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那覇商工会議所

那覇商工会議所
からのお知らせ

事業者の皆様へのお願い
沖縄労働局より、職場における取り組みについて協力の要請がありました。
職場の新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けて、以下の事項に留意して、
多様な働き方で働く方も含めて、従業員の感染予防に努めてください。
●労働者が発熱などの風邪症状が見られる際に、休みやすい環境の整備
●テレワークや時差通勤の活用推進
●お子さんの学校が学級閉鎖になった際に、保護者である労働者が休みやすいように配慮
相談・受診の目安

●感染拡大防止の観点から、
イベント開催の必要性を改めて検討
●海外出張で帰国した場合には、
２週間は職員の健康状態を確認し、
体調に変化があった場合には、受診の目安を参考に
適切な対応を取るよう職員への周知徹底をしてください。

●
「クラスター（集団）感染発生リスクの高い状況の回避のための取り組み」
に準じて、
従業員の集団感染の予防にも十分留意してください。

※
（「多くの人が参加する場での感染対策のあり方の例」
の２）
（クラスター（集団）感染発生リスクの高い状況の回避のための取り組み）

●換気の悪い密閉空間にしないよう、換気設備の適切な運転・点検を実施する。定期的に外気を取り入れる換気を実施する。
●人を密集させない環境を整備。会場に入る定員をいつもより少なく定め、入退場に時間差を設けるなど動線を工夫する。
●大きな発声をさせない環境づくり
（声援などは控える）
●共有物の適正な管理又は消毒の徹底等

新型コロナウイルスに関する Ｑ ＆ Ａ
厚生労働省のホームページにおいて、職場における取り組みをまとめた
「新型コロナウイルスに関するＱ＆Ａ」
が掲載されていますので、
お知らせします。

厚生労働省

新型コロナウイルス
感染症について

厚生労働省ホームページ

企

業

の方向け

労働者
の方向け

URL：https://www.mhlw.go.jp/index.html
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菅

義偉 官房長官

那覇空港第２滑走路の供用開始を祝い、
テープカットする関係者ら＝２９日午後、那覇空港貨物地区

『那覇空港第 2 滑走路』供用開始セレモニー
国土交通省大阪航空局と沖縄総合事務局は、3月29日、那覇空港第２滑走路の供用開始

を記念し、那覇空港貨物地区でセレモニーを開催。菅義偉官房長官、赤羽一嘉国土交通
相、衛藤晟一沖縄担当相、玉城デニー沖縄県知事ら関係者約１００人が参加した。

赤羽 一嘉

岸田 文雄

国土交通相

自民党政調会長

太田 昭宏

玉城 デニー

席上、菅官房長官は新型コロナウイルス感染拡大による世界経済への影響に言及し、
「政
府として、沖縄の観光産業の基盤を失わないよう支援していく。V字回復の際に一番先に発
展するのが沖縄で、
その時に大きな役割を果たすのが第２滑走路だ」
と述べた。

玉城知事は
「空港の処理能力が大幅に向上することから、
アジアのダイナミズムを取り込む

玄関口として、沖縄はもとより、
わが国にとっても重要な拠点空港になる」
と強調。
その上で、

「さらなる安全性の確保と利便性の向上に努め、世界水準の拠点空港を目指す」
と決意を
述べた。

「羽田、成田、関西に次ぐ国内４空港目の３千メートル級滑走路２本となった那覇空港。新
型コロナウイルスの危機から早く脱し、沖縄経済発展の起爆剤になることを期待したい。
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公明党全国議員団会議議長

沖縄県知事

商工会議所の動き

新型コロナウイルス感染症
に関する要請

新型コロナウイルス感染症が拡大し、経済活動に深刻な影響を及ぼす中、沖縄県経済団
体会議（議長：石嶺伝一郎那覇商工会議所会頭）並びに那覇商工会議所は、国、県、那覇
市へ新型コロナウイルス感染症に関する要請をおこなった。

沖縄県への要請
（沖縄県経済団体会議議長：石嶺伝一郎那覇商工会議所会頭）

沖縄県知事へ要請

3月31日
（火）、沖縄県との意見交換会を開催

国への要請
（沖縄県経済団体会議議長：石嶺伝一郎那覇商工会議所会頭）

内閣官房長官へ要請

3月29日
（日）、内閣官房長官菅義偉氏との意見交

し、玉城知事に対し、新型コロナウイルス感染症

換会を開催し、新型コロナウイルス感染症に関する施

石嶺議長は、
「 県経済においても、新型コロナ

要請では、1 感染防止対策（空港・港湾の水際対策

に関する緊急対策を要請した。

策の要請をおこなった。

ウイルス感染症の影響が旅行業・宿泊業等の観

の強化、
ワクチン・治療薬の早期開発、
マスク・消毒液

るが、特に中小・小規模企業においては、事業継

補給制度の拡充、
・要件緩和、新型コロナウイルス感染

ている」
と現状を報告した。

成金の自己負担軽減)、4 景気回復策（商品券やクーポ

光関連産業のみならず県経済全体へ広がってい

等の衛生品の安定供給）、2 資金繰り支援（特別利子

続が危ぶまれるなどの悲鳴に近い声が寄せられ

症特別貸付の要件緩和）、3 雇用の維持(雇用調整助

要請では、1 感染防止対策（空港・港湾の水際

対策の強化、
マスク・消毒液等の衛生品の安定供

給）、2 資金繰り支援（沖縄県融資制度の「利子

ンの発行、
イベント開催、公共事業の拡大）
を求めた。

石嶺議長は、
「新型コロナウイルス感染拡大により、

観光需要の減少、
イベント中止・外出自粛等による影響

補給制度の拡充」、資金繰り支援の柔軟かつ迅

で、旅行業・宿泊業等の観光関連産業のみならず、県経

する助成制度の創設）、3 雇用の維持（雇用調整

継続が危ぶまれるなど、厳しい経営環境にさらされて

速な対応の周知、家賃や人件費等の固定費に対

済全体へ広がっている。特に中小・小規模企業は事業

助成金の自己負担軽減)、4 景気回復策（商品券

いる」
と現状を報告した。

大、航空路線の確保・拡充）
を求めた。

耳を傾け、経済対策に反映したい」
と述べた。

なく取り組む。第2、3の補正予算も組み、切れ目

光庁長官などが出席し、沖縄県内の各業界関係者と意

やクーポンの発行、
イベント開催、公共事業の拡

要請に対して、玉城知事は、
「終息に向け、油断

のない経済対策を講じていきたい」
と述べた。

要請に対して内閣官房長官は、
「現場の声にしっかり
意見交換会には、中小企業庁長官、金融庁長官、観

見交換を行った。
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那覇市への要請（那覇商工会議所）
4月1日
（水）、那覇市に対し、新型コロナウイルス感染症に

