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企業PR便のご案内
企業広告募集のご案内
インスタグラムビジネス活用セミナーのご案内
テレワーク時代に潜むセキュリティリスクのご案内
成人病検診のご案内
九州・沖縄経営者塾【沖縄教室】
外国人労働者雇用説明会のご案内
NTT西日本からのご案内
チームリーダースクールのご案内
定着支援フォローアップセミナーのご案内
キャシュフロー経営講座のご案内
PCレンタルサービスのご案内
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格安ホームページ制作のご案内
経営の悩みを専門家派遣で無料解決のご案内
採択実績66.6％！再構築補助金支援のご案内
テレワークセミナーの開催のご案内
那覇市中小企業マネジメントスクールのご案内
オフィス環境のイノベーションのご案内
事業再構築補助金申請代行サービスのご案内
月額HP作成サービス Firstのご案内
ワークライフバランス推進事業のお知らせ
労働環境課題改善セミナーのお知らせ
小規模事業者等IT導入支援事業のご案内
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ハロウィン（アメリカンビレッジ）

ハロウィンの起源は、秋の収穫を祝うケルト人のお祭りです。先祖の霊をお迎えするとともに
悪霊を追い払うお祭りで、日本でいえばお盆にあたる行事です。日本では子供や若者たちが
仮装して楽しむイベントとなっています。

i n おきなわ那覇」開催のお知らせ

大会テーマ 経済再生 〜観光産業の変革と創造〜
新型コロナウイルス感染症のパンデミックは人々の生活を一変させ、経済に破壊的なダメージを

与えました。様々な産業が関わるすそ野の広い観光産業は、地域経済の回復と更なる成長において、
大きな役割を果たします。おきなわ那覇大会では、観光産業の変革と創造について考え、複合的か
つ多岐にわたる課題を解決し地域経済再生の取り組みを学べる大会といたします。

「全国商工会議所観光振興大会」とは
各地における観光に対する意識改革と普及啓発を図り、地域のホスピタリティ能力の向上や魅力
ある観光資源の発掘、情報発信の取り組み等を学ぶことによって、まちづくりと一体となった観光振
興の推進に資することを目的に、2004年から毎年開催されております。

沖縄県においてハイブリッド開催を予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染症拡大

の状況、参加者の皆様、地域住民等の安心・安全を鑑み、苦渋の決断ではありますが、現地参
加者の募集は行わず、完全オンラインにて開催することといたしました。

詳細については、那覇商工会議所HP内の大会特設ページに掲載されているパンフレットを

ご参照ください。

特設ページはこちら

NAHA CCI NEWS No.821 02

「全国商工会議所観光振興大会 2021
１日目

12月6日（月） 分科会（15：30 - 17：00）

全 体テーマ
分科会１

[地方観光の底 力 〜危機を乗り越え、新たな観光のステージへ〜 ]

想定外に備えよ！

未曾有の災禍を経た教訓から、耐力のある柔軟
な観光産業の在り方について、観光危機管理の
観点から議論を深める。

高松

〜危 機に立ち向かう観 光 経 営〜

正人

東洋大学国際観光学部

分科会2

氏

専務理事

久保田 穣

山北

氏

公益社団法人 日本観光振興協会
理事長

栄二郎

（株）JTB
代表取締役

下地

氏

芳郎

氏

（一財）沖縄観光コンベンション
ビューロー会長/琉球大学
国際地域創造学部 客員教授

社長執行役員

越智

正樹

小渡

氏

国立大学法人琉球大学 国際地域
創造学部 観光地域デザイン
プログラム長・教授

晋治

渕辺

氏

（株）okicom 取締役常務/
（一社）琉球びんがた普及伝承
コンソーシアム 事務局長

美紀

氏

沖縄経済同友会 代表幹事/
（株）
ジェイシーシー
代表取締役会長

DXをフル活用せよ！〜待ったなしの『観 光 DX 』〜

観光産業の変革、国際競争力向上に向け観光DXは
喫緊の課題である。本分科会では、観光産業におけ
るDXの意義と、生産性の向上や消費行動の変化に
対応したビジネスモデルの創出、観光需要停滞下で
の収益低下要因の緩和など期待される効果に対す
る理解を深め、
観光産業全体のDXについて考える。

2日目

裕吉

（一社）富士五湖観光連盟

観 光資 源の魅力を極めろ！〜地 域 の魅 力「彩」発 見〜

新型コロナウイルス感染症は、観光業だけでな
く、
長い歴史を持つ地域の伝統文化の存続やス
ポーツツーリズムなど様々な分野にも大きな影響
を及ぼした。
本分科会では、
伝統文化、
スポーツ、
自然の各分野から、
地域の魅力を活かした特色あ
る
「まち」
づくりについて考える。

分科会4

客員教授

上野

氏

（株）
サンダーバード 代表取締役

新たな成長戦 略を描け！〜これからの 観 光 戦 略〜

時代の流れを捉え、国内外観光客のニーズに応
えられる新たな観光成長戦略と環境経営につ
いて考える。

分科会3

翁長 由佳

氏

観光レジリエンス研究所 代表/

永井

義人

東 良和

氏

（一財）沖縄ITイノベーション
戦略センター
（ISCO）専務理事

國吉

氏

沖縄ツーリスト
（株）代表取締役会長

博樹

氏

沖縄セルラー電話（株）
取締役 営業本部長

12月7日
（火） 全体会議
（9：00 - 12：30）

●商工会議所における観光振興の取り組みについて
●2021年度全国商工会議所きらり輝き観光振興大賞表彰式・大賞受賞商工会議所事例発表
●基調講演・パネルディスカッション

