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事業者のみなさまへ

NHK からのお知らせ
□気になるニュース

NHK では「地震・台風・大雨」など災害に関する情報を放送

□最新の災害情報

だけでなく、スマートフォンでもいち早くお伝えしようと

□防災に役立つ情報

「 N H K ニ ュ ー ス・ 防 災 ア プ リ 」 の 提 供 を 行 っ て い ま す 。
是非ご活用ください！

「NHK WORLD - JAPAN」アプリのご案内
アプリで手軽に！
NHKの国際放送を同時配信

スマートフォンやタブレット端末、インターネット接続テレビ向けストリーミング
サービスなどで NHK ワールド JAPAN を視聴できる無料アプリを提供しています。
スマートフォンやタブレット端末向けのアプリでは、ブレイキングニュース・災害情報
を端末に通知するサービスが付いています。

AI による多言語翻訳字幕サービス
※一部の番組のみ

地震・津波の緊急情報をスマホに通知

※英語・中国語・ベトナム語・ポルトガル語対応

テレビ・ラジオの番組をオンデマンドで配信

Multilingu al

NHKのニュースを18言語で発信

18 言語対応

語学学習にも最適！

対応言語：アラビア語、インドネシア語、ウルドゥー語、英語、スペイン語、スワヒリ語、タイ語、中国語、トルコ語、
ハングル、ビルマ語、ヒンディー語、フランス語、ベトナム語、ペルシャ語、ベンガル語、ポルトガル語、ロシア語
※日本語は含まれません

お引越しされる際は NH K 放 送受信契約の各種お手続きが必要となります。
受信料の窓口
お手続きはインターネットからが便利です！
2 次元コード
● インターネットでのお 手続き

インターネット営 業センター
N H K 受 信 料の 窓口

ht t p : // www.n h k- c s . j p /j /Q 0 0 8 5 1 4 1

● お電話でのお 手 続き

フリーダイヤル

C
○NHK
・TYO

0120-151515

午前 9 時〜午後 6 時
（土・日・祝も受付）

IP 電話等のお客様で左記の電話番号をご利用になられない場合は
午前 9 時〜午後 6 時／土・日・祝も受付

50％

家族割引

割引

新規契約

新生活を始められた場合
（入社など）や、お手続き
がまだお済みでない場合

住所変更

お引越しをされた場合
（転勤など）

衛星契約への変更

NHKの衛星放送を受信
し、衛星契約への変更が
まだお済みでない場合

050-3786-5003

単身赴任、別荘、ひとり暮らしのお子様（学生）
などの受信料が半額になります。
→

●ひとり暮らしのお子様（学生）
の免除制度
（経済的
理由の選考基準がある奨学金を受給等）
●海外転勤などによるご解約

各種手続きも上記 2 次元コード・URL からご確認ください
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商工会議所の動き

おもてなしギフトショップ
出店＆活用セミナーを開催
２月２日(水)に、
「 おもてなしギフトショップ出店＆活用セミ

ナー」をオンラインにて開催しました。講師に合同会社コン
フォートワン代表の小澤富士男氏を迎え、ネットショップ出店に
おいての成功の秘訣などをご説明頂きました。

「おもてなしギフトショップ」とは、全国の商工会議所が連携

し、Yahoo!ショッピング上に開設した贈答品のネットショップで

す。会員企業が心を込めて育て上げた商品を、全国の方々に愛
されるギフトとして売り出す取り組みになります。

オンラインセミナーの様子

専門的な知 識 が無くても 、商工会 議 所の指導員とネット

ショップ出店アドバイザーが、商品開発から販売、出店後のフォ
ローまで全面支援します。

セミナーを受講頂いた企業様からは、
「現在ネットショップへ

出店しているが、おもてなしギフトショップにも出店してみたい」

「ネットショップに興味があったが、この仕組みなら自社でも始
められそう」
などのご意見を頂きました。

今回のセミナー動画は、那覇商工会議所ホームページでも公

開しておりますので、ご興味のある方は是非ご覧ください。

おもてなしギフトショップサイト

はじめてのデジタルマーケティング

「いますぐはじめるGoogleビジネスプロフィールの
登録＆活用セミナー」
を開催
2月4日
（金）
14：00〜16：00に、
卸売部会主催による
「いますぐはじめるGoogleビジネスプロフィールの登

録＆活用セミナー」をGoogleMeetを利用したオンラインで開催しました。講師に（株）エージェント所属で

Grow with Google講師の榎本真太郎氏を迎え、
Googleが提供している無料のツールを活用してできること

や、
その活用事例を通して、
「デジタルマーケティング」
とは何か、
ビジネスにデジタルを活かすための初歩的な
ことを教えていただきました。

事業者の中には、
ウェブサイトを作ったのはいいが、
そのまま更新も活用もしてい

ないという方が多くみられます。
そこで、
榎本氏は、
まずはオンラインでの目標を立

てることの必要性を説明し、
そのうえで、
簡単に使えるツールの紹介を交えながら、
拠点づくりだけではなく道筋を作ることの大事さや顧客収集のためにウェブサイト
を分析し、
改善していくことの重要性を伝えていきました。

そのほかにも、
サイトの表示速度を確認できるツールや自社のサイトの中でキー

講演の様子

ワード検索されている数を知ることができるツール、
自社サイトをどう見つけてくれ

たのかを確かめられるツールなど、
Googleの無料で活用できる機能はとても多く
あり、
アンケートでも
「知らなかった」
という声を多々いただいたため、
有意義な講演
となったかと思います。

また、今回は定員数以上の申込みがあり、事業者の関心の高さが見受けら

れました。
今後も継続的に開催したいと思います。

榎本真太郎氏
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生産性向上支援訓練「後輩指導力の向上と
中堅・ベテラン従業員役割セミナー」開催
２月２５日
（金）
沖縄青年会館にて、
生産性向上支援訓練
「後輩指導力の向上と中堅・ベテラン従業員の役

割セミナー」
を開催し、
参加者は１５名でした。

講師はプラスコミュニケーションズ代表の島袋十史樹氏が務めました。

始めに、
職場・自己診断チェックリストを行い、
参加者の管理・監督者としての姿を把握し、
職場や自身の診

断結果で今後よくしていきたいことをグループディスカッションしました。次に「自分の強みを知り相手を知

ることで指導の質を上げる」説明があり、各コミュニケーションタイプ(コントローラー、アナライザー、プロ

モーター、サポーター)の相手に合わせた後輩指導の実践をグループワークで行いました。最後に「コーチン
グGROWモデルの流れ」
の説明があり、
参加者は相

手に気づきを与える伝え方を学び、コーチングフ
ローのロールプレイングで活発に意見を交わしてい
ました。

セミナー受講後のアンケートからも「大変勉強に

なった」
「課題の解決につなげることができる」、
「ほ
かの受講生から刺激を受けた」
など集合研修ならで
はの意見もあり、
上々の評価をいただけました。
コミュニケーションタイプの説明をする島袋十史樹氏