関する支援を要請した。

石嶺会頭は、
「 小規模事業者や商店街は、極めて厳しい経

営環境にさらされており、事業継続が危ぶまれるなどの悲鳴

に近い声が寄せられている。
また、国や県による様々な支援策
が講じられているが、小規模事業者等から申請書の書類作成
が難しいという声が挙がっている」
と現状を報告した。

要請では、新型コロナウイルス感染予防策の強化を図るとと

もに、1 小規模事業者等に対する専門家を活用した申請手続
きの支援、2 商店街へのマスク等の消耗品の購入支援、3 国
や県の施策を踏まえた、感染収束後の景気回復策を求めた。

要請に対して、城間市長は、
「新型コロナウイルス感染予防

那覇市長へ要請

策や支援策に力を合わせてしっかりと取り組んでいきたい」
と
述べた。

新型コロナウイルスを防ぐため、
那覇商工会議所からのお願い
帰宅時や調理の前後、食事前などに石鹸やアルコール消毒
液などでこまめに手洗いをお願いします。
くしゃみや咳が出
るときに、ティッシュ等で口と鼻を覆ったりマスクを正しく着
用するよう咳エチケットをお願いします。

3

つの

を避けて行動するよう
お願いします。

従業員に発熱や咳などの風邪症状が見られる場合は、
2 週間の自宅待機と経過観察をお願いします。
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那覇商工会議所

新型コロナウイルスによる 影 響 調 査
那覇商工会議所は会員企業約４,200社を対象に
「新型コロナウイルス感染症に関する影響調査」
を行

ない、503社から回答を得ました。

そのうち、284社（56％）
「すでに影響が出ている」、149社（30％）
「今後影響が出る可能性がある」
と

回答し、企業活動への影響や懸念がある企業は、全体の86％に上りました。

当所では、調査結果をもとに緊急対策を取りまとめ、
３月29日から４月２日にかけて、菅官房長官・玉城

沖縄県知事・城間那覇市長に対し、支援要請を行いました。

本調査へのご協力、誠にありがとうございました。
当所は引き続き、中小・小規模企業を全力で支援して

まいります。

調査期間：3月18日～3月25日
回答数：503社
調査数：約4,200社

新型コロナウイルスは企業活動に
業種別割合「すでに影響が出ている」
影響を及ぼしていますか ?
旅行業 1%
教育・学習支援業 2%
不動産業 2%
宿泊業 3%
医療・福祉業 4%

影響はない

70社

（14%）
今後影響が出る
可能性がある

149社

回答数

503社

すでに影響が
出ている

金融・保険業

小売業

4%
情報通信業 4%
運輸業

284社

17%

8%

その他

（56%）

9%

建設業

8%

業種別割合「影響はない」
卸売業

運輸業

不動産業 3%
金融・保険業 1%

3%
4%

医療・福祉業

7%

小売業

10%
製造業

9%

回答数

284社

製造業

（30%）

回答数

70社

その他

卸売業

10%

13%

14%

11%

業種別割合「今後影響が出る可能性がある」
3%
4%
運輸業 5%
小売業 5%

不動産業

金融・保険業
飲食業 1%

医療・福祉業

2%

建設業

28%

製造業
情報通信業

サービス業

サービス業
16%
飲食業

建設業

36%

1%

7%

7%

卸売業

9%

回答数

149社
サービス業
その他

16%

13%
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売上・客数の減少（対前年比）
（有効回答数：189社） どのような影響が出ていますか？（複数回答）

（社）
90
80

0

80

60

仕入れ困難・入手コストの増

40

雇用確保困難

28

30
20

12

10

約20%減

約40%減

約60%減

約80%減

50

営業時間の調整
をしている

100

150

200（社）

50

100

150

200

201

資金調達（有効回答数：191社）

120（社）

0

20

40

60

その他資金

1
109

80 100 120 140（社）

64

セーフティネット資金

6

していない

121

商工会議所、国、
県、市に対して要望や意見
助成金
●助成金の手続きの簡素化、要件の緩和、助成率の拡大
●申請書の作成が難しくて申請したことはない など
融資
●融資条件の緩和、決裁までの迅速な対応
●既存の借入の返済の延期
●利息の支払いを停止したい など
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250（社）

33

営業日数の調整
をしていない

33

那覇商工会議所

していない

100

11

公庫

市役所

80

43

民間金融機関

0

営業日数の調整
をしている

185

60

15

営業日数の調整（有効回答数：234社）

50

40

34

約90%以上減

資金等の相談（有効回答数：208社）
20

29

取引先の事業停止

営業時間の調整
をしていない

0

48

感染防止対策経費のコスト増

営業時間の調整（有効回答数：235社）
0

250（社）

222

38

その他

6

200

75

展示会、商談会、イベント等の中止・延期

50

150

90

資金繰りの悪化

63

70

0

100

50

売上・客数の減少

情報
●支援策の情報をもっと提供してほしい
●どの業種でどのような影響がでているか
などの情報が欲しい
●様々な情報があって把握しづらい。
ポータルサイトがほしい など

ACTIVITY OF THE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

令和元年度

那覇商工会議所

常議員会・通常議員総会
令和元年度那覇商工会議所常議員会・通常議員総会を３

月25日
（水）
ダブルツリーbｙヒルトン那覇首里城で開催しま

した。

今年度の常議員会・通常議員総会は、新型コロナウイルス

感染対策をとった上で、時間を短縮する形で行われました。

冒頭、石嶺伝一郎会頭より、
「新型コロナウイルスの世界的

大流行により、
県経済においても、
あらゆる業種の中小企業か

ら悲鳴に近い声が寄せられており、時間の経過とともに経営
への打撃は甚大さを増していると痛感しております。

那覇商工会議所としましても、
中小企業の経営実態を把握

し、
中小企業の事業継続と雇用維持に全力で取り組むととも

に、国や県へ収束後の景気回復策を求めてまいります。
また、
昨年10月の首里城焼失については、首里城周辺店舗等への

議員総会で挨拶する石嶺会頭

支援、
再建までの誘客対策に積極的に取り組んでまいります。

なわ那覇」
を開催いたします。全国から1,000名以上の多くの

はもとより、那覇港湾施設の早期移設及び那覇港の施設整

商工会議所と連携し成功に向けて準備を進めてまいります。

るため、
２０２２年度以降の新たな沖縄振興計画の最も重要

乗り越えるべく、中小・小規模企業の支援に全力を尽くすとと

沖縄の更なる発展に向けては、那覇空港の機能拡張整備

方々が参加される大規模な大会でございます。県や市、県内３

備等、那覇・浦添西海岸地域の一体的整備が極めて重要であ

本年度は、国・県・関係機関と連携し、
この未曽有の危機を

なプロジェクトとして、経済界を挙げて取り組んでまいります。

労働環境については、生産性の向上、働き方改革の推進、

並びに
（後継者不在率）全国ワースト1位の事業承継の促進

に取り組んでまいります。

今年11月に
「全国商工会議所観光振興大会2020inおき

もに、県経済の景気回復と更なる発展に向けて積極的に活動

してまいります。
」
と挨拶しました。

議員総会では、
「貿易証明発行手数料の改定」、
「那覇商工

会議所新会館建設」、
「令和２年度 事業計画・収支予算」
が審
議され、全会一致で承認されました。

那覇商工会議所 令和２年度事業計画（案）
【概要】
１基本的な考え方
● 新型コロナウイルスの世界的大流行（パンデミック）
により、世界経済の先行きが見通せない状況。
● 我が国及び県経済においても、観光客の減少、イベントや外出自粛等により観光産業のみならず、産業全体に甚大な
影響を及ぼしている。特に中小企業にとっては極めて厳しい経営環境にある。
● このような危機的状況を乗り越えるべく、
「未来を拓く商工会議所」
として、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて
いる中小・小規模企業の事業継続と雇用維持のため最大限支援していくとともに、県経済の景気回復と更なる発展に向
けて積極的に活動していく。