新・観光産業
基調講演
地域経済再生の鍵は観光産業が担っている。
人
の流れが再開した時に経済復興の受け皿と成り
得る観光産業のあり方について改めて考える。

パネル
ディスカッション
基調講演とリンクし同タイトルで開催。
パネリストを交えそれぞれの立場から
「観光」
の
これからについて議論を深める。

〜 地 域の総合産業としての観光のあり方〜

藻谷

浩介

氏

下地

芳郎

氏

（株）
日本総合研究所 主席研究員/
（株）
日本政策投資銀行 地域企画部 特任顧問/
特定非営利活動法人ComPus地域経営支援ネットワーク 理事長

藻谷

（一財）沖縄観光コンベンション
ビューロー会長/琉球大学国際地域
創造学部 客員教授

お き な わ 那 覇 ア ピール 採 択

浩介

次回開催地挨拶

【お問い合わせ先】

那 覇 商工会 議 所
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TEL

山北

氏

（株）
日本総合研究所 主席研究員/
（株）
日本政策投資銀行 地域企画部
特任顧問/特定非営利活動法人
ComPus地域経営支援ネットワーク
理事長

（098）868 - 3758（代）

栄二郎

（株）JTB 代表取締役
社長執行役員

松山商工会議所

氏

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小・小規模事業者、
個人事業主向け

相談窓口

補助金

融資

給 付 金 助 成 金 等のお知らせ
※本内容は9月末の情報をもとに編集しています。

新型コロナに関する

相談窓口

事前予約制

（マル経融資・新型コロナウイルス感染症特別貸付（沖縄公庫）等に関する相談）
相談 ●融資関連
内容 ●補助金関連
（小規模事業者持続化補助金等に関する相談）
等
【問い合せ先】那覇商工会議所 中小企業相談部

新型コロナに関する

詳しくは

■那覇商工会議所「新型コロナに関する経営相談窓口」

索

検

☎ 098-868-3759

（平日9時〜16時30分）

融資制度

■沖縄公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」
対

象

利

率

融資期間

中小企業資金 別枠6億円、生業・生活衛生資金 別枠8千万円

詳しくは

融資限度

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的に業況悪化を来している方であって、
一定の要件（※）
に該当し、
かつ、
中長期的に業況が回復し発展することが見込まれる方
（※）最近1ヵ月間等の売上高が前3年のいずれかの同期と比較して5％以上減少している方等

当初3年間は基準金利から0.9％引下げ（4年目以降は基準金利）

※当初３年間は利子補給により実質無利子

※利下げ限度は、中小企業資金：3億円、生業・生活衛生資金：6千万円

運転資金15年、設備資金20年（据置：5年）以内

【問い合せ先】沖縄公庫本店 融資第二部中小企業融資第一班

索

検

☎ 098-941-1785

■マル経融資（小規模事業者経営改善資金）
対

象

融資限度

別枠1,000万円

利

固定金利1.01％（令和3年9月末時点）より当初3年間、▲0.9％引下げ

率

融資期間

運転資金7年、設備資金10年（据置：運転3年、設備4年）以内

下記（1）〜（3）
いずれかの認定を受け、経営行動計画を策定した中小企業者
（１）
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定
（２）保険法第2条第5項第5号の規定による認定
（３）保険法第2条第6項の規定による認定

融資限度

4,000万円

融資期間

運転資金10年、設備資金10年（据置：5年）以内

申込方法

利

率

詳しくは

■新型コロナウイルス感染症対応 伴走型支援資金
象

索

検

☎ 098-868-3759

【問い合せ先】那覇商工会議所 中小企業相談部

対

詳しくは

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、最近1ヵ月間等の売上高または過去6ヵ月の平均売
上高が前3年のいずれかの年の同期と比較して5％以上減少している小規模事業者の方

索

検

融資対象（1）
1.20% （2）1.60% （3）1.20%

直接金融機関へ申し込み
（要市町村長の認定書）
NAHA CCI NEWS No.821 04

■中小企業再生支援資金（新型コロナウイルス感染症対応貸付）
対

象

融資限度

8,000万円

利

金融機関所定金利

率

詳しくは

沖縄県中小企業再生支援協議会、
おきなわ経営サポート会議等の支援を受けて
作成した再生計画に従って事業再生を行うもの。

索

検

融資期間

運転資金15年、設備資金15年（据置：5年）以内

申込方法

直接金融機関へ申し込み

補助金

新型コロナに関する

■ものづくり補助金
類

一

型

補助金額
補 助 率

般

型

グローバ ル展 開 型

100万円〜1,000万円

通常枠

1,000万円〜3,000万円

低感染リスク型ビジネス枠

中小企業1/2 小規模2/3

詳しくは

製品・サービス・試作品開発、生産プロセスの改善等に必要な設備投資を支援する制度です。

２/３

小規模2/3

☎ 098-864-0080

詳しくは

【問い合せ先】ものづくり補助金沖縄県地域事務局

中小企業1/2

索

検

■ＩＴ導入補助金

索

検

自社の課題やニーズに合った IT ツールを導入する経費の一部を補助する制度です。
類

型

補 助 率
ツール要件

通

常

A類型

30万円〜150万円未満

枠

低 感 染リスク型ビジネス枠

B類型

C類型-1

C類型-2

D類型

150万円〜450万円以下 30万円〜300万円未満 300万円〜450万円以下 30万円〜150万円以下

１/２以内

２/３以内

類型ごとのプロセス要件を満たすものであり、労働生産性の向上に資するITツール
複数プロセス間で情報連携し非対面化
や業務の効率化を可能とするもの

【問い合せ先】サービス等生産性向上 IT 導入支援事業 コールセンター

テレワーク環境整備
に資するもの

☎ 0570-666-424
詳しくは

■小規模事業者持続化補助金

販路開拓等の取組の経費の一部を補助し新たなビジネスやサービスの導入を支援する制度です。
類

型

補助上限
補 助 率

一

般

一般型

50万円

型

特定創業支援等

２/３

索

検

低感染リスク型ビジネス枠

100万円

100万円
３/４

☎ 098-868-3759

低感染リスク型
ビジネス枠

■事業再構築補助金

詳しくは

【問い合せ先】那覇商工会議所 中小企業相談部

一般型

索

検

新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編に取り組む事業者を支援する制度です。
類

大規模賃金
引上枠

通常枠

型

従業員数

20人以下 21名〜50人

51人以上 101人以上

補助上限

100万円〜
4,000万円

100万円〜
8,000万円

補 助 率

100万円〜
6,000万円

8,000万円〜
1億円

中小企業 2/3（6,000万円超は1/2）
中堅企業 1/2（4,000万円超は1/3）

【問い合せ先】事業再構築補助金コールセンター
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緊急事態宣言特別枠
最低賃金枠