那覇・沖縄・浦添市内における

「令和3年度 賃金実態調査報告書」
を発刊！
那覇・沖縄・浦添商工会議所では、企業間における初任給・

給与・賞与等の実態を把握するため、各地商工会議所管内の法人

企業を対象に令和３年７月末日現在の賃金実態調査を実施し、報
告書を取りまとめました。
（有効回答事業所 785 事業所）

本報告書には１．性別・年齢別賃金、２．初任給、３．パートタイ

マーの有無（時給）、４．各種諸手当等が項目別に編集され、それぞ
れ簡単な解説が付け加えられております。

本報告書が企業経営の労務管理と労使双方の円滑な関係を構

築する資料としてご利用して頂ければ幸いです。

尚、部数に限りがありますので、なくなり次第終了とさせて頂き

ます。また、お電話での取り置きや郵送は致しませんので直接、那
覇商工会議所へお越し下さい。

お問い合わせ

〒900-0015 那覇市久茂地1-7-1 琉球リース総合ビル６階
那覇商工会議所 企画業務部 ＴＥＬ：098-868-3758
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会員企業に

無料で

差し上げます。

商工会議所の動き

春節・香港ビジネスセミナー2022in沖縄
〜香港・GBA(大湾区)の今を知る〜 開催
令和４年２月２５日（金）、沖縄ハーバービューホテルにおい

て、沖縄日本香港協会と香港貿易発展局の共催による「春節・
香港ビジネスセミナー2022in沖縄」を開催しました。

今回の春節ビジネスセミナーでは、香港貿易発展局大阪事

務所長 リッキー・フォン 氏をお招きし、香港が有する地理的

優位性やビジネスを支える様々な機能、今後も発展するアジア
香港貿易発展局大阪事務所長 リッキー・フォン氏

のゲートウェイとしての重要性や、香港・マカオと広州をはじめ
とする広東省の主要９都市を一体的に整備し、新たなイノベー

ションやビジネスを創造する一大経済圏である「GBA（グレー
ト・ベイエリア）構想」についてご講演頂きました。その後、香港

との貿易を促進・支援・発展させるための香港貿易発展局の取
り組みを、香港貿易発展局大阪事務所次長 田中 洋三 氏にご
講演頂きました。

セミナー終了後、参加者は名刺交換等で懇親を深めると共

に、香港に関するビジネスに関する情報交換が行われました。
セミナーの様子
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那覇商工会議所

NAHA Chamber of Commerce & Industry.

アンケート

ご協力よろしく
お願いします

会員の
へ
皆さま

会議所の活動に関する

日頃より、那覇商工会議所の活動にご理解・ご協力を賜り誠にありがとうございます。
那覇商工会議所では、今後の活動について、
会員の皆さまからご意見を頂き、
参考にして
まいりたいと考えています。
皆さまの率直なご意見をお待ちしております！

お食事 お
券 食事
券

10名様

アンケートをご回答頂いた方から抽選で

ペアお食事券をプレゼントします！
アンケートのご回答は下記の
2パターンからお選びください

① WEBから
https://forms.gle/
NfkHhW89XjKhKEmp9

②スマート
フォンから
QRコード読込み

↑こちらにアクセス

締切：令和４年５月10日（火）
※アンケートの回答は１事業所様につき、１回限り有効とさせていただきます。
※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせて頂きます。

那覇商工会議所 TEL 098-868-3758 FAX 098-866-9834
NAHA Chamber of Commerce & Industry.

https://nahacci.com/

第2 回

デジタル活用による儲かる経営づくり

小売店が毎日タブレットを
のぞき込むワケ
つづく株式会社 社長

井 領 明 広（いりょう・あきひろ）長野県上田市を拠点に、企業のクラウド化・業務自動化を支援。

「軽減税率対策補助金」
の話題が記憶に新しい。
消費

今まではレジ毎の売上を紙出力し集計していたが、
同

税率の異なる会計を楽に行うことを目的とし、
タブレッ

レジの導入によって、
クラウド上で集約して確認するこ

トレジ・POSレジの導入も補助対象だった。
当社への問

とができる。
これだけでも随分ミスと負担が減少した。

い合わせも急増し、
20台以上の導入支援を行った。

同時に、
死に筋の把握にもメスが入った。
今までのレ

キャッシュレス決済との連携も可能であり、
POSレジ

ジは
「お会計をする」
ための仕組みに過ぎなかった。
そ

ひとつで小売ビジネスのデジタルトランスフォーメーショ

れが現在では膨大な商品１点１点の売れ行きをリアルタ

ン
（DX）
は一気に進めることができる。
しかし、
目先の

イムに、
その日のうちに把握できる。
月末の棚卸を待つ

補助金 が目的となってしまい、
「補助金があるから導
入したい」
という問い合わせが大半だった。

必要はない。
「売れている」
という誤認識は、
土産品店ではよく発

しかし、
私は粘り強く訴えた。
「たかがレジ、
されどレ

生する。
友人が何かお土産を買うと、
連れ添いの人にも

ジ」
「小売店の心臓部分に関わる重要なデジタルツール

芋づる式に売れることが多い。
スーパーなどと違い、
誰

なんです」
「活用すれば、
売上アップやコスト削減まで狙

かと一緒に購入するという特殊性がある。
その結果、
ス

えるんです」
と。

タッフは
「この商品は売れているのでは！」
と錯覚してし

デジタルの価値は、
使ってみれば分かる。
つまり、
使わ

まうのだ。

なければその価値は分からない。
とある土産品店Ｓ店

しかし、
Airレジのデータは嘘をつかない。
データに基

も、
最初はその価値を深く理解しないままレジ導入を検

づいて死に筋商品の仕入れを減らし、売れ筋商品は

討していた１社だ。

ポップを工夫したりしてもっと売れるように努力する。
こ

Ｓ店は大量の土産品を販売している。
アイテム点数は

れだけで利益率はぐんと改善した。

500以上。
取り扱いをやめたものを含めれば、
1,000点

後日Ｓ店に伺った際に、
何の機能が助かったかと聞い

以上のアイテム数だ。
ここで問題が出てくる。
どの商品

たら、
「売れ筋が分かることだ」
と断言された。
最初は補

が売れ筋なのかが分からないのだ。

助金ありきでの導入だったが、
今では毎日数字を見る癖

売り場に立つ従業員からの意見はバラバラだった。

がついた、
と笑顔が溢れる。
頼れる背中に見えた。

「これが売れている」
と言う人もいれば、
「そんなことはな

POSレジは、
飲食・小売にすさまじいイノベーションを

い」
と言う従業員もいた。
結果、
本当に売れているものは

起こす可能性を秘めている。
商品別・時間別売上の分析

何なのかが判断できず、
商品の入れ替えができないま

や在庫管理機能まで搭載されたものもあり、
アナログな

まずるずると時間が過ぎていた。

やり方を改善できなかった店舗は、
効率化が一気に進

そんな中、
Ｓ店が導入したのは、
リクルートが開発して
いる
「Airレジ」
という、
タブレットを活用したPOSレジ
だ。
店舗が広いため、
合計で６台のAirレジを導入した。
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むはずだ。
小さいことからコツコツと。
小さなデジタル変革を積
み重ねていこう。
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那覇商工会議所女性会
創立四十周年記念式典を開催
令 和 四 年 二 月 十 八 日︵ 金 ︶十 五
時より︑沖縄ハーバービューホテ
ル白鳳の間において︑那覇商工会
議所女性会創立四十周年記念式
典を開催いたしました︒