2 基本方針

3 重点的に取り組む事項

Ⅰ 地域経済産業の振興

１ 新型コロナウイルス感染拡大に関する事業者支援

Ⅱ 中小・小規模企業の支援
Ⅲ 政策提言、要望活動の展開
Ⅳ 会員サービスの充実と

商工会議所の機能強化

※赤字・黄色線部が新規

2 全国商工会議所観光振興大会2020inおきなわ那覇大会開催
3 那覇商工会議所新会館建設に向けた取り組み

4 沖縄21世紀ビジョン基本計画等の推進及び新たな振興計画への提言、
5
6
7
8
9

沖縄振興税制の延長に向けた活動の展開
事業承継の推進
生産性向上・働き方改革の推進に向けた取り組み
中小企業の企業再生・経営改善の促進
世界最高水準の「国際リゾート・ビジネス空港」の実現に向けた取り組み
会員サービスの充実、組織の強化と財政基盤の強化
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4 事業項目
Ⅰ 地域経済産業の振興（主な取り組み）※赤字は重点事項、黄色線部分は新規事項
１ 沖縄の自立型経済の構築に向けた産業の振興

１ 沖縄 21 世紀ビジョン基本計画等の推進及び新たな振興計画への提言（基本計画の実現、2022 年度以降の新たな振興計画への提言）
3 全国商工会議所観光振興大会 2020in おきなわ那覇大会の開催
2 沖縄振興税制の延長に向けた活動の展開

2 産業・社会基盤の整備促進

「国際リゾート・ビジネス空港」
の実現に向けた取り組み
（航空貨物、海上物流）
１ 世界最高水準の
2 国際物流拠点の形成に向けた取り組み
（新たな振興計画における最も重要なプロジェクト）
3 那覇・浦添西海岸地域の早期整備について
（大型クルーズ船バース、大型ＭＩＣＥ施設、
インバウンド対応設備）
4 観光リゾート地の形成に向けた取り組み
5 沖縄鉄軌道計画の促進

3 産学連携による事業の促進

１ 沖縄科学技術大学院大学に係る産学連携の促進

4 生産性向上・働き方改革の推進に向けた取り組み

１ 生産性向上への取り組み
（経営力向上計画書の策定支援、生産性向上支援訓練の実施）
2 生産性向上のためのＩｏＴ、
ＡＩ等の活用促進（ＩＴ施策の情報発信、
ＩＴセミナー・相談会等の開催、ＩＴ導入補助金等の活用促進、
ＩＴスキル・リテラシー強化の促進、
サイバーセキュリティ強化支援）
3 働き方改革の推進（働き方改革関連法への対応等の周知、
ワークライフバランスに関するセミナー・勉強会の開催）
4 健康経営の推進（セミナー開催・情報提供、健康経営優良法人認定の取得促進） 5 外国人材受け入れスキームの周知

5 大規模災害への対応能力の強化

（事業継続計画）
の策定
１ 当会議所における災害発生時の実践的なＢＣＰ
ビジネス総合保険の紹介等
2 会員向けセミナー・研修会開催による会員企業におけるＢＣＰ策定促進、

6 地域・中心商店街の振興

１ 中心商店街各通りの活性化並びに個別店舗の経営改善支援（新型コロナウイルスに係る支援策の周知・活用促進、収束後の来街者増加策
（イベント等）
の実施、首里城再建迄の誘客対策の実施、 勉強会・講習会の開催、専門家派遣による経営改善への指導・助言、各通り会の活動・
イベント等の発信、
まちゼミの支援）
2 読売巨人軍那覇協力会の活動支援
3 沖縄間税会連合会・那覇間税会の活動支援
4 沖縄県観光おみやげ品公正取引協議会事業の推進

7 即戦力となる人材育成

１ 商工技術・実務教育の推進（日商・東商の各種検定試験の実施、情報処理技術者試験・情報処理安全確保支援士試験の実施）
3 学生のインターンシップ事業の推進
2 中小企業における人材確保と新規学卒者の就職内定率改善の取り組み

8 国際交流の推進

１ 中琉協会の活動の充実

2 沖縄日本香港協会の活動の充実

9 資源循環型社会への取り組み支援
１ 容器包装リサイクル法に基づく委託業務の推進

2「おきなわ ZERO プラ推進協議会」
の設立促進

Ⅱ 中小・小規模企業の支援（主な取り組み）※赤字は重点事項、黄色線部分は新規事項
１ 新型コロナウイルス感染拡大に関する事業者支援
（知事認定災害）
「融資対象認定書」
の発行、
１ 資金繰り支援（沖縄県融資制度「中小企業セーフティネット資金」融資対象４
マル経融資（新型コロナウイルス対策 )、新型コロナウイルス感染症特別貸付（特別利子補給制度活用により実質無利子融資）

2 雇用の維持（雇用調整助成金の活用促進）
3 要請活動等（アンケート調査による現状把握、事業継続・景気回復に向けた支援策の要請、追加支援策の利活用促進）

2 経営改善普及事業の推進
１ 経営発達支援計画の実施
2 融資制度の利用促進（マル経資金、沖経等） 3 専門指導事業
4 講習会・セミナーの開催
5 経営・技術強化支援事業（エキスパート・バンク） 6 専門家派遣事業 7 経営安定特別相談事業 8 経営指導員等研修会の実施
10 小規模企業共済、
中小企業倒産防止共済への加入促進
11 労働保険事務組合事業の推進
９ 補助金・助成金の利用促進
キャッシュレス決済導入の促進
（セミナーの開催、
加盟店募集等）
12
の普及、
13 その他の経営基盤強化事業（新商品開発・ものづくり・経営革新に関する情報提供・トータルサポート、記帳・税務指導（Ｅタックス）
インターネットによる会計システムの導入推進） 14 新たなサービス提供（新規事業）
の検討
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3 事業承継の推進

１ 沖縄県事業引継ぎ支援センター事業
2 プッシュ型事業承継支援高度化事業
3 小規模事業者等持続化支援事業（事業承継支援、創業後支援） 4 事業承継経営安定支援事業