5人以下

6名〜20人

21人以上

100万円〜
500万円

100万円〜
1,000万円

100万円〜
1,500万円

中小企業 3/4
中堅企業 2/3

☎ 0570-012-088

卒業枠

グローバル
V字回復枠

ー

ー

6,000万円〜 8,000万円〜
1億円
1億円
中小企業
2/3

中堅企業
1/2

新型コロナに関する

■月次支援金

上限

中小法人等
給付額

給付金 助成金

20 万円／月

10 万円／月

上限

個人事業者等
※1

※2

2019年または2020年の基準月 の売上−2021年の対象月 の売上

※1 2019年または2020年における対象月と同じ月
※2 緊急事態措置またはまん延防止等重点措置
（以下「対象措置」という）が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、2019年または

2020年の同月比で売上が50%以上減少した2021年の月。

申請期間

7月分：2021年 8月 1日〜 9月30日
8月分：2021年 9月 1日〜10月31日
9月分：2021年10月 1日〜11月30日

※原則、
対象月の翌月から2ヶ月間を申請期間とします。

❶と❷を満たせば、業種／地域を問わず給付対象となり得ます。

※3

詳しくは

❶緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う
飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること※3
❷緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を受けて
月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50％以上減少していること

索

検

2021年4月以降に実施される対象措置に伴う要請を受けて、休業または時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること。
または、
これらの地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けている事業者が対象です。

【問い合せ先】月次支援金事務局相談窓口

☎ 0120-211-240

■観光関連事業者等応援プロジェクト

経済産業省の月次支援金を受給した沖縄県内の事業者に対して、
事業継続を支援するため沖縄県独自の支援と
して
「観光関連事業者等応援プロジェクト支援金」
を給付します。

10 万円

上限

個人事業者等

受付期間

上限

法人

7/30（金）
〜10/31（日）

詳しくは

次のすべての要件を満たす事業者が支援の対象となります。
（1）
経済産業省が給付する2021年４月から８月までのいずれかの月の月次支援金
を受給していること。
（2）
沖縄県内に住所を有する個人事業者又は沖縄県内に本社を有する法人事業者で
あること。
（3）
沖縄県が実施する公共交通運行継続支援金及び酒類販売事業者支援金を受給
していないこと。

給付要件

索

検

20 万円 又は 上限 30 万円

（基準月の売上による）

☎ 050-3825-9018（9時〜17時
＊土日祝対応）

【問い合せ先】観光関連事業者等応援プロジェクトコールセンター

■雇用調整助成金
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業の縮小を余儀なくされた場合に、雇用調整（休業）
を実施する
事業主に対し従業員に支払う休業手当の一部を助成する制度です。
大企業

中小企業

種

別

原則的な措置
補助率

〜4月末

4/5（10/10） 15,000円

5月〜11月

4/5（9/10） 13,500円

補助率

補助額

ー

ー

4/5（10/10） 15,000円

※ （）
内の助成率は解雇等を行わない場合
※1 営業時間の短縮等に協力する事業主（〜４月末は大企業のみ。）
※2 生産指標が最近３か月の月平均で前年又は前々年同期比30％以上減少の事業主

原則的な措置
補助率

補助額

地域特例（※1）
業況特例（※2）
補助率

補助額

2/3（3/4） 15,000円

4/5（10/10） 15,000円

2/3（3/4） 13,500円

4/5（10/10） 15,000円

【問い合せ先】沖縄助成金センター 雇用調整助成金相談・受付窓口

詳しくは

判定基礎
期間

補助額

地域特例（※1）
業況特例（※2）

索

検

☎ 098-868-4013
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■沖縄県雇用継続助成金（雇用調整助成金等の上乗せ助成）
国（沖縄労働局長）
から雇用調整助成金等を受けられている事業者様へ、
「新型コロナウイルス感染症に対する対
策」、
「雇用の維持」
「県内企業の負担軽減」
を目的として、沖縄県からも休業手当の一部を上乗せ助成いたします。

助成対象者

下記の条件をすべて満たす事業所の事業主
・沖縄県内に事業所を有すること
・新型コロナウイルス感染症の影響により、労働者を休業させていること
・沖縄労働局にて、
「雇用調整助成金」
「緊急雇用安定助成金」
の支給を受けていること

助成例イメージ

従業員へ支払った休業手当等

事業主負担分

索

検

▼

①沖縄労働局にて
「雇用調整助成金」
「緊急雇用安定助成金」
を
受給している事業主が、本制度の助成対象です

国
（雇用調整助成金）助成金

【問い合せ先】グッジョブ相談ステーション

詳しくは

国
（雇用調整助成金）助成金

沖縄県
雇用継続助成金

事業主負担分

☎ 098-941-2044（平日 9時〜17時

＊土日祝祭日を除く）

■うちなーんちゅ応援プロジェクト
（感染拡大防止対策協力金）

新型コロナウイルスの感染再拡大を受けた、営業時間短縮要請・特措法に基づく休業要請に応じた
対象地域の飲食店等に協力金が支給されます。

【第 8 期】緊急事態措置に係る休業要請等に伴う協力金
要請期間

沖縄県内全41市町村

詳しくは

対象地域

※9月24日時点の情報です。

7/12（月）
〜8/31（火）（Ｒ期間（7/12〜8/22） Ｓ期間（8/23〜8/31））

要請内容 （1）
酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店（酒類及びカラオケ設備の提供を取りやめる場合を除く） 検索
・休業要請
（酒類・カラオケ設備の提供停止）
（2）
上記以外の飲食店（宅配・テイクアウト・移動可能店舗を除く）
・営業時間短縮要請 5:00〜20:00まで
（酒類・カラオケ設備の提供停止）
支 給 額 【中小企業者】1日あたり4万円〜10万円 / 店舗 時短営業日数（※売上高に応じて計算）
受付期間