事式典を開催することができま

市長よりビデオメッセージでご

いませんでしたが︑城間幹子那覇

だ き ︑ま た ︑議 会 中 で ご 出 席 は 叶

り奥平燿子会長にご臨席をいた

子会長︑浦添商工会議所女性会よ

商工会議所女性会より栗村由美

郎 会 頭 ︑福 治 嗣 夫 専 務 理 事 ︑沖 縄

は︑那覇商工会議所より石嶺伝一

い た だ き ま し た ︒ご 来 賓 と し て

の女性会会員の皆様にご出席を

開催に至った本式典では︑四十名

県のガイドラインを遵守して

した︒

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

祝辞をいただきました︒

当日は︑十五時よりオープニン

グ演奏会として︑琉球フィルアン

サンブルと二胡姫によるコラボ

レーション演奏会からスタート

し︑華やかな楽曲を四曲ご演奏い

ただき和やかな雰囲気でのス
タートとなりました︒

十五時三十分からの記念式典

は︑大宜見副会長による開会挨拶

で ス タ ー ト し ︑国 歌 静 聴 ︑女 性 会

の歌静聴︑女性会活動指針唱和を

知念礼子理事による司会

大宜見副会長による開会挨拶

那覇商工会議所女性会は︑昭和
五十五年十月一日︑
初代 糸嶺トヨ
子会長を中心に十五名の発起人
をもって発足し︑現在では過去最
高となる六十八名の会員を擁す
る組織となりました︒
当女性会は︑昨年度十月をもっ
て四十周年を迎えましたが︑コロ
ナ禍の影響もあり︑一年四ヶ月遅

概 要
一︑
開催日
令和四年二月十八日
︵金︶
二︑
会場
沖縄ハーバービューホテル
白鳳の間
三︑
プログラム
十五時〜十五時二十分
・オープニング演奏会
十五時三十分〜十六時十五分
・記念式典

国歌静聴の様子

渕辺会長による会長挨拶

れとはなりましたが︑このたび無

オープニング演奏会

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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得て︑渕辺会長による会長挨拶と
続きました︒
会長挨拶では︑これまでの歴代
会長をはじめとする役員の皆さ
まのご尽力と︑関係各位の皆様の
ご指導︑ご支援をもって四十周年
を迎えられたと感謝の言葉を述
べ ら れ ︑そ の 後 ︑那 覇 商 工 会 議 所

回は︑以下の四名の顧問の方々が

表彰対象となりました︒
大城 美智子 顧問
平成十九年〜二十年 副会長
平成二十一年〜二十二年 会長
鈴木 啓子 顧問
平成十三年〜十八年 副会長
平成二十一年〜二十二年 副会長
張本 ユリ子 顧問
平成十三年〜十八年 副会長
平成二十三年〜二十四年 副会長
平成二十五年〜二十七年 会長
山内 光子 顧問
平成二十八年〜三十年 会長

四名の顧問の皆さま︑功労者表

彰の受賞︑誠におめでとうござい
ます︒
表彰後︑閉会の挨拶を与那覇副
会長が行い︑無事創立四十周年式

さまで記念写真の撮影を行い︑お

ぬご支援・ご協力をよろしくお願

でいく所存です︒今後とも変わら

よう会員一丸となって取り組ん

展に努め︑地域社会に貢献できる

工会議所女性会は更に社業の発

ま た ︑こ の 節 目 を 機 に ︑那 覇 商

乾杯いただけましたら幸いです︒

ていただきました︒ぜひご自宅で

ワインとグラスのセットとさせ

今回の記念品は︑スパークリング

皆さまと祝いたいとの思いから︑

したが︑四十周年の節目を多くの

のため懇親会は行われませんで

今回の記念事業では︑コロナ禍

ひらきとなりました︒

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

い申し上げます︒

城間市長によるビデオメッセージ

石嶺伝一郎会頭のご祝辞︑城間幹
子 那覇市長のビデオメッセージ
と 続 き ︑功 労 者 表 彰 へ と 移 り ま
した︒
功労者表彰は︑前回三十周年記
念事業の際に設立された表彰で︑
会長職を二年以上務められた方︑
正副会長を合わせて五年以上務

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

典は閉会となり︑女性会会員の皆
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記念撮影

与那覇副会長による閉会挨拶

められた方︑副会長を十年以上務
めれた方が表彰の対象となり︑今

功労者表彰受賞の皆さま

石嶺会頭による来賓祝辞

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

Yahoo!ショッピング

ashi Gift Sh
oten
op
m
O

PayPayモール

＼商工会議所 会員事業所様向け新サービス／

Yahoo!ショッピング PayPayモール

出店希望者募集します！

出店まで
全面支援
します

Yahoo!ショッピング、
PayPayモール内に
開設したインターネットギフトショップ
（おもてなしギフトショップ）
へ
の出店を支援します！全国の会員企業が心を込めて育て上げた商品
を、
全国の方々に愛されるギフトとして売り出す取り組みです。
専門的な知識が無くても商工会議所の職員がしっかりとご支援い
たします。
Withコロナの時代、
今後もオンラインショッピングの利用率は拡
大傾向にあります。
この機会にぜひ出店をご検討ください。
「おもてなし
ギフトショップ」
HP

※2022年2月の掲載イメージ

出店セミナー
動画公開中

専門知 識不要

販路拡大

ラクラク出店

Eメールが使えればOK!
ぺージの校正や運営は
すべておまかせ！

Yahoo! ショッピングで
全国展開！会議所スタッ
フが全面支援します

売れたら発送するだけの
簡単販売
初年度 利用料

0円
キャンペーン中
ゼロ

大手モールに出店!
事業者・
生産者

商品
登録

申込

販売

ネット上の
お客さま

那覇
商工会議所

受注メール・代金支払

Yahoo!ショッピング、
PayPayモール
利用料金(年会費):1.1万円（税込）
（その他販売手数料30%が掛かります）

販売手数料に含まれるもの
（売上入金手数料、店舗構築費用、商品情報構築費用、ク
レジットカード決済手数料、ポイント付与原資、口コミ報
酬、配送伝票印刷手数料、全国一律送料差額、販売促進費
用、
店舗運用費用を含む）

ギフト専門店だから安売りはしない!

購入

客単価7〜8千円、
リピート率25%
購入者は40・50・60代(プチ富裕層)

店舗構築不要!