4 販路開拓の促進

１ めんそーれ ! おいしい OKINAWA×TOKYO 食の大商談会
「商工フェアＩＮ美ら島エアフェスタ」)
2 見本市・展示会等への出店協力・各種催物等の支援（「スイーツフェア」、
3 那覇の物産展及び那覇市長賞の支援
4 貿易証明の発給等（日本産原産地証明書発給の電子化の推進）

5 中小企業の企業再生・経営改善の促進
１ 中小企業再生支援協議会事業

2 経営改善支援センター事業

Ⅲ 政策提言、要望活動の展開（主な取り組み）※赤字は重点事項、黄色線部分は新規事項
要望活動の積極的展開
１ 政策提言、

１ 沖縄県経済団体会議や他経済団体との連携による国・県等への意見・要望活動（新型コロナウイルス感染拡大に関する緊急対策、
2021年度税制改正（沖縄振興税制の延長）、那覇空港機能拡張整備、新会館建設への取り組み等）
2 九州商工会議所連合会等と連携した要望活動
3 県・市等の委員会・協議会への参加・意見具申

2 関係機関、
関係団体との連携強化

市内各商店街・通り会、沖縄県商工会議所連合会、沖縄県経済団体会議、
日本商工会議所、
九州商工会議所連合会、
九州経済連合会等の関係団体、国・県・市・関係市町村との連携強化

3 事業検討、
推進のための諸会議の開催
議員総会、常議員会、正副会頭会議等の開催

Ⅳ 会員サービスの充実と商工会議所の機能強化（主な取り組み）※赤字は重点事項、
黄色線部分は新規事項
１ 会員サービス事業の充実
ビジネス総合保険への加入促進）
１ 各種共済制度や保険制度の普及促進（生命共済制度・団体保険制度の普及促進、
3 パソコン教室の開催
4 永年勤続優良従業員の表彰
2 会員向け各種講演会・セミナーの開催
5 健康診断・成人病検診の実施
6 貸しホール等会館施設の提供
7 電子証明書の会員クーポン発行

2 広報活動・調査活動の充実
（Facebook、LINE）登録者増加及び内容充実
2 ホームページ・メールマガジン・ＳＮＳ
１ 商工業に関する情報の収集と提供
の内容の充実
4 賃金実態調査報告書の発刊
3 会報誌「ＮＡＨＡ ＣＣＩ ＮＥＷＳ」
の実施と景気動向の情報提供
5 商工会議所早期景気観測調査（ＬＯＢＯ調査）
6 新規事業の調査研究
7 記者会見の開催等によるマスコミへの情報提供

3 新春講演会の開催
4 経済・産業視察研修の実施
5 組織の強化と財政基盤の強化

１ 会員増強運動の展開並びに退会防止策の実施（会員訪問活動）
3 既存収益事業の拡充並びに新規収益事業の創出

2 会員特典の周知並びに会員サービスの徹底
4 各種研修会・講習会への職員参加、各種資格等習得の促進

6 部会・委員会の活性化
7 女性会・青年部の活動支援

への積極参加）
１ 女性会（九州総会・役員会の沖縄開催、女性会創立４０周年事業、婚活事業、子供の貧困対策等への貢献、全国総会（倉敷）
青年部
（青年部創立４０周年事業、
商工会議所事業への積極参加、
わったー那覇めしグランプリ決定戦の開催、
九州ブロック大会
（長崎）・
2
全国大会（福井）等への積極参加）

8 那覇商工会議所新会館建設 に向けた取り組み

１ 新会館建設に係る基本設計・実施設計の着手（令和 4 年度竣工を目途）

2 自己資金の造成
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商工会議所の動き
沖縄県観光おみやげ品公正取引協議会

観光土産品表示適正化研修会（食品表示法について）を開催

２月２１日
（金）
に
「観光土産品表示適正化研修会（食品表示法に
ついて）」
を開催しました。
（受講者４７名）
講師には、沖縄県農林水産部流通・加工推進課 志良堂氏、保健
医療部衛生薬務課 嘉数氏、保健医療部健康長寿課 上原氏の３
名様をお招きし、食品表示法の品質事項・衛生事項・保健事項の３項
目についてお話をいただきました。
冒頭、松本元一会長より
「観光土産品公正競争規約はもとより、食
品関係法令を遵守し、沖縄の観光産業の更なる発展のため、
より良い
製品づくり、消費者の皆様に安心・安全をお伝えできる適正でわかり
やすい表示に努めなければなりません。」
との挨拶がありました。
今年は食品業界において、食品表示の５年間の移行期間が終了
し、
２０２０年４月１日の製造分から、新食品表示法に完全移行とな
る年であります。そのため、協議会会員事業所にとっては、商品パッ
ケージの表示が、法令に則った新表示に変更されているか、未だ新表
示への移行が済んでいない事業所にとっては適正な表示へ変更する
ための改めての学習の場となり受講者皆真剣に聞き入っていました。
また、研修会終了後には、各講師へ個別質問するなど、適正表示研修
会の感心の深さを目の当たりにしました。
今後とも、
このような研修会、認定審査会や試買審査会を通じて観
光土産品の適正表示を推進していきます。