【大 企 業】1日あたり0万円〜20万円 / 店舗 時短営業日数（※売上高に応じて計算）

9/6（月）
〜10/22（金）

【第 9 期】緊急事態措置に係る休業要請等に伴う協力金
対象地域
要請期間

沖縄県内全41市町村

9/1（水）
〜9/30（木）（Ｔ期間（9/1〜9/12）

※9月24日時点の情報です。

U期間（9/13〜9/30））

要請内容 （1）
酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店（酒類及びカラオケ設備の提供を取りやめる場合を除く）
・休業要請
（酒類・カラオケ設備の提供停止）
（2）
上記以外の飲食店（宅配・テイクアウト・移動可能店舗を除く）
・営業時間短縮要請 5:00〜20:00まで
（酒類・カラオケ設備の提供停止）
支 給 額 【中小企業者】1日あたり4万円〜10万円 / 店舗 時短営業日数（※売上高に応じて計算）

調整中（決まり次第公表）

対象地域、対象施設の考え方など、時短要請の内容に関すること
（平日 9時〜17時
【問い合せ先】対象方針コールセンター
098-901-3028 ＊土日祝祭日を除く）
飲食店等に対する協力金の申請方法、審査に関すること、申請サポート会場に関すること
9時〜17時
【問い合せ先】感染症対策協力金コールセンター
0120-332-107 （平日
＊土日祝祭日を除く）

☎
☎

07 NAHA CCI NEWS No.821

詳しくは

受付期間

【大 企 業】1日あたり0万円〜20万円 / 店舗 時短営業日数（※売上高に応じて計算）

索

検

商工会議所の動き

はじめてのクラウド会計導入セミナーを開催
９月８日(水)に、
「はじめてのクラウド会計導
入セミナー」をオンラインにて開催しました。
講師にクラウド会計大手マネーフォワード社
の森陽子氏を迎え、
マネーフォワード会計を利
用した会計業務の効率化についてご講演頂き
ました。クラウド会計を導入するメリットは多
くありますが、代表的なものとして仕訳の入力

掴んでいただきました。
那覇商工会議所では、無料でクラウド会計
導入の支援を行っております。また、会員事業
所様は毎年のクラウド会計利用料をお得にご
利用頂くことが可能です。お気軽にお問合せく
ださい。

業務を自動化できること（手入力の割合が約
３割まで減少）や、自社のリアルタイムの財務
状況など、様々な帳簿やレポートがいつでも
確認できることなどがあります。クラウド会計
の導入により自社の業務効率化・生産性向上
だけでなく、経営判断の指標として役立ちま
す。セミナーではデモンストレーションを実施
し、実際にクラウド会計を利用するイメージを

クラウド会計導入による効果の説明

経営革新セミナーを開催
９月９日(木)に、
「ビジネスが確実に向上す
る経営革新セミナー」をオンラインにて開催し
ました。講師に中小企業診断士の藤岡 敬一氏
を迎え、経営革新計画の概要、制度を利用す
るメリットについてご説明頂きました。経営革

新計画とは、中小企業が新事業活動に取り組
み、経営の相当程度の向上を図ることを目的
に策定する中期的な経営計画のことです。経
営革新計画の承認を受けることにより、
「保
証・融資の優遇措置」
「海外展開に伴う資金
調達の支援措置」
「補助金申請時の加点措
置」
「販路開拓の支援措置」の支援策を受け
ることができます。本セミナーではワークに取
り組んで頂き自社分析から新事業のアイデア
検討までを行い、経営革新計画の流れを学ん
で頂きました。
那覇商工会議所では、経営革新計画策定
から計画実行までの支援を行っております。
お気軽にお問合せください。

経営革新計画実施のイメージ図
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ACTIVITY OF THE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

助成金セミナー開催
９月10日（金）オンライン配信（Zoom）にて、
「助

成金セミナー」をあいおいニッセイ同和損害保険株
式会社と共催で開催し、参加者は31名でした。

講師は助成金制度推進センター理事の白石 健吾

氏が務められました。

はじめに、
「助成金の基本」ならびに「助成金は獲

得しやすいものである」ことについて説明が行われま
した。助成金と補助金の違いや、全国の中小企業・個

人事業主が活用している助成金獲得事例、助成金申

請の流れなど、助成金について参加者の理解を深め

ました。次によく利用されている「雇用調整助成金」
「キャリアアップ助成金」、2021年度注目の助成金

白石 健吾氏による助成金セミナー

に助成金推進センターのサポート体制の特徴と理想

が助成金推進センターを活用し、合計600万円の助

推進センターの助成金無料診断をぜひご活用くださ

セミナー受講後のアンケートからも「大変勉強に

の詳細、活用イメージをご説明いただきました。最後
的な助成金活用の実例を挙げていただき、
「助成金
い」とご紹介をいただきました。

昨年も本セミナーを開催しており、参加事業所３社

成金が支給されました。

なった」
「ぜひ助成金を活用したい」など上々の評価
をいただけました。

日商簿記検定
統一試験159回
（紙媒体の試験方式）のご案内
簿記は、
企業規模の大小や業種、
業態を問わず日々の経営活動を記録・計算・整理して、経営成績と
財務状態を明らかにする技能です。
簿記を理解することによって、
企業の経理事務に必要な会計知識だけでなく、財務諸表を読む力、
基礎的な経営管理や分析力が身につきます。
試験回

試験日

第159回

試験時間
試験会場
申込方法

2021年11月21日(日)

１級：180分

申込期間

受験料(税込)