おもてなしギフトショップ
（ショッピングページ）

専門家による取材、プロによる店舗ページ作成
修正等追加費用なし
店舗運営不要!

注文管理、売上・支払管理不要
配送伝票記入不要!

商品発送

ヤマト運輸が記入済みの伝票をお届けします
専門知識不要!

お店の運用はすべてお任せ! 売れたら発送するだけの簡単販売

電子メールの送受信のみ

https://shopping.geocities.jp/omotenashigift/
お問い合せ

那覇商工会議所 中小企業相談部

おもてなしギフト

☎098-868-3759

皆様とともに歩んで１世紀。そして、輝く未来へ新たな一歩を
〜2022年(令和4年)､日本商工会議所は創立100周年を迎えます〜
あなたの
ナイスパートナー

商工会議所に
ご入会ください。
私たちは、地域総合経済団体として、
中小企業の活力強化と地方創生、相次ぐ
大規模自然災害やコロナ禍からの
経済再生を、全力で応援しています。
※皆様に安心をお届けする商工会議所保険制度
は､商工会議所に会員としてご入会いただく
商工会議所に会員としてご入会いただくこと
が条件となります。

日常に潜む｢もしも｣に備えた充実のラインナップ

低廉な保険料でご加入いただける、
会員のための商工会議所保険制度

業務災害補償プラン

ビジネス総合保険制度
●事業活動における賠償リスク､災害による
事業休業リスク､財物損壊リスクを総合的
に補償します｡

新 型 ルス
ウイよる
に
コロナ
染症
感

も
リスク

補償

休業補償プラン

●多様化・複雑化の傾向にある
「労災事故」
から会社も従業員
もお守りします。

●経営者本人とその従業員が、
病気
やケガで働けなくなった場合に、
収入の減少部分を補います。

●会員事業者を取り巻くリスクに対する補償のモレ・ダブリを解消し、
一本化して加入可能

●労災賠償に備える
「使用者賠償責任保険」
を標準セット

●入院中のみならず、自宅療養期間中の就業不能も補償

●賠償責任
（PL、
リコール、情報漏えい、サイバー、施設・事業遂行等）
リスクを総合的に補償

●政府労災保険の給付を待たずに保険金のお支払いが可能
派遣、
委託作業者のほか､下請負人の補償
●パート・アルバイト、
にも加入可能

●就業外での病気
（新型コロナウイルス感染症・
新型インフルエンザ含む)・ケガまで補償

●休業に関する補償により災害に遭った際の事業継続のための資金を確保
●保健所指示などによる新型コロナウイルス感染症の消毒費用および消毒
に伴う営業休止にかかる損失を補償

●医師の診査が不要で加入手続きが簡単

●政府労災で認定された業務・通勤による精神障害、
脳・心疾患
や新型コロナウイルス感染症などの疾病、自殺などを補償

●天災
（地震・噴火・津波など）
によるケガも補償

「もしも」
や
「まさか」
に備えて安心

輸出製品などの海外におけるＰＬリスク、
リコールリスクに備えるなら

生命共済制度

中小企業海外PL保険制度

海外取引先の債権回収不能リスクに備えるなら

従業員の退職金を、計画的に積み立てる

輸出取引信用保険制度

特定退職金共済制度

海外での知財訴訟リスクに備えるなら

海外知財訴訟費用保険制度

保険制度HP

https://www.ishigakiservice.jp/

情報漏えい賠償責任保険制度〜サイバーリスク補償型

制 度 運 営

日本商工会議所

海外での安全確保に備えるなら

お問い合わせ先

各地商工会議所

個人・法人の情報漏えいリスクに備えるなら

海外危機対策プラン
引受保険会社

ビジネス総合保険制度

※この商品は保険ではありません。

業務災害補償プラン

休業補償プラン

東京海上日動火災保険株式会社

事業活動包括保険

業務災害総合保険

団体総合生活保険

損害保険ジャパン株式会社

事業活動総合保険

事業活動総合保険

所得補償保険、団体長期障害所得補償保険
傷害総合保険、
新・団体医療保険

三井住友海上火災保険株式会社

企業総合賠償責任保険
建設業総合賠償責任保険

業務災害補償保険

所得補償保険
団体長期障害所得補償保険

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

タフビズ賠償総合保険
タフビズ建設業総合保険

大同火災海上保険株式会社

賠責総合保険

共栄火災海上保険株式会社

中小企業海外PL保険制度

輸出取引信用保険制度

海外知財訴訟費用保険制度

英文生産物賠償責任保険

取引信用保険
（輸出取引・中小企業用）

知的財産権訴訟費用保険

生産物賠償責任保険
（海外PL保険）
海外生産物賠償責任保険

所得補償保険団体契約
タフビズ業務災害補償保険
（天災危険補償特約
（所得補償保険用）
セット）
（業務災害補償保険）
GLTD
（団体長期障害所得補償保険）
業務災害補償保険

商工会議所名簿

輸出取引信用保険

知的財産権訴訟費用保険

輸出取引信用保険

知的財産権訴訟費用保険

情報漏えい賠償責任保険制度

専門事業者賠償責任保険

―
―

―

●上記内容は商工会議所保険制度の概要についてご紹介したものです。各保険の商品名や補償内容、取扱商品は引受保険会社により異なります。保険内容は各保険会社のパンフレットまたは重要事項説明書をご覧ください。詳細は保険約款により
ますが、
ご不明の点がありましたらお近くの代理店、
お問い合わせ先にご連絡ください。●本募集広告は、商工会議所会員向け保険制度の事務管理を行う有限会社石垣サービスが日本商工会議所の経営協力により作成したものです。●商工会議所
では、
このほかにも各種共済制度を取り扱っております。
また、商工会議所によっては一部の保険制度・特約を取扱っていない場合もあります。詳しくは、
お近くの商工会議所にお問い合わせください。
2021年10月作成

21-T03556
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会社の生き方を問い直す
ジェイフィール

代表取締役

高 橋 克 徳（たかはし・かつのり）

野村総合研究所、
ワトソンワイアットを経て、
ジェイフィール設立に参画。2010年より現職。13年より東京理科大学大学院イ
ノベーション研究科教授、18年より武蔵野大学経営学部 特任教授を兼務。榊原清則氏、野中郁次郎氏に師事し、組織論、組
織心理学、人材マネジメント論、人材育成論を専門とする。特に、人と人との相互作用が組織に与える影響、
ダイナミズムを研
究し、組織感情、
リレーションシップなどの新たな切り口を提示し、組織変革コンサルティング、人材育成プログラムの開発な
どに力を入れている。08年に出版した
『不機嫌な職場（共著、講談社現代新書）』
が28万部のベストセラーとなり、
その後も数
多くの書籍や講演活動を通じて働く日本人の心の再生への動きをリードしている。