志良堂敏子 講師

嘉数明日香 講師

上原梓美 講師

全体風景

食品表示法HACCP対応セミナー開催
３月５日
（木）県立博物館において食品表示法HACCP対応

セミナー
（沖縄県商工会議所連合会主催）
を開催しました。

本セミナーは２部構成となっており、第１部では、
（株）
クロック

ワーク 大兼久巧 氏により食品表示制度の主旨やHACCPにつ
いての説明がありました。

食品表示制度の主旨

消費者に対し、食品の内容を正しく理解できる情報提供を

行うことにあります。主に食品の製造・加工・輸入者、販売者が

食品（生鮮食品・加工食品・添加物）
を販売する場合に表示を
必要とします。

【表示項目】①名称：商品名でなく一般的な名称
名：使った材料を使用量順

③添加物

②原材料

④アレルギー物質（７

つの義務表示、
２１品目の推奨表示）⑤遺伝子組替表示（８農
産物、
３３加工食品）⑥原料原産地

⑧期限表示：賞味期限・消費期限

者、
加工者、
販売者

など

⑦内容量：g、ml
⑨保存方法

個数

⑩製造

⑪栄養成分表示：エネルギー、
タンパク質

HACCP

Hazzard Analysis and Critical Control Point

我が国を取り巻く環境変化や国際化の進展に対応し、食品

の安全を確保するため重点管理点（CCP）
を定めた工程の衛

生管理を行うものです。既に取り組んでいる職場では、計画を

策定し、記録し、共有することで製造現場の生産性向上も図ら

11 NAHA CCI NEWS No.803

（株）
クロックワーク
大兼久巧 氏

沖縄物産コーディネーター
池村博隆 氏

れます。主に以下の点が衛生管理の項目として挙げられます。
施設設備の清掃・保守点検、原材料・資材の受入、機械器具

の清掃・確認点検、製品の出荷、
ネズミ・昆虫の駆除、従事者

の健康管理・衛生管理・入室管理、排水・廃棄物の衛生管理、
衛生教育、使用水の点検・管理、
事故対応・自主回収など。

第２部では、 沖縄物産コーディネーター 池村博隆 氏よ

り、県外スーパー、百貨店との商談の進め方についての解説
が行われ、基本的に大手流通業との取引に関しては、1次問

屋、2次問屋など商社を通した商流構築が一般的であるとの

説明がありました。購買層となるターゲットを想定して、
どの
店舗の売場、棚に陳列されるかサイズ等も意識して商品開発

を行うだけでなく、県外バイヤーとしては、
ナショナルブランド
にはない地域性や独自性、付加価値をいかに伝えられるかを
意識する必要があるとのお話しがありました。

（中小企業相談部

當山）

健康経営優良法人 2020 認定企業インタビュー

（株）東洋企画印刷

2020

健康経営優良法人
Health and productivity

健康運動指導士による体操講座

「社員が生き生き働くことができる職場づくり」
を実現するため健康経営に取り組む
創業からテーマとして掲げてきた
「少数精鋭」
のプロ集団
化と、行動目標である
「創意工夫」
を原点に、
より斬新なアイ
デアと最先端の技術で社会から必要とされる企業を目指
し、社員がいきいきと働くことができる職場づくりを実現す
るため、創業時より健康を意識した経営に取り組んで参り
ました。
具体的な取り組みとして、収穫祭（栄養会）
や平和の団結
リレーと題した社内駅伝大会、ボウリング大会などを毎年
行っています。
こうした行事を維持していくことで、仲間意識
も高まり、生産性のアップにもつながり、2020年（令和2
年）3月には、社員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略
的に実践する
「健康経営」
の取り組みが優良であると認めら
れ
「健康経営優良法人2020（中小規模法人部門）
に認定さ
れました。

健康経営とは

従業員の健康管理を経営課題とし、戦略的に取り組
む経営手法のことです。健康経営がもたらすメリットと
して、従業員が健康になり欠勤率の低下、仕事に対す
るモチベーションが上がり、労働生産性を向上させる
ことができます。
また企業価値やイメージの向上、従業
員の離職率の改善にもつながります。

健康経営優良法人認定制度とは

地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議
が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健
康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を
顕彰する制度です。

C O MPA NY PRO F IL E

ものづくり産業だからこそ、
健康経営に取り組む必要を感じた

創業当初は人材・設備・資金に乏しく、一人で二役も三役も担い、深
夜におよぶハードワークをこなしている状況でした。
それから23年経
過した今日では、設備が向上し安定性が保たれるようになりました。
現在は技術の継承を始めとする人材育成に力を入れています。
ものづ
くり産業は、
「発想（アイデア）
をカタチに変える仕事。心身とも健康で
なければいいアイデアは出ない。体の健康は心の健康と直結してい
る。」
と感じ体を動かす恒例行事を多く行っていたところ、
アクサ生命さ
んより健康経営について情報提供をいただき、
これなら今やっている
ことをベースにプラスアルファで取り組めると感じ健康経営をスタート
しました。

大城佐和子専務（左）
と大城孝社長（右）

社

名 ：（株）東洋企画印刷

代表者名 ： 代表取締役
業

大城

孝

種 ： 取材・執筆・撮影、企画・デザイン・
編集、各種PV制作、動画配信、
商業印刷全般、書籍の印刷・出版・販売

所 在 地： 糸満市 西崎町
社 員 数 ： 41名

創 業 年： 1997年（平成9年）1月1日
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社内ボウリング大会の様子

１日２回のうちなーぐちラジオ体操

（株）東洋企画印刷が取り組んだ健康経営活動
沖縄県職場の健康力アップ補助金を活用し、体幹トレーニング器や体組成

計を設置したと同時に、全従業員にスマートウォッチを配布し、日々の歩数と
体重をデータで管理することで、各々の健康について意識づけを行っておりま

す。就業日には１日２回の“うちなーぐちラジオ体操”も実施しています。

また、アクサ生命による健康経営サポートを受け、健康習慣アンケートを全

従業員に実施し、アンケート結果を元にしたフィードバックセミナーや健康運
動指導士によるストレッチ体操講座、メンタルヘルスセミナー及び過重労働
防止に向けた具体的目標の設定など、
様々な取り組みを行っています。

それ以外では、年間を通してボウリング大会や社内駅伝大会、自社栽培し

た野菜の収穫祭など様々な恒例行事を行っています。

自社内農園で栽培した素材で調理（収穫祭にて）

収穫祭（栄養会）
では、社員全員で収穫したジャガイモをその場で下ごしら

え、調理を行い
「カレー」
「豚汁」
「マッシュポテト」
に姿を変え、全員で美味しく
いただきました。

9年間続けている社内駅伝大会は、
沖縄戦で亡くなられた方々への慰霊と、

ここ糸満の地で平和に経済活動が出来る尊さと感謝の気持を届ける意味で
スタートしました。精一杯仕事ができることに日々感謝し、共に働く仲間に友
情のバトンをつなぎ、全員が同じ目標に向かいお互いを助け合いながら完走

することで、
仲間意識が高まり、
業務にも良い影響が出てきました。

こうした行事は、大変意義のある活動になっていると実感しています。

折り返し地点となる平和の礎にて

業務効率が上がり、楽しく仕事ができる

健康経営を実践することで、心身ともに健康になり、仕事の効率が

上がり、
お客様のニーズに応えるだけでなく、喜んでもらえる提案が

できています。楽しく仕事ができる環境を作るためにも常に健康を

保っていきたいです。
こうした行事を維持していくことで、仲間意識も
高まり、生産性のアップにもつながります。今回の健康経営宣言を機

にさらなる健康促進を図るため、今年は若手メンバー主体でフットサ
ル大会にも参加しました。

本社ロビーで認定証を手に撮影

強い会社づくりのためにも健康を保っていきたい

今後の課題と展望は、多様化する特殊印刷の対策と付加価値商

品の課題があります。印刷市場の要望がマーケティング形式に変化

しているため、積極的に対応できるチームづくりを強化したいと考え

写真はダミー

ています。

強い会社では、個々の能力だけでなく事業に対する想いの度合い

が組織を左右すると思っています。社員同士が技術を高め合い、
お互

いの役割を最大限発揮することで会社全体の活力につながると信じ

ています。
より斬新なアイデアと最先端の技術で社会から必要とされ

健康経営優良法人認定証
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る企業を目指すためにも、
健康を保っていくことが重要です。

Member announcement

Member announcement

「会員の窓」は、会員の皆様が扱っている
商品、サービスなどを無料で紹介する
コーナーです。
掲載ご希望の方は右記要項を確認の上、
当所担当までご連絡ください。

掲 載 内 容 貴社の新製品や各種サービス、
イベントの
告知等にご利用下さい。
提 出 原 稿 ①事業所名 ②住所 ③電話番号・FAX
④HPまたはE-mail
⑤紹介文
（１）見出し文字40字まで
（サブタイトル含む）
（２）文章…200文字程度
（３）画像１枚…商品・各種サービス・店内・
外観など1枚ご提出下さい。