10月5日(火)〜
10月25日(月)〜

１級 7,850円
２級 4,720円
３級 2,850円

２級：90分 ３級：60分

２・３級は今年度より試験時間が短縮されます！

沖縄県立那覇商業高等学校（沖縄県那覇市松山１丁目１６−１）
※駐車場は利用できませんので、公共の交通機関をご利用ください

①窓口申込：〒900-0015

沖縄県那覇市久茂地１丁目７番１号
琉球リース総合ビル６階

②ネット申込：https://kenteishiken.com/naha/cc̲user̲page.cgi?mode=1
※定員になり次第締め切りますのでお早めにお申し込みください。

お問い合わせ先
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那覇商工会議所

企画業務部

TEL：098-868-3758

中小企業の事業再生を支援します！ 相談無料

那覇商工会議所

お問い合わせ先

沖縄県中小企業再生支援協議会
TEL 098-868-3760
詳しくはホームページの検索をお願
い致します。

那覇商工会議所 沖縄県中小企業再生支援協議会

那覇市久茂地１丁目７番１号 琉球リース総合ビル５階

TEL 098-868-3760

FAX 098-868-3770

ԯೆݟঘ࠸ۂةਫ਼ࢩԋڢ٠ճ
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那覇商工会議所女性会
三役会を開催
令和三年九月二十一日︵火︶正午
より那覇商工会議所会頭室におい
て︑
那覇商工会議所女性会三役会を
開催しました︒
議題
︵一︶十月定例会並びに若手後継
者育成事業による講演会の
開催について
︵二︶那覇商工会議所女性会四十
周年記念式典開催日程につ
いて

以上について︑
協議をいたしまし

た︒
コロナ禍の中︑
理事会・定例会に

ついては︑
なかなか開催出来ずにお

りましたが︑
十月十九日
︵火︶
開催の

十月定例会は開催予定となってお

ります︒十月定例会では︑通常の定

例会に加えて若手後継者育成事業

による講演会を予定しております

ので︑
皆様奮ってご参加くださいま

すようお願いいたします︒
また︑
那覇商工会議所女性会四十

周年記念式典開催の日程についても

三役案として決まりましたので︑
理

事会決議後︑
日程等につきましても

併せて十月定例会にて︑
ご案内させ

ていただきたいと思いますので︑
引

協議の様子

︵三︶那覇商工会議所女性会四十

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

き続きご協力をお願いいたします︒

議事進行の様子

周年記念誌作成について
︵四︶
その他

議案審議の様子

第五十三回全国商工会議
所女性会連合会福島全国
大会の開催方針について

新型コロナウイルス感染症の全

式で用意させていただきます︒

加・ご視聴いただけるオンライン形

おりました十月二十二日 金( の)午後
と し ︑そ れ ぞ れ の ご 地 元 か ら ご 参

は︑
福島全国大会の開催を予定して

せ て い た だ き た く 存 じ ま す ︒日 程

会・日本商工会議所︶
﹂
として開催さ

︵主催 全国商工会議所女性会連合

議所女性会連合会 オンライン総会

ましては︑﹁第五十三回全国商工会

度の﹁第五十三回全国大会﹂につき

たしました︒したがい︑２０ ２１年

り開催することは難しいと判断い

にお集まりいただく形で予定どお

から都道府県境を超えて福島・郡山

えますと︑
現下の状況のなかで全国

皆様の安心・安全確保を最優先に考

この結果︑
各地女性会メンバーの

を重ねてまいりました︒

につきまして︑
関係者にて緊急協議

会連合会福島全国大会﹂
の開催方針

の
﹁第五十三回全国商工会議所女性

日︵金︶〜二十三日︵土︶に開催予定

国的な再拡大を踏まえ︑
十月二十二

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

早急に内容を検討のうえ改めて

いで誘致された開催地の皆様の想

の払拭につなげたい﹂
という強い想

お酒を楽しんでいただき風評被害

お伝えしたい﹂﹁福島県産の食材や

た多くの支援に対する御礼を直接

性会メンバーからお寄せいただい

際に見ていただきたい﹂﹁全国の女

ゆみを全国の女性会メンバーに実

た︑﹁東日本大震災からの十年のあ

とを最優先に判断いたしました︒
ま

に福島・郡山にお越しいただけるこ

多くの女性会メンバーが安心・安全

収束することを願いつつ︑
１人でも

い部分もございますが︑
感染拡大が

来年の状況を見通すことは難し

いただきます︒

２２年十月頃︵予定︶に開催させて

連合会福島全国大会﹂として︑２０

﹁第五十四回全国商工会議所女性会

２０ ２２年度開催にスライドし︑

所に主催・主管いただく全国大会は

山商工会議所女性会︑
郡山商工会議

合会︑福島県商工会議所連合会︑郡

また︑
福島県商工会議所女性会連

い申しあげます︒

同日程をご予定賜りますようお願

ご案内申しあげますので︑
引き続き

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

NAHA CCI NEWS No.821 14

いを尊重し︑
今回の判断に至りまし

た︒
重ねましてご理解賜りますよう

お願い申しあげます︒

全商女性連︑
日商といたしまして

は ︑福 島 県 商 工 会 議 所 女 性 会 連 合

会︑福島県商工会議所連合会︑郡山

商工会議所女性会︑
郡山商工会議所

の皆様と引き続き緊密に連携しつ

開催方針

︻２０２１年度︼

第五十三回福島全国大会↓

第五十三回オンライン総会

︻２０２２年度︼

第五十四回福島全国大会

問いません）

つ︑﹁第五十四回全国商工会議所女

経営者、役員管理職等（法人・個人は

性会連合会福島全国大会﹂
が素晴ら

那覇商工会議所の会員事業所の女性

第五十三回全国商工会議所
女性会連合会オンライン
総会プログラムについて

会員の資格

今年度の全国商工会議所女性会

とを目的としています。

連合会総会につきましては︑
新型コ

もに、会員相互の啓発と親睦を図るこ

しい大会となるよう取り組んでま

いります︒

ら、地域商工業の発展に寄与するとと

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ロナウイルスの感染拡大の状況を

女性会は、女性経営者の立場や目線か

鑑み︑
皆様がそれぞれのご地元から

参加可能となるオンラインで開催

をさせていただきたく存じます︒

つきましては︑是非とも︑多くの

女性会の皆様にご参加いただきま

すようよろしくお願い申しあげま

す︒︵オンライン開催のため︑
人数制

時 十月二十二日
︵金︶

限はございません︶
︒

日

十四時〜十七時

配信方法 Vimeoライブ配信

（1）女性経営者としての資質を
高める研修事業
（2）女性経営者相互の親睦を深
める懇親事業
（3）全国各地の女性会員との交
流事業
（4）結婚・子育て意識の醸成に資
する事業