人にも生き方があるように、会社にも生き方がある。そ

う思ったことはありませんか。

お客さまにも社員にも何より誠実であることを大切に

を変えたり、副業を始めたり、転職したり、移住する人も
出てきています。

人が主体性を取り戻し、自分らしい生き方、働き方、会

してきた会社。技術にこだわり、丁寧なモノづくりを全員

社との関わり方を模索し始めている。会社も同じよう

チャレンジし続けてきた会社……。

係を見いだす必要はないのでしょうか。もしそんなこと

で追求してきた会社。みんなで知恵を出し、新しいことに
自分たちが大切にすることが、社員全体で共有され、そ

こに思いとプライドを持って働く。そんな生き方が貫かれ
ている会社が、
かつてはたくさんあったと思います。

ところが、バブル崩壊以降、日本企業は自分たちの生き

方を見失ったように思います。家族のように大事にしてき

た社員との関係を断ち、仕事に埋没させる人だけをつく
り、成果と報酬でつながる関係をつくろうとした。その結

果、会社への信頼や愛情という強い結び付きが失われ、
会社が発しているメッセージと現場の取り組みにも大き

に、会社の在り方、生き方を問い直し、社員との新たな関

を感じていたら、次の二つの取り組みを考えてみてくだ
さい。

一つは、自分たち自身が改めて何のためにどう生きて

いく会社になるのか、その思いと生き方を一貫性のある

形で示し、
みんなの思いになるように対話を重ねること。

もう一つは、多様な生き方をする人たちを応援する、

あるいはそうした人たちの思いを重ねながら、新たな会
社の在り方、生き方を社員とともにつくっていくこと。

大切なのは、会社の理念や思いを押し付けて、社員に

な乖離（かいり）が生まれてしまった。気付くと、目の前の

変われというのではなく、経営トップから社員までが、

だと思う人も増えてしまったと感じます。

うという姿勢を持てるかです。しかもみんなで共有でき

仕事をこなし給与をもらうことが、社会人としての生き方
極端な表現になっているかもしれませんが、同じような

ことを感じている人も少なからずいるのではないでしょう

か。そんな状況の中でコロナが広がり、今までの働き方、
生き方に疑問を持ち始めた人たちが出てきた。会社中心、
言われたことをこなしていくという生き方を自分は本当に

望んでいたのだろうか。もっと自分らしく生きたい、もっと
自分らしく働ける場所を見つけたい。そう思って、働き方

【問い合せ先】

那覇商工会議所 中小企業相談部
TEL 098 - 868 -3759
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一緒に自分たちらしい生き方を見いだし、追求し続けよ
るものは、例えば「誠実さ」
「思いやり」
「楽しむ」など、そ
こに集まる人たちにとっても大事だと思える極めてシン

プルなものかもしれません。そんな言葉を見つけようと

する対話を繰り返すことが、真のつながりをつくっていく
ことになるのだと思います。ぜひ、生き方でつながる組
織づくり、目指してみてください。

ヒット商品が生まれる鍵は
『日常』から『非日常体験』へ
日経ＢＰ総合研究所 上席研究員

渡 辺 和 博（わたなべ・かずひろ）

日経ＢＰ総合研究所 上席研究員。１９８６年筑波大学大学院理工学研究科修士課程修了。同年日本経済新聞社入社。
ＩＴ分野、経営分野、コンシューマ分野の専門誌編集部を経て現職。全国の自治体・商工会議所などで地域活性化や名
産品開発のコンサルティング、講演を実施。消費者起点をテーマにヒット商品育成を支援している。
著書に『地方発ヒットを生む 逆算発想のものづくり』
（日経ＢＰ社）。

年末に発表される「日経トレンディ」のヒット商品ランキ

ングを見ると、どうしてこのようなものがヒットしたのかと

感じるものが少なからず取り上げられています。地域発

とがあります。

典型的な例が、節分の風物詩としてすっかり定着した

「恵方巻」です。諸説ありますが、もともとは関西地方の一

ヒットの中には、地元では当たり前で珍しくもないと思わ

部で受け継がれていた習慣といわれており、恵方を向いて

2021年の例では、静岡県富士市の「岳南電車」の「夜景

たいという風潮にマッチしたことでヒットしました。コンビ

た。岳南電車は富士山の麓にある富士市を走るローカル

チェーンや有名すし店までブームに便乗し、フードロスの

料資材や、働く人を運ぶ引き込み線として敷設されたもの

先の関連市場の伸びしろは、さほど期待できないでしょ

のの、現在は利用者も減り、存続が危ぶまれる路線になっ

くさまざまな事業者が、こうした全国各地の知られざる食

明を消して営業運転を始め、予約制の観光列車に仕立て

しょう。

は、ライトアップされたパイプや煙を吐く煙突など、まるで

品に化けるにはどんな要素が必要なのでしょうか。まず、

の体験」を求める人たちを引き付けました。地元の人から

プが大事なのですが、面白いと言われたときに「その面白

そこを訪れるツアーを企画することで、旅好きや新しい体

たり前なので、意外とそれが難しい。岳南鉄道の例で言え

生まれたのです。

みよう」と考えた人がいたことです。そして次のステップ

く珍しいのに、地元に暮らす人には当たり前過ぎて何も特

続けることだと思います。今の時代、とがったモノやサービ

やニーズとマッチすると意外に大きなヒット商品に育つこ

きっかけがつかめれば、
そこが拡散の起点となるでしょう。

れていたものも結構あります。

巻きずしにかぶりつく行為の面白さと、気軽に幸運を招き

電車・ナイトビュープレミアムトレイン」が面白いと思いまし

ニエンスストアやスーパーマーケットだけでなく、外食

鉄道で、もともとそのエリアに密集している製紙工場に原

問題が取り沙汰されるようになってきました。もはやこの

でした。昭和の高度成長期に輸送量がピークを迎えたも

う。そうなると、消費者は次のアイテムを求めます。おそら

ていました。ここがヒット商品に化けたのは、夜に車両の照

べ物や、面白い食習慣を発掘しようと調査していることで

たところです。工場群を縫って走る車窓から見る夜の風景

では、地方の「日常（何でもないもの）」が大きなヒット商

近未来のＳＦ映画のワンシーンのようです。これが「非日常

それを面白いと思うよそ者に出会うことです。次のステッ

すれば、夜の工場は「日常的」な光景でした。あえて夜中に

さをもう一段進めてみよう」と思えるかどうか。地元では当

験を求める人をうならせる「非日常性」を持つ観光商品が

ば、夜景が面白いなら「車内の照明を消して夜に走らせて

いろいろな地域を訪れていると、よそ者の眼には目新し

は、この面白さを誰に売り込めばいいか、失敗しても探り

別感がないというものに出合います。それが世の中の興味

スをつくれば、必ずお客さんがそれなりにいるからです。
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職場のかんたん
メンタルヘルス