あなたの会社・
店舗商品・
サービスなどを
無料で
宣伝しませんか！？

提 出 方 法 下記のメールアドレスへご提出下さい。
E-mail : tyogi@nahacci.or.jp
※または郵送でも承ります。
掲 載 月

掲載月については、
申込み状況により調整
させて頂きますので、
お問合わせ下さい。

原 稿 締 切 毎月15日
（翌月掲載）

お問合せ先

那覇商工会議所

〒900-0033 那覇市久米2丁目2番地10号
広報担当

企画業務部

与儀

TEL

098-868-3758
NAHA CCI NEWS No.803 14

第285号
第275号

月号
64月号

2020年
2019年

HAISAI
那覇商工会議所青年部会報

スローガン 人・熱・風 ～信じる力～

優秀委員会賞を受賞したアグリ Biz 委員会

最優秀委員会賞を受賞した組織交流委員会

令和元年度褒章発表
新型コロナウイルスの影響を受け、3 月 18 日
（水）
に予定されていた
褒章表彰式が中止となりました。
そこで、紙面にて褒章発表をさせて頂きます。

優秀新人会員賞

功労会員賞

● 総務委員会

● 総務委員会

赤嶺 哲郎
● ＰＲ委員会 知念 義弥
● 組織交流委員会 小橋川 智
● スキルアップ委員会 渡嘉敷 一樹
● ビジネス委員会 濱田 洋一
● 地域活性政策提言委員会

田仲 敦美

最優秀新人会員賞

最優秀功労会員賞

● アグリＢｉｚ委員会

● スキルアップ委員会

太志 義弘

杉本 満

褒章委員会特別功労会員

優秀委員会賞

● 組織交流委員会

● アグリＢｉｚ委員会 委員長

大山田 亘

最優秀委員会賞
● 組織交流委員会委員長
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前原 正人
● ＰＲ委員会 村上 ゆかり
● ビジネス委員会 神谷 健二
● アグリＢｉｚ委員会 林 誠
● 地域活性政策提言委員会 新垣 順也

小橋川 傑

高久光治

HAISAI

令和元年度卒業生紹介

ご卒業された皆様、本当におめでとうございます。又、
ＹＥＧ活動お疲れ様でした。

あおい建装

宮城 卓朗

沖縄トヨペット
（株）

堀川

剛

エールクリエイト
（株）

伊敷 義一

（株）大輝

村上 輝幸

(有)クリアテック沖縄

金城 友香

（株）
アカネクリエーション

杉山 昭人

錦屋旗店（株）

金城

敦

(有)ワールド商会

高良 勝盛

(有)鏡原酒販

沖縄コカ・コーラボトリング
（株）

（株）新垣通商

(有)沖縄ガス圧接

島袋

偉

新垣 昌人

（株）宮平設計

宮平 元嗣

（株）
ジャンボツアーズ

伊禮 香織

池原

林

孝

誠

（株）K-PLUS 沖縄oﬃce

新垣 順也

沖縄トヨタ自動車（株）

玉城 幸次
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那覇商工会議所青年部会報

令和元年度卒業生紹介

ご卒業された皆様、本当におめでとうございます。又、
ＹＥＧ活動お疲れ様でした。

Blue Life Creation Pte.LTD。

南里 貴裕

（株）K＆F's Company

神谷 健二

B級酒場 free moon

炭火焼肉BISTRO 山城牛

（株）
ＦirstLine

株式会社 幸

（株）三共コンサルタント

（株）JTB沖縄

仲程

誠

奥村 幸定

新垣 直哉

大山田

亘

新垣

剛

本間 文晃

那覇商工会議所青年部 では 新入会員を 募集中 です！
異業種交流の場としてあなたも青年部活動に参加してみませんか？
会員の資格
本会の会員は、那覇商工会
議 所の会員事務所に所属
する年齢45歳以下とする。
会

費

年額6万円とする。
お問合せ

那覇商工会議所青年部事務局 TEL：098-868-3758

開催中止の
お詫び

村上 ゆかり

第 9 回わったー那覇めしグランプリは新型コロナウイルスによる感染拡大防止の
為、誠に残念ながら開催中止となりました。情報が錯綜する中で、感染拡大防止は
もとより、来場者数減による出店店舗への売上げ減の影響、なにより今後の影響を
考慮し苦渋の判断をさせて頂きました。
出店企業様からの期待値も高く、これまでの那覇めし事業の成果がまた少しずつ
積み上がってきていることを実感していただけに、誠に残念です。
8 月の実行委員会の立ち上げから、様ざまな準備に携わっていただいた実行委員
会の皆様の事を思うと胸が痛みますが、今回の開催準備に懸けた時間や考えや行
動を、次回の那覇めしに余すことなく活かしていくことで、第 9 回那覇めしを意義
のある物にしたいと思います。ご協力誠にありがとうございました。

第 9 回わったー那覇めしグランプリ決定戦
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なはエネルギー（株）

実行委員長

平良 真裕
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「渋沢栄一の勉強法」
渋沢栄一は、明治以降に４８１（東商調べ）の
会社や、６００余りの社会事業にかかわり、ノー