参加対象 女性会会員

女性会の主な活動内容

参加方法 追ってURLをご連絡
いたします

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

会費

年間１0,000円

10/22

オンライン総会 全体スケジュール(予定)

お問合せ先

13：00〜14：00 オープニング・各地女性会活動紹介

那覇商工会議所
中小企業相談部女性会事務局

14：00〜15：15 オンライン総会・記念式典・授賞式

（担当：高江洲・宮城友希奈）

TEL/098‑868‑3759

15：15〜15：40 休憩・バーチャル交流タイム
15：40〜16：00 女性起業家大賞20周年記念 受賞者講演
16：00〜16：45 渋沢栄一に学ぶ
16：45〜17：00 女性活躍を考える・推進する
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アクサ生命は、
商工会議所と協力し、
会員事業所の各種ニーズ
（弔慰金・見舞金制度、
退職金制度、
リスク対策や事業承継など）
を共済制度／福祉制度
でサポートしています。
アクサ生命保険株式会社 沖縄支社 那覇営業所
〒900 - 0015 沖縄県那覇市久茂地2丁目8 -1 JEI那覇ビル5F TEL 098 - 862-5084

No.821

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

ペロブスカイト太陽電池の未来がさらに明るく
OISTはリチウムイオン電池のアノードを改善する構成要素を特定しました。
ナノ粒子技術を
使用したこの構造の珍しい特性がCommunications Materials誌に紹介されました。