伝えたい ことは 繰り返す
STRESSMANAGEMENT

伝えたはずなのに、
伝わっていない。
相手から
「言った

いがちになります。自分の気持ちに意識が向いてしま

よね？」
と言われ、
記憶になくてモヤモヤすることがあ

うと、
しばらく上の空になってしまうことさえあります。

る。
誰にでもいつでも起こり得ることです。
実は、
人の話

最後に
「相手への対応を考える」
こと。
私たちは、
相手

を真剣に聞いていても受け止められるのは50％以下で

の話を聞きながらも常にどのように対応すればよいか

す。
なぜなら相手の話を聞いているときにそれを阻害す

を瞬時に考えています。
単なる応答の言葉選びに加え、

る要因が存在するからです。
まず、
一つ目は
「自分の記

アドバイスする場合などは筋道を立てる必要もあるで

憶がよみがえる」こと。人の話を聞きながら、
「あ、それ

しょう。

知っている」
「あのことかな？」
「この前その場所に行っ

このような要因が、正確に相手の話を認識すること

た」
と自分の記憶と結び付けながら話を聞きます。
そう

を阻害してしまうのです。
このことを理解した上で心掛

すると、
瞬間的にではありますが、
意識が相手の話から

けることは、
「大切なことは繰り返し伝える」
「確認する」

それてしまうのです。

ということです。
大人だから１回言えば分かる、
何度も

二つ目は
「自分の気持ちが動く」
こと。
相手の話に影

確認したら相手に失礼になるのではと思わずに、伝え

響されて、
気持ちがアップダウンしたり、
自分事として捉

たいことは繰り返すことでトラブルを最小限に抑えら

えてしまったりすることがあります。
例えば、
誰かの悪

れます。
話の中で最後に確認するのもよいですし、
メー

口を聞き自分にも思い当たるところがあるなと心配に

ルなどでリマインドするのも効果的です。
言った言わな

なったり、
仕事の段取りを聞いていて自分も処理してい

いトラブルは信頼関係を崩壊させますので、
面倒がらず

ない案件があったと思い出して焦ったりするといったよ

に普段から丁寧なやりとりを心掛けましょう。

うに、
気持ちが動くことで意識が自分の方に向いてしま

日本メンタルアップ支援機構

代表理事

大野

萌 子 （おおの・もえこ）

法政大学卒。一般社団法人日本メンタルアップ支援機構（メンタルアップマネージャ資格認定機関）代表理事、産

業カウンセラー、
２級キャリアコンサルティング技能士。企業内健康管理室カウンセラーとしての長年の現場経験を

生かした、人間関係改善に必須のコミュニケーション、
ストレスマネジメントなどの分野を得意とする。現在は防衛省、
文部科学省などの官公庁をはじめ、大手企業、大学、医療機関などで年間120件以上の講演・研修を行い、机上の空

論ではない
「生きたメンタルヘルス対策」
を提供している。著書に
『よけいなひと言を好かれるセリフに変える言いかえ
図鑑』
（サンマーク出版）
ほか多数。

那覇商工会議所会報誌 NAHA

CCI NEWS

NAHA Chamber of Commerce & Industry.

企業広告を半額で募集しています！

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける
事業所を支援するため、広告料を半額にします。
●表紙内側（全面） 110,000円

55,000円

●裏表紙内側（全面） 99,000円

49,500円

●誌面内全頁（全面） 77,000円

38,500円

●誌面内（1/ 2 面）

27,500円

●誌面内（ 1/ 4 面）

16,500円
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33,000円

55,000円

詳細については、
企画業務部までお問い合わせ下さい。

☎098 - 868 -3758

今

売れている 書

１位

籍

経済・ビジネス

ランキング

集計期間2021年11月〜2022年1月末

が
世界の
「頭のいい人」

やっていることを１冊にまとめてみた
中野信子 著 【アスコム】
世界で通用する
「頭のいい人」
とは、
ただの秀才ではありません。
彼らがやっているのは、
「空気は読まない」
「自分に適度なストレスを与える」
「嫌いな仕事は他人に振る」
「集中力を身につけない」
など、
ちょっとしたコツや
テクニック。
それらは実は、
脳科学的にも理に適っていることばかりなのです。

2 位 ジェイソン流
お金の増やし方
厚切りジェイソン 著【ぴあ】
芸人でもある厚切りジェイソンによる、
初の
お金に関する書籍。これだけやれば貯まる
のに…Why Japanese people!? どうして
お金が貯まらないの!? どうやったらお金を
増やすことができるのかに悩む人々へ送る、
簡単にできる、
節約、
資産を増やす方法、
投
資まで…
お金を増やすため、強いては人生を豊かに
するためのヒントが満載。

加藤俊徳 著

4位「１万人の脳を見た名医が教えるすごい左利き」（飛鳥新社）

…………………………………………………………………………………………………………………………………

5位「稲盛和夫一日一言」稲盛和夫 著（河出書房新社）

…………………………………………………………………………………………………………………………………

6位「お金持ちだけが知っている！軍用地投資入門」仲里桂一 著（新潮社）
…………………………………………………………………………………………………………………………………

7 「成しとげる力」永守重信 著（紀伊国屋書店）
位

…………………………………………………………………………………………………………………………………

8 「今さら聞けない時間の超基本」二間瀬敏史、吉武麻子 著（文藝春秋）
位

…………………………………………………………………………………………………………………………………

9位「ＵＳＪを劇的に変えた、たった１つの考え方」森岡毅 著（新潮社）

…………………………………………………………………………………………………………………………………

10位「心理学BEST100」内藤誼人 著（すばる舎）

3 位 本当の自由を
手に入れる
お金の大学

両@リベ大学長 著【朝日新聞出版】

「貯める・稼ぐ・増やす・守る・使う」
という、
お金にまつわる５つの力を鍛えて、
自由な
生活を手に入れよう！ 月10万円の節約の
仕方、
年収100万円アップの秘訣など、
お
金の悩みを解決する方法を伝授する。
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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

クルマエビのゲノム解読に成功

OISTのマリンゲノミックスユニットと国立大学法人東京海洋大学 (以下、
海洋大) のゲノム科学研究室などは
共同で、
我が国における水産上の重要種なクルマエビのゲノム解読に成功しました。