もおいおい面白くなるから、せいぜい多く読むが
よい」

ベル平和賞の候補にも二回なった「日本の近代

たくさん読めば読解力も自ずとつく、という観

化の父」とでもいうべき偉人に他なりません。昨

点から、面白いと思ったものを乱読させていった

年、大河ドラマの主人公や新一万円札の肖像に

のです。
こうした学び方によって、栄一はまず大の読書

決まり、一躍脚光を浴びるようになりました。
この連載では、そんな彼の思想や行動から、現

好きになりました。子供のころ、本を読みながら

代に活かせる知恵を学んでいきたいと思います。

道を歩いていて溝に落ちてしまい、母親に怒られ

まず一回目は渋沢栄一の勉強法について。

たこともあったそうです。

江戸時代に豪農の子として生まれた彼は、６歳

さらに、彼は歴史書の類を大量に読むことに

から父親のもとで、８歳から従兄の尾高淳忠（お

よって、
「物事を判断するさいは、自分とは反対

だかじゅんちゅう）のもとで漢籍を学びます。そし

の意見も含める形で幅広く情報を集め、それをも

て、この尾高の教え方がとてもユニークで、栄一

とにして大局的に見ることが重要」ということも

に次のように述べたそうです。

学んでいきました。

「読書の読解力をつけるには読みやすいもの

たとえば彼は23歳のとき、幕府の転覆を目指

から入るのが一番よい。どうせ四書・五経を丁寧

して高崎城襲撃計画というのを立てます。仲間

に読んで腹にいれても、真にわが物になって、働

を集め、武器も集めて決行前夜というときに、京

きを生ずるのは、だんだん年を取って世の中に関

都から帰ってきた同志から実行を反対されるの

わっていった上にあるのだから。今のところでは

です。渋沢栄一は「ここまで準備して、いまさら止

かえって『三国志』でも『八犬伝』でも、何でも面

められるか」と同志と激論になりますが、最後に

白いと思ったものを、心をとめて読みさえすれ

は相手に理があると認め、中止にします。こうし

ば、いつか読解力がついて、
『日本外史』も読め

た彼の柔軟さは、幼少のころの勉強法によって

るようになり、
『十八史略』も『史記』も『漢書』

育まれた一面があるのです。

作家・グロービス経営大学院客員教授

守屋

淳（もりや・あつし）

１９６５年生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。現在は作家として
『孫子』
『論語』
『韓非子』
『老子』
『荘子』
などの中国古典や、
渋沢栄一などの近代の実業家についての著作を刊行するかたわら、
グロービス経営大学院アルムナイスクールにおいて教鞭を
とる。著訳書に34万部の
『現代語訳 論語と算盤』
や
『現代語訳 渋沢栄一自伝』、
シリーズで20万部の
『最高の戦略教科書
孫子』
『マンガ 最高の戦略教科書 孫子』
『組織サバイバルの教科書 韓非子』
などがある。
２０１８年４～９月トロント大学倫
理研究センター客員研究員。
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那覇商工会議所では、沖縄の自立的発展
と世界の科学技術の向上に寄与すること
を目的とした OIST の理念に共感し、研究
成果を紹介していきます。

貿易部会開催

不思議な粒子
沖縄科学技術大学院大学（OIST）の量子技術のための光・物質相互作用ユニット
の研究者達は、リュードベリ原子と呼ばれる、通常は見られない大型の励起原子を
ナノスケールの光ファイバー付近に生成しました。

この 発 見は、量子 情 報 処 理の 新たなプラット

フォームへの進歩を示すものであり、材料や創薬の

分野で革命をもたらし、より安全な量子通信を提供
できる可能性があります。

動してより大きな原子を生成します。この大型の原

子サイズにより、周囲の環境および他のリュードベ
リ原子の存在に対しての感度が高まるのです。

実験を通して研究者達は、光ナノファイバーのほ

キューバ共和国駐日大使
リュードベリ原子は電場と磁場に対して非常に影
が表敬訪問
響を受けやすいことから、長年にわたり物理学者が

んのナノメートルという範囲内にリュードベリ原子を

ファイバーと組み合わせて使用すれば、新タイプの

光学トラップを脱出しますが、この原子の損失が、

関心を向けてきました。この超高感度原子は光ナノ
拡張可能な量子デバイスに役立つかもしれません。
しかし一方で、リュードベリ原子を制御するのは至
難の技です。

研究の主な目的は、リュードベリ原子をナノファイ

後継者塾開催

置き、原子とナノファイバー内を移動する光との相
互作用を増幅させました。リュードベリ原子は磁気

光のパワーと波長にどのように依存するかを調べる
ことにより、リュードベリ原子の挙動の一部を理解
することができました。

研究者達によれば、光ナノファイバーを伝わる光

バーに近づけることでした。

でリュードベリ原子を励起させて制御することによ

用し、ルビジウム原子のクラスターを捕獲後、原子

子計算への漸進的な進歩の可能性が出てきたと言

実験は磁気光学トラップと呼ばれるデバイスを使

の温度を約120マイクロケルビン（絶対零度を少し

超える程度）まで下げ、ナノファイバーを原子のクラ

り、量子通信の方法への道が開かれるとともに、量
います。

OISTの研究員で本論文の共著者でもあるジェ

ウドの中に通しました。

シー・エヴァレット博士は「リュードベリ原子を利用

タの光ビームを使用し、ルビジウム原子をよりエネ

路制御が可能になります。」と説明します。

次に、ナノファイバーを通過する波長482 ナノメー

ルギーの高いリュードベリ状態に励起しました。ナノ
ファイバー表面の周りに形成されたリュードベリ原

子は、通常よりもサイズが大きい原子です。 原子内
の電子がエネルギーを得ると、原子核から遠くに移
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すれば、非常に少量の光でも通信信号の安全な経

今後は、リュードベリ原子の特性を光ナノファイバー
と組み合わせてさらに研究し、将来的にはこのシス
テムの可能性と限界を探求するため、よりサイズの
大きいリュードベリ原子を探求していく予定です。

