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前回（1223回例会）の記録
平成27年８月６日（木）

■ゲスト
中津商工会議所
中小企業相談所　奥上勝己氏

■ビジター
西　正美氏（中津RC）
土岡俊介氏（中津RC）
橋口栄治氏（中津RC）
安田雅豊氏（中津中央RC）

■出席報告
 会　員　数　24名
 免 除 者 数 １名
 対 象 者 数　23名
 本日出席者　20名
 欠 席 者 数 ３名
 出　席　率　86.96%

■1222回出席報告の修正
　1222回欠席者 ８名
　メイクアップ ２名
　欠　席　者 ６名
　修正出席率　 65.22%→　73.91%
●メイクアップ
若松会員（中津中央RC8/4）
長野（定）会員（セミナー大分7/18）

●欠席者
出納会員、長野（修）会員、籾倉会員、吉野会員
川崎会員、矢頭会員

会長  辛 嶋  　 崇 　　幹事  宇都宮  監 浩　　会報担当  二反田  新 一　　クラブ広報委員長  二反田  新 一

◉本日の例会プログラム 「夜間例会」
 会員卓話「会員増強退会防止について」
 会員増強退会防止委員会　籾倉了胤会員
◎次回例会プログラム ゲスト卓話「料理と歴史」
 グランプラザ中津ホテル洋食料理長　岩田秀一氏
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国際ロータリー会長
　　  Ｋ. Ｒ. ラビンドラン

世界へのプレゼントになろう
Be a gift to the world

◎ロータリーソング　君が代、奉仕の理想

◎会長の時間　辛嶋会長
　今日は８月６日です。ちょうど70年前の今日広
島に原爆が落とされました。今朝８時15分に市役
所のサイレンが鳴っておりました。テレビでも平
和祈念公園での式典中継が行われていました。被
爆者の平均年齢が80歳を超えたとのことです。原
爆の恐ろしさが風化しないようにと祈らざるを得ません。あら
ためて平和の有難さを感じています。
　さて８月は会員増強月間です。年度末から今年度初めにかけ
て会員が減りました。どうぞ皆さんお一人お一人が会員増強に
ついて深く考えて頂きたいと思います。
　本日は商工会議所から中小企業相談所所長の奥上勝己さまを
ゲストとしてお迎えしております。そのためか出席状況がすこ
ぶるよろしくて喜ばしい限りです。後程卓話をしていただきま
す。

◎幹事報告　宇都宮幹事
・例会変更　中津RC→8/12（水）休会
・週報受理　宇佐RC、仙台平成RC
・中津中央RCより「クラブの現況及び活動計画書」
・ロータリーの友8月号
・中津RCより9月例会プログラム

・ガバナー月信8月号
・米山奨学セミナー（大分）開催のご案内
・地区職業奉仕セミナー（7/18、7/25）において紹介した資料
・第22回「暴力追放・銃器根絶大分県民大会」開催に伴う関係
者の出席について

◎ニコニコボックス　担当：ロータリー財団委員会
〔辛嶋会長〕週報原稿で二反田さんにご迷惑をおかけしました。
本日は会員の出席率も良く、またビジターの方々も多く見えら
れました。人数が多く、嬉しいのでニコニコいたします。
〔宇都宮幹事〕先週夜間例会後、会長と田長丸さんと少し飲みま
した。支払いがあまりましたので2,000円、ニコニコします。
〔中島会員〕ようやく司会から解放されましたので。先週もニコ
ニコで言いましたが、東京ガールズコレクション、チャンドル・
エミリへの投票をよろしくお願いします。
〔小野会員〕今日の例会は欠席の予定でしたが、いつもお世話に
なってる奥上さんの卓話ということで、急きょ出席しています。
昨日運転免許証の更新で視力検査で初めて引っかかりました。
本日メガネを作って検査を受けましたが、何とか合格して今ま
で通りに大型も運転できます。
〔黒瀬会員〕田長丸さんの現場で近所の方からポカリの差し入れ
があり、暑い中ありがたくいただきました。が、賞味期限がは
るか昔に切れてました。
〔西会員（中津RC)〕久しぶりにＭＵします。中津平成RCには積
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極的な会員さんが多く感心してます。
〔吉野会員〕２週連続例会を欠席しました。申し訳ありません。
弊社は今、人事異動の時期で歓送迎会が多く行われてます。最
近お酒を飲むと決まってお腹を壊します。気を付けたいと思い
ます。
〔田長丸会員〕黒瀬さん、申し訳ありません。
〔長野（修）会員〕本日早退します。先日、退会した松本さんに
お会いしました。
〔加来会員〕たくさんのニコニコをありがとうございました。

◎ゲスト卓話
「中津商工会議所　平成26年度事業報告」
安心で活力あふれる地域社会をめざして、未来へ
向けて新たなる挑戦をしよう！
中津商工会議所　中小企業相談所　奥上　勝己氏 