クルマエビは、我が国において古くから珍重されてき

全配列、
すなわちゲノムは、
その生き物の
「設計図」
に例え

た重要な水産動物です。
「くるまゑび」
の名は、
江戸時代

られるため、クルマエビのゲノムを解読することで、クル

の本草書『本朝食鑑』に現れ、歌川広重の浮世絵にも描

マエビの生体防御機構を理解するためのデータ基盤を

かれています。
明治時代には天然クルマエビの畜養が試

構築することを目指しました。

みられ、
我が国におけるクルマエビの養殖の端緒を開き

【研究内容・成 果】

ました。
1930年代には藤永元作らがクルマエビの人工孵

キューバ共和国駐日大使
術が確立されました。
日本で築かれたクルマエビの養殖
が表敬訪問

次世代シーケンサーと呼ばれるDNA解析機器を駆使

化に世界で初めて成功し、
1960年代には大規模養殖技

して、
沖縄県産クルマエビのゲノム概要配列を得ることに

技術は、
今日世界中で営まれるエビ養殖の基盤となって

基対
（ヒトゲノムの約6割）
と推定され、
その88％にあたる

います。

約1７億塩基対の概要配列が得られました。
解析の結果、

後継者塾開催

成功しました。クルマエビのゲノムの大きさは約19億塩

日本近海の天然クルマエビは北海道南部から九州に

ゲノムの3割弱が単純反復配列と呼ばれる繰り返し配列

かけて分布していますが、
クルマエビ養殖生産量の全国

で占められていることがわかりました。
これはクルマエビ

トップは沖縄県です。1970年代に本土から種苗が導入

類以外の他の動物ゲノムにはほとんど見られない特徴で

されたのを皮切りに、
クルマエビ養殖は県内各地に広ま

す。クルマエビのゲノムには、約26,000個の遺伝子が存

り、
飛躍的な発展を遂げました。
クルマエビは沖縄県の

在すると推定されました。
このうち7割弱の遺伝子につい

海面養殖業生産額の28％を占め、
1位のモズク
（41％）
に

て機能を予測できました。

次ぐ重要な水産物のひとつとなっています。

【今後の展開】

一方で、
クルマエビ養殖はウイルスや細菌など病原微

クルマエビのゲノム情報が整備されたことで、
クルマエ

生物による感染症の被害に悩まされてきました。
感染症

ビがどのような遺伝子を持っているのかが明らかとなり

を防止するには、クルマエビが病原体と戦う仕組み（生

ました。これらの遺伝子のはたらきや、個体間の遺伝子

体防御機構）
を理解することが重要です。

配列の違いを詳細に解析することで、
クルマエビの生体

生体防御機構を初めとして、
生体内のさまざまな働き
は、
細胞の中で作られる各種のタンパク質やRNAという

防御機構に対する理解が深まり、
病気に強いエビをつく
るための研究が加速すると期待されます。

分子によって担われています。
ひとつひとつのタンパク質

また、
本研究の成果は、
ゲノム情報を活用して効率的に

やRNAの構造や、
それらがいつどの細胞で生産されるべ

新品種を作り出すゲノム育種や、
天然資源管理の高度化

きかを指定した情報が、
遺伝子としてDNAに書き込まれ

を進めるためのDNAマーカー開発に役立つと期待され

ています。
このような理由から、
ある生き物がもつDNAの

ます。
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事︒
氏は１９２２年に沖縄音楽調査の旅をしている︒

究の草分けの第一人者で物理学者でもある田辺尚雄に師

特筆すべきは︑
明治から昭和にかけて︑
近代的な音楽研

いる︒

﹁ 欽 定 工 工 四 ﹂琉 球 古 典 音 楽 を 伝 承 し て い る と 確 信 し て

文と絵 ＝ローゼル川田

琉球古典音楽 の大家山内盛喜 の偉業
１９５０年代半ば︑
幼年期の記憶︒
着物姿の祖母は首里
金城町の石畳の坂道でサバ
︵草履︶
を脱ぎふちゅくる
︵懐︶
に入れてツルッとした石畳を滑らないように裸足にな
り︑
当蔵にある教会堂まで歩いた︒
琉球古典音楽の大家として知られる山内盛彬︵１８９

東京で音楽を学んだ盛彬は︑
楽理を学び採譜・採録をし

盛彬が８０才を超えた頃︑地方の古い形式の歌が伝承

て琉球音楽を読み解いていく︒

野村流を学んだ︒祖父の盛熹は琉球王国最後の尚泰王の

されているのを研究家によって発掘されたのだが︑既に

幼年期に父母と死別し︑祖父の盛熹に育てられ︑湛水流・

０年〜１９８６年︶
は石畳のある金城町の生まれである︒

宮廷音楽家であった︒廃藩置県前後の琉球は動乱の時代

盛彬が調べた歌と同じだった︒後に音楽学者の小島美子

が﹁あーこれはすごい﹂と言ったのでさらに認められ︑急

である︒
明治政府は軍事力や警察権力を背景に首里城を接収︑
藩王は上京させられた︒

に知られている琉球音階は大まかにはレラ抜きの五音階

このような話は今の世の中にもある︒
ところで︑
一般的

に重要な人として浮かび上がったという︒

設置後も琉球王国復活を目指して清国に請願書を出し︑

とされるが︑その琉球音階を五線譜で表し研究解説をし

直後の王族や士族の中からは抵抗運動が起き︑沖縄県

政府の措置に対して旧支配層の頑固党は清国に対する忠

﹂数々の言葉に惹きこまれて
…

た一人に盛彬がいる︒
採譜記録を旋法で進めたとあった︒

読んだことがある︒

﹁テトラコルド︑核音︑旋法

誠や朝貢・冊封の関係を引き続き望んだ︒
首里王府は滅亡
し︑４００人ちかくの有禄者や約１８００人前後の士族
層がその地位を退き拡散︑貧窮士族は地方へ都落ち？寄

琉球音楽を五線譜のフルスコアで書き表し︑オーケスト

琉球音楽が優れていることを自負し国際性を目論み︑
その地位を奪われた尚泰︒琉球国は消滅しても来る未

ラ用に編曲し演奏︒﹁伝承︑伝統﹂からさらに表出へと沖へ

り集まって︑
やーどぅい
︵屋取集落︶
生活を営んだ︒

もろ﹂
をはじめ︑
古典音楽に関する資料収集や採譜等の一

来へ琉球の魂を伝承すべく︑
山内盛熹ほか数名に
﹁王府お

る︒山内盛彬の驚くばかりの研究心と伝承作業を想像す

と関わり︑資料の成果品にも携わってこられたと認識す

多くの音楽の専門家や研究者︑伝承者が時の山内盛彬

出た︒
大事業を依頼していた︒
盛彬は祖父の遺言を胸に︑
実現に
向けて膨大な仕事や研鑽を積み上げていく︒
そのひとつに︑王朝時代の埋もれた歌数百種類を集め

んでいた︒忍び足で背中に近づいて聴いていたが︑きっと

先日の市場で老婦人が気持ちよさそうに民謡を口ずさ

ると︑
その重量感が伝わる︒
ある時は演奏者の家の障子越しに聴き︑ある時は床下

楽譜の採譜︒

に何日も身を潜めて演奏者の音を聴き︑帰宅後耳に残し

盛彬は笑い
﹁うりやさ﹂
と言ったにちがいない︒

︵那覇商工会議所エキスパート︶

﹁沖縄タイムス連載を編集﹂

た音を採譜し記録をした︒
使命感に追われるように︑
追う
ように︑
膨大な資料や成果品を遺し︑
研究と伝承に生涯を
費やした︒
さらに盛彬自身は︑王命を受けた祖父盛熹が編纂した
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博物館での珍しい特別イベント
― バックヤードツアー ―