魅力ある
ラビリンスタウン
ATTRACTIVE LABYRINTH TOWN

相思樹並木から聴こえてくる歌
る大戦から敗戦後七一年が過ぎた。空と海

並 ん で い る。生 徒 や 教 職 員 が 空 間 の 中 央 に 向

写真が女学生のままの姿で壁面一杯に展示され

いる。戦争で命を失ったひめゆり学徒隊の遺影

文と絵 ＝ローゼル川田

と地上戦で荒れ狂った美しい琉球石灰岩

かって初々しく希望に満ちた眼差しで微笑んで

去

の島は、人々にも自然にも未曽有迂の体験をさせ

を導いているように正面を見据えている。

いる。教師たちは同じように女学生の夢と希望

命を摘み取り残虐な風景をつくりだした。
七一年の時を経て、石灰岩の島々の地表には緑
の合間に集落や街並みが拡がり基地も混在する

樹並木」のトンネルが想起される。現在の栄町市

師範）の校門までの一〇〇メートルに及ぶ「相思

高等女学校（一高女）と沖縄師範学校女子部（女子

咲く季節になると、戦争で壊滅した沖縄県立第一

至る所に点在する相思樹の球状の黄色い花が

であった。

として高いレベルの音楽教育に勤しんだばかり

卒業した新進気鋭で才能にも恵まれた音楽教師

の東京音楽学校（現東京芸術大学）のピアノ科を

の助教授として赴任した東風平は、当時の難関

三年（昭和一八年）九月の卒業と同時に女子師範

の音楽教師東風平恵位の顔写真がある。一九四

その写真の中に「相思樹の歌」を作曲した一人

場界隈を含みリウボウから大道小学校まで隣接

風景がつくりあげられた。

し 八〇〇〇坪 の 広 い 敷 地 だ っ た。各 教 室 に 講 堂、

り、一高女は「知性と豊かな教養を育む女性の育

た。女 子 師 範 は 教 員 養 成 の 県 内 の 最 高 学 府 で あ

子師範は一九一六年に同じ場所の併置校になっ

運動場にテニスコート、プール施設。一高女と女

黛敏郎他、日本の音楽界に多大な功績と名曲を

平恵位のほぼ同世代には團伊玖磨、芥川也寸志、

作、高木東六、
「てるてる坊主」の中山晋平。東風

「荒城の月」の滝廉太郎、「赤とんぼ」の山田耕

教育を先導し、多くの楽曲を世に送り出した。

戦後、同校の卒業生たちは日本や世界の音楽

成」とうたわれた。高等女学校から女子師範へ進

ＨＫの電波から全国に送られた團伊玖磨作曲の

残した人たちが名を連ねる。一九四八年の春、Ｎ

体育館、図書館に寄宿舎や同窓会館まであった。

した両校の女学生たちは恵まれた教育環境の中

学することもできたが、全県下から難関校に入学

た名曲である。

戦時の真っ最中に歌われ続けてきた「相思樹

「花の街」は全ての人たちに長い間親しまれて来

の歌」は戦後もひめゆり学徒隊の生存者の方々

で、県内外から赴任した優秀な教職員と共に有意
徒と教師で構成された「ひめゆり学徒隊」は陣地

義な学園生活を送っていた。去る大戦で両校の生
構築の作業や看護班として戦場で任務に当たり、

た。

り出し、教育畑を初め様々な分野に旅立っていっ

職員に長年にわたり親しまれ多くの卒業生を送

相思樹の並木は両校のシンボルとして生徒や教

うに遠ざかった。

い声が相思樹並木のトンネルに吸い込まれるよ

相思樹並木の黄色い花のトンネル。女学生の笑

広がりを感じさせる名曲である。

七〇年の時を経た今も透明感に溢れ、普遍的な

思樹の歌』を何度も聴いている。

戦時中、東風平恵位がたった一曲作曲した『相

を中心に歌い継がれている。

「ひめゆり平和記念資料館」の第四室に歩み寄

安里交差点近くから南側の校門に至るまでの

過酷で悲惨な体験をし、多くの命を失った。

ると女性の合唱が空間全体に風のように流れて
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おそるおそる背後から近づいて
画面をのぞいてみると、眼前の現
実の風景よりも、より鮮やかな色
彩が目にとび込み、画面全体がい
きいきと踊っているようにみえ
（ １」
）
たのである。
と、大嶺が描く色
彩の豊かさに触れて、画家になる
夢を持つようになりました。
１９５２年にアメリカ留学か
ら帰郷後、 歳の大城は、首里高
等学校社会科の教師となりまし
た。こ の 頃 か ら、沖 縄 の 洋 画 家・
名渡山愛順の元へ通い、１９５７
年まで、洋画の手ほどきを受けま
す。その後、沖展や東京に本部を
持つ二科展などの美術展に出品
を重ねるのですが、１９５７年出
品作の《墓と家》
（第 回二科展）
は、沖縄らしさを主題に求めた、
大城の原点となるような作品で
す。
大城精徳の名を知る人の多く
は、郷土文化の研究者としてです
が、画家としての仕事も目を見張
るものがあります。現在、美術館
コレクションギャラリー２ では、
「大城精徳の仕事」展を開催して、
水 彩 画５ 点 と 油 彩 画 あ わ せ て
点の絵画と資料類をまとめ、ご紹
介 し て い ま す。こ の 機 会 に ぜ ひ、
足をお運びください。
（主任学芸員 豊見山 愛）

43

22

美術館コレクションギャラリー２

大 城 精 徳、あ る い は 大 城 精 豊
（おおしろせいとく、おおしろせ
いほう、１９２８年９月 日〜２
００７年 月 日）は、沖縄の画

す。大 城 は、ニ ュ ー・メ キ シ コ 大
学で社会学を専攻して帰郷し、高
校教員を経て、琉球政府立博物館
（現・沖 縄 県 立 博 物 館・美 術 館）
の学芸員も務めました。博物館を
家であり、雑誌『琉球の文化』
（第
辞職後に立ち上げた琉球文化社
１ 号 １９７ ２ 年３ 月〜第５ 号 １
９７４年５月、琉球文化社発行 ) は、沖縄の歴史文化を研究する多
士済々の面々が名を連ねる専門
を創刊した、郷土文化の研究者で
誌『琉球の文化』を発行し、また大
城自らも、執筆者の一人に名を連
ねています。その研究活動は書籍
「琉球の屋根獅子」（１９７ ２ 年、
琉球文化社 を
) 筆頭にして、歴史・
民 俗・芸 能・美 術 工 芸 と 多 岐 に
わたり、細やかな聞き取りを行っ
ています。大城の「琉球の屋根獅
子」は『民藝』
（２０１８年６月号
特集・祈りの屋根獅子、発行・日
本民藝協会）に再録され、広く読
まれています。
大城が絵画を描くようになっ
たきっかけは、戦後間もない１９
４７年に出会った、ある画家から
の 影 響 で し た。大 城 は 歳 の 時、
旧具志川市にあるアメリカ陸軍
需品科（Ｑ М）部隊司令部で、通訳
兼運転手として採用されました。
ある日、副官の指示で、沖縄の有
名 な 画 家・大 嶺 政 寛 を 迎 え に 行
きます。その際に「金武湾に向っ
て 一 心 に 絵 を 描 い て い るＨＢＴ
（米軍野戦服）姿の画家があった。
19

（ １ ）大 城 精 徳「 大 嶺 先 生 と の 出 会 い 」『 新 生 美 術 』第 ７ 号 、新 生 美 術 協 会 発 行
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「大城精徳の仕事」展
通信

12

17

14

「大城精徳の仕事」2020 年 2 月 15 日 ( 土 ) ～ 6 月 28 日 ( 日 ) 沖縄県立博物館・美術館コレクションギャ
ラリー２。寄贈作品を含めた絵画 22 点を展示公開している。

大城精徳《墓と家》1957 年、キャンバスに油彩、91×118cm
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で

「那覇商工会議所会報誌」で
あなたの会社をPRしませんか？
広告規格
（A4 判）

連続申込特典

広告料

１ 裏表紙
（全面）

11万円

2 表紙内側
（全面）

10万円

7

6ヵ月連続申込で
掲載広告料

3 裏表紙内側
（全面）

9万円

4 誌面内
（全面）

7万円

1ヵ月分が

5 誌面内
（ 1/ 2 面）

5万円

6 誌面内
（ 1/ 4 面）

3万円

８ 12ヵ月連続申込で

7

6ヵ月連続申込

8 12ヵ月連続申込

無料

掲載広告料

3ヵ月分が

各規格

広告料×5回分

各規格

広告料×9回分

無料
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4,350社へ配布！
（毎月15日発行）
全会員事業所へ郵送するため、事業所向けの
広告ツールとして有効です。

全ページオールカラー！
必要な情報が見やすくなりました。

コストパフォーマンスが高い！
単独 DM に比べ低コストで高い効果が
期待できます。

訴求効果が高い！
経営者に直接届き、
高い訴求効果が見込めます。
※発行日は毎月 15 日です。15 日が土日祝祭日の場合は、翌営業日が発行日となります。

お問い合わせ先

TEL

那覇商工会議所

098-868-3758

企画業務部

FAX

与儀

098-866-9834

入稿締切日は毎月25日です。
※内容によってはお断りさせて頂く事もございます。

E-mail

tyogi@nahacci.or.jp
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