太陽光を電気に変換する太陽電池は、長年、再生可能

この新たな太陽電池を実験室以外で使用するには、サ

エネルギーとして世界的に注目されてきました。太陽電池

イズのスケールアップと長期的な安定性を向上させること

はその1枚1枚は非常に小さいですが、
モジュールにスケー

が必要です。
「 実験室サイズの太陽電池は非常に小さい

ルアップする事でバッテリーの充電や照明の点灯などに

ものです。1つの電池の大きさは、わずか0.1㎡程度です。

利用する事ができます。また、将 来的には太陽電池モ

この太陽電池は、簡単に作れるという理由で多くの研究

ジュールを並べて建物の主要なエネルギー源として利用

者が注目していますが、応用を考えるともっと大きなモ

キューバ共和国駐日大使
できる可能性もありますが、
現在市販されている太陽電池
が表敬訪問

後継者塾開催

ジュールが必要で、また寿命も考慮する必要があります。

はシリコンを使用しているため、従来の電源に比べて製

これまでに25％の効率が達成されていますが、その寿命

造コストが高くなってしまいます。

は最大でも数千時間でそれ以上使用すると、電池の効率

そこで登場するのが、
新しい素材として研究開発が進ん

は低下していきました」
と説明します。

でいるメタルハライドペロブスカイトです。この結晶構造

トン博士は、合成した結晶性ペロブスカイト粉末を太

を太陽電池の中心に置く事で光を電気に変換する事が

陽電池に使用して、23%以上の変換効率で2,000時間以

でき、コストもシリコンよりはるかに低く抑える事ができ

上の寿命を達成しました。また、同電池を5x5㎡の太陽電

ます。さらに硬い基板と柔らかい基板のどちらでも製造

池モジュールにスケールアップしても14%以上の変換効率

ができるため安価である事に加え、軽量で柔軟性のある

が得られました。更にこれを実証するため、ペロブスカイ

ものになる可能性があります。しかし実用化に向けては、

ト型太陽電池モジュールを使用してリチウムイオン電池

サイズや効率に加え寿命も向上させる必要があります。

を充電する実験装置を製作しました。

本論文の筆頭著者の一人グオチン・トン博士は次のよ

本研究結果は、効率的で安定したペロブスカイト太陽

うに説明します。
「ペロブスカイトには吸収層を形成する

電池およびモジュールの実現に向けた重要な一歩であ

結晶性粉末が必要です。この層は2つの材料を混ぜ合わ

り、将来的に実験室以外でも使用できるようになる可能

せて作られており両材料間で反応が起こる事で生成され

性があります。
「 今後の研究では、15×15㎡のサイズで

ますが、この方法は元の材料の一方又は両方が残る事が

15％以上の効率を持つ太陽電池モジュールの製作を行

多く、それが太陽電池の効率を下げてしまうのです」同課

います。いつの日か、私達の太陽電池でOISTの建物に電

題の解決策として、チームはより精密な粉体技術を用い

力を供給できるようにしたいですね。」と、トン博士は語っ

て結晶性粉末を合成し、高品質で完璧な構造を持つ粉末

ています。

を得る事ができました。
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第一尚氏王統の偉人 国相 懐機

に感謝し
﹁天照大神﹂
を祀る神社と
﹁長寿寺﹂
を建立

文と絵 ＝ローゼル川田
崇元寺橋を渡り︑美栄橋の方へ向かって歩いて

したとされる︒
５ ００ 年以上前の大昔の事ではあ

るが︑
国相懐機は偉人であり石碑も建立された︒

いると︑今から約５７０年前の遥か昔の石造の海
中道路﹁長虹堤﹂が︑足元の地中に眠っているのを

までの数十年間にわたり第一線で活躍した懐機の

第一尚氏王統の初代の思紹︑
巴志︑
忠︑
思達︑
金福

崇元寺にかつて祀られていた第一尚氏王統の尚

詳細は歴史研究者に委ねるとしても︑琉球王国の

感じた︒

金福
︵位１４５０年〜５３年︶
に仕えた国相の懐機

ところが︑
懐機自身の経歴はほぼ不明だとされ︑

礎を築いた最大級の偉人だと考える︒

︵１４５１年︶
を築造したことでも知られている︒

中国からの帰化人とも伝わり︑琉球人説まであり

︵生没年不明︶
は︑
王の命によって海中道路
﹁長虹堤﹂

明から派遣されたともいわれる懐機は尚巴志

更に︑
ところが後に︑
潔く？第一線から引退︒

出自そのものが
﹁真相は藪の中﹂
なのだ︒
城とワンセットのシンボルでもある
﹁龍潭池﹂
を王

伝説の偉人である国相懐機は︑謎の多い偉人で

︵位１４２２年〜３９年︶の治世下に︑現在も首里

城 外 の 安 国 山 に 造 営﹁ 安 国 山 樹 華 木 之 記 碑 ﹂に は

潭池﹂
は今の風景でもある︒
三山統一後の第一尚氏

を争い︑首里城は焼失︒志魯は死に︑布里は首里を

金福王の死後︑
王世子の志魯と王弟・布里が王位

もあったのであろうか︒

王統の時代に首里城及びその周辺の風景は︑ほぼ

逃れたとされる︒

と記されている︒
その
﹁龍
﹁首里城の威容を増し ﹂
…

出来上がっていたのである︒

首里の陸地と離れた浮島だった主要港の那覇との

周煌の
﹃琉球国志略﹄
に収められた絵図の中の挿絵

偉大な功績の軌跡は︑
後に冊封使として来琉した

その時︑
その後︑
懐機は何処に︒

往来は︑船を架橋にして道の機能を果していたの

﹁球陽八景﹂
にも長虹秋霽がある︒
その絵図を元に︑

さらに中国やその他との交通や交易の隆盛期に

で不便であった︒
懐機は金福王の命を受け︑
浮島の

葛飾北斎は
﹃琉球八景﹄
を浮世絵にしたとされる︒

今も地中に眠る
﹁長虹堤﹂
の真上を歩きながら︑
北

イベガマ
︵松山︶
から美栄橋︑
十貫瀬︑
崇元寺までの
約一ｋｍ におよぶ石造の海中道路の難工事を完成

ある︒
５００年余の時を遡ると︑
懐機の幻像が浮か

斎よりはリアルな長虹堤の鳥瞰図を描いたことが
それも︑人海戦術により昼夜を問わず徹夜の作

んでくる︒
見える物としての銅像があると︑
より︑
琉

させた︒

業により︑
短期間で完成させたと伝わるが︑
奇跡に

球の時間が接続されるような思いがする︒

︵那覇商工会議所エキスパート︶

﹁沖縄タイムス連載を編集﹂

近い伝承である︒その﹁長虹堤﹂は戦後の市街地の
造成で消失したこともあり︑それほど知られてい
ない︒
その築造にあたっては︑
難工事をやり遂げ︑
神威
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通信

海とジュゴンと貝塚人
ー貝塚が語る9000年のくらしー

あなたはジュゴンを見たことがありますか？

してしまいました。ジュゴンが棲み処としていた豊か

ジュゴンは「人魚」と呼ばれることもあるカイギュ

な海は護岸や人工物で覆われ、沿岸漁獲量も1990

ウ目ジュゴン科の海棲哺乳類で、現生動物ではゾウ

年代以降減少を続けています。地球温暖化に伴うサ

に近 縁な生き物です。成体では体長 約3ｍ、体重

ンゴ礁の白化現象も近年頻発しており、沖縄のサン

450㎏ ほどになります。太平洋とインド洋の熱帯〜

ゴ礁は取返しのつかないダメージを受けています。

亜熱帯海域に分布し、沖縄はその北限に位置してい

海洋汚染も深刻です。世界各地でプラスチックゴミ

ます。かつては沖縄近海にも多く生息していました

が海を覆い、人類が現在までに作り出したプラス

が、乱獲や混獲によって個体数が減少し、近年では

チックの総量は、70億の世界人口に対して1人あたり

絶滅が危惧されています。ジュゴンの飼育・繁殖は

約1tに達すると言われています。

難しく、世界でも三か所の施設で三頭だけが飼育さ

現在、世界の海洋環境は危機的状況を迎えていま

れています。そのうちの一頭は三重県の鳥羽水族館

す。かつては共存していた海とジュゴンそして人の関

で飼育されている「セレナ」で、長年にわたって人々

わりは、なぜ大きく変化してしまったのでしょうか？

に愛されてきました。

豊かな海と人が共存していた古代のくらしを知るこ

海草を主食とするジュゴンは、豊かな海草藻場を

とで、現代そして未来の人と海との関わりを考える上

必要とします。海草藻場にはジュゴンだけでなく、

で、新たな手がかりが得られるかもしれません。幸い

様々な魚介類が集まり、豊かな漁場にもなっていま

にも、古代の人々が残した貝塚には、人と海との関わ

す。海とジュゴンそして人は、この島で何千年にもわ

りを物語る多くの情報が詰まっています。貝塚は古

たって共存してきました。沖縄では、約1万年前から

代のビッグ・データを秘めたタイムカプセルなので

1000年前まで約9000年間にわたって、人と海が調

す。

和した貝塚のくらしが長く続きました。沖縄には、昔
の人々が捨てた貝殻が堆積した遺跡としての貝塚が

さあ、今こそ貝塚をめぐる古代への冒険に出発しま
しょう！

（主任学芸員 山崎 真治）

358カ所あり、これは全国の中でも千葉県（744箇
所）、茨城県（376箇所）に次いで第3位の数です。
貝塚人が築き上げた海洋文化は、その後のグスク時
代や王国時代にも受け継がれていきました。
ところが、この百年ほどで沖縄の海域環境は激変
ジュゴン剥製
（沖縄県立博物館・美術館 所蔵）