博物館は展示だけ行っているわけではありませ

開エリアを公開するイベントを行っている博物館は

ん。
博物館内で行われる講座や展示解説会、
更に野

極めて少ないです。その理由として、非公開エリアの

外での観察会といった学芸員が主役となるイベント

公開は資料保管の安全面や博物館内の防犯面と

が多数あります。その中でも今回は意外なイベント

いったことが懸念されるため、設備的にも人員的に

を紹介したいと思います。

も充実しないと実施が難しいといったことが挙げら

そのイベントとは博物館内の非公開エリアを60分

れます。

にわたって解説していく
「バックヤードツアー」
になり

毎月第4土曜日にバックヤードツアーを各学芸員

ます。
主に収蔵庫や工作室、
トラックヤードなど普段

が持ち回りで案内役となって行っており、博物館の

は見ることができない博物館の裏側を学芸員が案

裏側について普段は行わない施設の説明をします。

内する内容になります。博物館の展示がどのように

しかし、
実のところ学芸員の仕事について知ってもら

行われているのか、展示されていない所蔵資料がど

う数少ない機会であるという、もう一つの意味合い

のように保管されているのかといった表からは見え

があります。展示作業だけでなく、所蔵資料の保管

ない博物館の姿を一般の方々に深く知ってもらうこ

と管理、展示パネルの作成や資料整理作業など学

とを目的にバックヤードツアーは実施しています。

芸員の仕事は多岐に及ぶことを、
このバックヤードツ

一般公開エリアと違って博物館の裏側は狭いた

アーで知る来館者も多くいます。また、バックヤード

め、参加者は毎回10名に限って案内していますが、

ツアーでは学芸員にとって対面で参加者と話ができ

参加された方々は普段は見ることができない場所な

ることから、来館者は何に疑問や関心を抱いている

ので、
興味津々であちこちご覧になっています。

のかを知る機会にもなっています。

このようなバックヤードツアーを実施している沖

皆さんは沖縄の歴史や文化、自然を学びたい、見

縄県内の博物館は当館だけで、
全国的に見ても非公

てみたい展示物があるという動機が博物館へ行く
きっかけになっていると
思います。少し趣を変え
て 、展 示されている「 モ
ノ」
だけではなく、
展示に
携わっている「ヒト」を知
る目的で博物館に訪れて
みてはいかがでしょうか。
これまでに無い、何か新
しい発見があるかもしれ
貢納布製作模型

学芸員による収蔵庫内での解説
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ません。
（ 博物館班 主任
学芸員 山本 正昭）
※バックヤードツアーは事前
申込制となっています。
詳しくはおきみゅーW E B
ページをご覧下さい。

②風呂上り、
裸で大股開きでビールが飲める。

⑧深酒しても注意する人はいない。
③飯を喰いながら、
大きな音で屁がこける。

⑨話し相手がいないので対立意見がなく、
すぐ結論が出る。
④トイレのドアは閉めないので開放感がある。

⑩鏡を見つめると、
顔は笑っているのに何故か涙がこぼれ

・ 月スケジュール
月

理事会︑
令和３年度第４回沖縄県環境審
議会

ナー

ビックデータを活用した地域分析セミ

日︵木︶ 観光土産品認定試買審査会本審査

３月

月 日︵水︶ 沖縄子どもの未来県民会議令和３年度

４

３月 日︵金︶ 那覇空港シンポジウム

３月
３月

4月
4月

理事会︑
青年部三役会
日︵金︶ 国立劇場おきなわ第2回評議員会
日︵水︶ 第６回那覇港長期構想検討委員会

月

日︵日︶ 珠算検定試験
日︵火︶ アクサ・県連専務理事

月事務局日誌

２

推進協議会

＆ 活 用 セ ミ ナ ー ︑青 年 部 理 事 会 ︑健 康 お き な わ

月２日︵水︶ ︻ オ ン ラ イ ン ︼お も て な し ギ フ ト シ ョ ッ プ 出 店
２

沖縄県全島緑化県民運動推進会議
２月３日︵木︶ ︻オンライン︼

全 国 共 済 制 度 運 営 委 員 会 ︑︻オンライン︼
います

２月４日︵金︶ ︻オンライン︼九商連専務理事会︑︻オンライン︼

ぐはじめるGoog leビジネスプロフィールの

登録＆活用セミナー︑那覇市長賞本審査会

理事予定者会議

２月７日︵月︶ ︻ ハ イ ブ リ ッ ド 開 催 ︼青 年 部 令 和 4 年 度 第 1 回

第三回理事会

２月８日︵火︶ 令和3年度沖縄MICEネットワーク幹事会・

月

日︵木︶ 子どもの貧困対策に関する有識者会議

２月９日︵水︶ ︻オンライン︼青年部定例会

月

月

日︵日︶ 第224回珠算検定試験

員会︑
︻ オ ン ラ イ ン ︼ベ ス ト ウ イ ズ ク ラ ブ

日︵木︶ ︻ オ ン ラ イ ン ︼日 本 商 工 会 議 所 第 7 1 3 回 常 議

2 0 2 1 年 度 第 2 回﹁ 常 任 幹 事 会 ﹂︑︻ オ ン ラ イ

周年記念式典

ン︼
青年部九州ブロック中津大会

日︵金︶ 那覇商工会議所女性会創立

月 日︵土︶ ︻オンライン︼基礎から学ぶマネーセミナー

２月

40

１6

３月 日︵水︶ 正副会頭会議︑
沖縄美ら島財団 第 回

41

１7
23 １8

30 25

２１

︻オンライン︼
青年部全国大会
︵高松市︶
日︵土︶

日︵日︶ 第160回簿記検定試験

日︵金︶ 観光土産品認定・試買審査会事前審査

光委員会︑女性会記念誌実行委員会

員会︑︻オンライン︼令和3年度第2回九商連観

日︵木︶ ︻ オ ン ラ イ ン ︼令 和 3 年 度 第 2 回 九 商 連 観 光 委

日︵水︶〜

月 日︵火︶ 青年部三役会

月

月

月

２月

26

３
４

２

３
３
12 10

２
２
２

２

２
２
２

るが誰にも気づかれない。
⑤二度寝、
三度寝が自由自在。

https://nahacci.com

〒900-0015 那覇市久茂地1-7-1
琉球リース総合ビル6F

17 13 10

24 23 22 １9 18

27 25

⑦足の踏み場さえあれば掃除しなくていい。
が貯まる。

アラフォー見聞録（60人目）

〜独り身の幸せ〜

最後の1人は良いこと言わないとチコちゃんに叱られるので、
アラフォーのメリットを強引に10コ挙げてみた。

①合コンに無縁で直帰でき、
無駄使いがなく小銭 ⑥家ではおぞましいスッピン顔で居られる。

ほら、
独り身だとこんなに幸せが一杯。
1人で、
よ・か・っ・た！
数々のご無礼、
平に御容赦を願います。

��
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