者で組織された団体です。定例会、
委員会を開催し、
講師を招
いての研修会・地域でのイベント企画など活発に活動を行っています。また、
それぞれの会の後には、懇親会を設け、
異業種同士の情報交換や人脈作りも
積極的にしております。
青年部に入会し、
企業経営の勉強や会員との親睦を通して、
情報交換や自
己研鑚をはかり、事業所の発展、自己のスキルアップに役立ててみません
か？そして一緒に地域を盛り上げましょう。
入会希望者は中村商工会議所青年部事務局
（TEL：0880-34-4333）
までお問
い合わせください。

り
仲間づく
自己研鑽
の拡大
ビジネス
地域貢献

様々な研修会の開催

だより
性会
女

村商工会議所
中

会員交流事業の実施

中村商工会議所女性会は、地域のためにさまざ
まな活動を行っています。
近年の活動では、国土交通省主催で完成前の横
瀬川ダムの見学ツアーに参加したり、地元料理研
究事業の一環で四万十の特産品である『ぶしゅか
ん』を使った料理を考案、調理し市長らをお招き
して試食会を行ったり四国八十八か所お遍路さ
んへのお接待として窪川の『岩本寺』にてパンや
ドリンクのお接待を行ったりしています。
ダム見学

また、地域のお祭りへの参加及びボランティア活動なども
行っており、
土佐の小京都中村550年祭提灯行列への参加や清掃
活動にも参加しています。 女性会への参加資格は、
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
はぜひ当会議所事務局までご連絡ください。

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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岩本寺お接待
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金融・保険・不動産など

地元料理研究事業

《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。

ળຬ․㓸ޓߦ↢߹ࠇߚᬺ⠪ߐࠎ
2019年5月1日に令和を迎え、新しい事業所さんが開業されています。
今回は「令和生まれ」をキーワードに、中村商工会議所の会員事業所さん
をご紹介します。
ペットサロン

ᣣ 【ペットサロンしゃぼん玉 】
㐿ᬺ 駅前町19-22
林 夏衣さん
℡ 090-1328-1168

ᣣ
㐿ᬺ

アンソレイユ

アロマテラピー【Ensoleille】
中村天神橋54
℡ 090-3787-6155

■開業の経緯

■開業の経緯

このお店は、元オーナーさんか
ら引き継ぐ形で開業しました。
これまでは全く別の業種でした
が、昔から動物が好きなことも
あり開業に至りました。

以前の病院勤務の経験から、
病気の原因部分を改善する１
つの選択として、アロマテラ
ピーを提案したいと思ったか
らです。

■令和に開業した感想

■令和に開業した感想

新しい時代となり、その時代に
合ったサービスを提供していき
たいです。

新時代をむかえ、一人一人が
自分らしく生きるお手伝いを
したいと思っています。

東 あゆみさん

■お店のPR

■お店のPR

ペットサロンの他、ペットホテルや買い物の間の一時預か
りも承っております。お預かりしたペットそれぞれに適し
た環境づくりをしています。

当店はフランス式アロマテラピー、さとう式リンパケア等
の施術を行います。精油は安全基準をしっかりと満たした
高品質のものを使用しています。

■今後の意気込み

■今後の意気込み

ペットも大事な家族
の一員です。その家族
を安心して預けられ
る、そんなお店作りを
していきます。
見学のみも大歓迎で
すので、ぜひ一度お越
しください。

アロマテラピーはリラクゼーションだけじゃない！という

ᣣ
㐿ᬺ

認知度を上げていき
た い で す 。ワ ー ク
ショップも随時開催
しておりますので、
皆様ぜひおこしくだ
さい。

自動車・部品販売
【カーサポートマツオカ】
具同5522-1
℡ 0880-34-8823

松岡 裕幸さん

ᣣ
㐿ᬺ

ラピス

美容室【Hair

salon LAPIS】

中村大橋通7-7-20-101
中
℡ 080-2976-0161

山口 麻奈美さん

■開業の経緯

■開業の経緯

以前も同じく自動
車関連の仕事に勤
めていました。もと
もと車が好きなこ
とと、自身の店を持
ちたいという思い
が強く開業に至り
ました。

以前は東京で美容師をし
ていましたが、独立し地
元で自分のお店を持ちた
いという夢があり開業に
いたりました。

■令和に開業した感想
新しく何かを始めるには
とてもいい時期だと思う
の で 、気 持 ち 新 た に 頑
張っていきたいです。

■営業内容
自動車販売や自動車部品の販売・取り付けの他、オイル交換
等のカーケアも行っております。

■お店のPR
お客様にとって居心地のよいお店づくりを心掛けています。

■今後の意気込み
こつこつ、もくもく
と仕事に取り組ん
でいきます。
ぜひ皆様、気兼ねな
くお越しください。

■お店のPR

お客さん一人一人としっかり接することで、その人にあった
ベストな提案をすることができます。

■今後の意気込み
この土地にあった
店づくりをして、年
齢関係なくみんな
が集まるお店にし
ていきたいです。み
なさんぜひお越し
ください。
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よさこい四万十

2019

■9月15日、
「よさこい四万十2019」が開催されました。強い
日差しが照り付ける晴天の中、第66回よさこい祭り（2019
年）の「よさこい大賞」、
「金賞」、
「銀賞」、
「審査員特別賞」、
「地
区競演場連合会奨励賞」の受賞チームのほか、地元2チーム
が参加し、30チーム、総勢1,300人を超える踊り子が市内6か
所の演舞場にて一斉に乱舞し、観客を魅了しました。
■またこの様子は、地元「高知新聞」やテレビ局にも取り上
げられ、大きな余韻を残したまま、終了いたしました。中村
商工会議所は、当イベントを全面的に支援し、地域の活性化
に尽力しています。
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