1979年1月、名護市嘉陽沖で刺し網にかかって溺れかけていた個体で、体長159cm 、体重
95kgの幼体（♀）です。ジュゴンは肺呼吸をするため、数分おきに浮上する必要があります
が、
彼らが主に活動する浅海域は優良な漁場でもあり、
刺し網による混獲死も少なくありま
せん。

博物館企画展

海とジュゴンと貝塚人
ー貝塚が語る9000年のくらしー

開催期間：10月15日
（金）
〜12月5日
（日）
※開催状況は当館ホームページをご確認下さい。

会 場

沖縄県立博物館・美術館

観覧料

〈 一 般 〉

うるま市伊波貝塚の貝層
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〈小・中学生〉

1,000円
200円

博物館 特別展示室

〈高校・大学生〉

500円

・ 月スケジュール
月

月 日
︵火︶ 女性会定例会

10 10 10

10

10 10
10

31

29 27 24

22

21 19

回全国商工会議所女性会連

合会総会︻オンライン︼
日
︵日︶ 第223回珠算検定試験

日
︵水︶ 青年部三役会
日
︵金︶ 沖縄県振興審議会︑沖縄県地域訓
練協議会
日
︵日︶ 那覇市市制100周年記念及び那
覇文化芸術劇場なはーと開館記念
式典

月

日
︵水︶ Instagram活用セミナー

月4日
︵木︶ 事業承継セミナー

月

月

月

月

月 日
︵金︶ 第

第1回常任幹事会

月 日
︵木︶ ベストウイズクラブ2021年度

10
月

月事務局日誌

青年部理事会
︻ハイブリッド︼

９月１日︵水︶ 新型コロナウイルス感染症対策意見交換会

会議

９月２日︵木︶ 第4回新型コロナウイルス感染症対策緊急合同

︻オンライン︼

９月７日︵火︶ 令和3年度 沖縄MICEネットワーク幹事会

回沖縄振興開発金融公庫運営協議会︻オン

ライン︼

９月８日︵水︶ 第

はじめてのクラウド会計セミナー
︻オンライン︼

イン︼

︻オンラ
９月９日︵木︶ 令和3年度第1回沖縄県消費生活審議会

経営革新セミナー
︻オンライン︼

９月 日
︵金︶ 観光振興大会関係者懇談会

あいおいニッセイ同和損保 助成金セミナー
︻リ

モート︼

ループ
︻オンライン︼

︵月︶ ワクチンパスポート活用に向けたワーキンググ
９月 日

９月 日
︵火︶ マル経本審査

︻ハイブリッド︼
︵水︶ 青年部第 回臨時総会
９月 日

︻オンライン︼
︵木︶ ＢＷＣパートⅡ県連進発式
９月 日

日
︵水︶ 青年部三役会

︻オンライン︼
９月 日
︵火︶ 健康経営直前セミナー
９月

再生支援協議会九州・沖縄ブロック会議
︻オンラ

９月 日
︵金︶ 新事業創出促進出資運営評議員会

イン︼

委員会
︻ハイブリ

︻オンライン︼
︵月︶ たたかう！DXセミナー
９月 日

ッド︼

︵火︶ 青年部・那覇イノベーション
９月 日

９月 日
︵木︶ 第2回事業承継連絡会議
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︻オンライン︼
︑
青年部定例会

77

https://nahacci.com

〒900-0015 那覇市久茂地1-7-1
琉球リース総合ビル6F
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アラフォー見聞録（55人目）

〜残るは食 欲〜

女性も長く生きていると欲がなくなる。
仕事は当然、
趣味にも男にも欲が
なくなり、
結婚欲さえなくなる。
唯一残るのが食欲だ。
何が生き甲斐かと問

われれば、
「食」
と即答する。
独身OLとして20年近く働いているので、
多少、
豪華な食事ができるだけの貯蓄はあるが、
同伴する人は当然いない。
1人で

コース料理とワインを注文し、
ただ黙々と料理を口に運ぶ作業に専念する。
「東に懐石料理あれば箸を伸ばし、
西にフランス料理あればフォークを突

き刺し、
南に酒場あれば炙った烏賊で酒を飲み、
北に満漢全席あれば喰い
荒らす。
男がいなくとも苦にもせず、
そういうものに私はなりたい。
」
賢治曰く、
「こうなったら女も終わりだな!」
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那覇商工会議所

NAHA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

那覇商工会議所
新会館建設に伴う
仮移転 のお知らせ
平素は、商工会議所運営に格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、那覇商工会議所は、老朽化に伴う会館建て替えにあたり、

下記の通り仮移転することとなりましたのでご案内申し上げます。
しばらくの間ご不便をおかけしますが、何卒ご理解賜りますよう

お願いいたします。

１

〒900-0015

2

ご 案 内

沖縄県那覇市久茂地 1 丁目 7 番 1 号

琉球リース総合ビル６階
●専用の駐車場はございま
せん。恐れ入りますが、公
共交通機関でお越しいた
だくか、お近くの公共駐車
場やコインパーキングをご
利用ください。

沖縄県中小企業再生支援協議会
● 沖縄県経営改善支援センター
●

タイムスビル

県
大同火災
海上保険

那覇商工会議所

道

42

琉球銀行

号

線

号
58

道

国

☎ 098-868-3758

テナント移転のお知らせ

久茂地交差点

琉球リース総合ビル6階

空港

お問い合わせ

浦添

仮移転先

県庁前駅
沖縄テレビ

デパートリウボウ

【営業時間】平日 8：30〜17：00

沖縄県事業承継・引継ぎ支援センター
● 那覇商工会議所パソコン教室
●

琉球リース総合ビル５階へ移転致しました。
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