総括的概要
【景況】
　我が国経済は、「大胆な金融政策」、「機動的な財政政策」、「民
間投資を喚起する成長戦略」の「三本の矢」の一体的推進に
より、景気は緩やかな回復基調にあり、物価動向はデフレ状
況ではなくなってきました。
　しかしながら、地方経済においては、依然として厳しい状
況が続いています。
【 このような状況のなか 】
・ＮＨＫ大河ドラマ「軍師官兵衛」の放映開始
・福澤諭吉肖像一万円札発行30周年記念事業の開催
・中津市元気創出プレミアム商品券の発行
・要望活動
・部会／委員会活動
・中小企業相談所の支援内容
部会運営委員会の開催
商業部会
①くろかんくん袋について
②ダイハツ九州㈱への納入業者の募集・スポット企画の提案
について

③ＮＨＫ大河ドラマ「軍師官兵衛」パブリックビューイング
について

④プレミアム商品券について
工業部会
①意見交換会について
②ヨロズ志藤会長の講演会について

観光・運輸・情報部会
①中津うまいもん市の開催について
②中津市への要望事項について
③ＮＨＫ大河ドラマ「軍師官兵衛」パブリックビューイング
について　　

④プレミアム商品券について
金融・理財部会
①会員事業所情報発信事業
②中津市への要望事項について

福祉・社会・環境・サービス部会
①認知症サポーター養成講座開催案について　　
②なかつ七夕婚活パーティーの開催について

委員会の開催
　総務企画委員会【主な議題】
①新規加入事業所の承認について　　
②市への要望事項について
③福澤諭吉肖像一万円札発行30周年記念事業について
④永年勤続優良従業員表彰式について
⑤新年賀詞交歓会について　他

　商業活性化委員会【主な議題】
①お買物アンケートについて
②中心市街地活性化事業について
③プレミアム商品券発行事業について
ひとづくり＆ものづくり委員会【主な議題】
①中小企業テクノフェアin九州2014視察について
②５Ｓ研修について
③㈱ヨロズ大分工場見学について
おもてなしのまちづくり・観光委員会／黒田官兵衛推進室【主
な議題】

① 全国商工会議所観光振興大会2014別府について　　
② なかつうまいもん市について
③ 大河ドラマ放送終了後の観光への取組について
社会・環境・福祉・サービス委員会【主な議題】
① 認知症サポーター養成講座について　　
② なかつ七夕婚活パーティーについて
③ 医療・福祉・商業連携事業の調査・研究について
④ 中津支援学校のインターンシップ支援事業について

中小企業相談所の支援内容
①融資のご案内
知って得する!!小規模事業者経営改善資金融資制度
マル経資金（無担保・無保証人）
★融資条件
資金使途；■仕入資金　■買掛金・手形決済資金
　　　　　■諸経費支払資金　■店舗・工場等の改築
　　　　　■事業用車両の購入　■機械設備の購入等
融資限度額；■2,000万円以内（ただし、1,500万円を超える

申し込みは、事業者（申込者）が策定した事
業計画書の提出が必要。）

利　　率；■年1.25％ (H.27.6.9現在)
返済期間；■運転資金  7年以内　■設備資金  10年以内

★融資対象
従業員数；■常時使用する従業員が20人（商業またはサー

ビス業（宿泊業及び娯楽業を除く）は５人）
以下の法人・個人事業主の方

納　　税；■所得税・法人税・事業税・市県民税等につい
て、納期の到来している税金を完納している
方。

その他；■商工会議所の推薦が必要となります。
②各種専門家による相談
よろず支援拠点（無料専門家派遣）
経営上のあらゆるお悩みの相談に対応して頂けます。(中小企
業・小規模事業者)
・専門家は、弁護士・公認会計士・税理士・司法書士・中小
企業診断士・社会保険労務士・弁理士・建築士・ITコーディ
ネータ・カラーコーディネーター・フードコーディネーター、
ファイナンシャルプランニングetc.が登録されています。
平成26年度実績；12回の派遣
その他の無料専門家相談（会場；中津商工会議所１階）
◎弁理士による特許相談…毎月第1火曜日13:30 ～ 16:30
　平成26年度実績；39名
◎社会保険労務士による労務相談…毎月第1水曜日13:00 ～ 16:00
　平成26年度実績；15名
③福利厚生・共済のご案内
労働保険事務組合
事業主の皆様に代わって、労働保険（労災保険、雇用保険）
に関する事務処理を行います。公共職業安定所や労働基準監
督署への事務手続き、労働保険料の申告納付、雇用保険の資
格取得および喪失などの煩雑な手続きを代行致しますので、
事務処理が大幅に軽減されます。
平成27年度当初　委託事業所数；175社
委託メリット
１．労働保険料の額に関わらず、3回に分割納付することがで
きます。

２．事業主(役員)も、労災保険に加入することができます。．．．
特別加入

小規模企業共済　
平成26年度　関与契約人員；373名
経営者の退職金制度で、(独)中小企業基盤整備機構が運営して
います。掛金は月額1,000円から70,000円まで自由に選択で
きます。さらに掛金の全額が所得控除されたり、掛金の範囲
内で融資を受けることができるなど加入のメリットも豊富で
す。
中小企業退職金共済・特定退職金共済　
平成26年度　関与契約人員；766名
従業員の退職金制度で、２種類の商品を取り扱っております。
1つは、中小企業退職金共済(国の制度)　1つは、特定退職金
共済(中津商工会議所の制度)でアクサ生命に業務委託をしてい
る商品です。事例によって、商品の選択をしております。


