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新体制で大分の発展を目指す

平成28年度事業報告・収支決算を承認

当所は6月26日、通常議員総会をレンブラントホテル大分で開催しました。
冒頭、会員増強功
労者表彰、感謝状贈呈、永年勤続表彰を行いました。
姫野淸高会頭は挨拶で、少子高齢化による地域経済の縮小を懸念し、解決策に、関係団体
と協力した
「県産商品の消費（発注）拡大運動」
を始めたことを報告しました。本事業は
「地域の
お金は地域で回す」
「経済の好循環」の取組みであり、広瀬大分県知事をはじめ市長会、大分
県農業協同組合中央会などの各種団体と一緒になって、
イベントや広
告等を通じて県産商品の消費拡大を広く働きかけるもので、県民総ぐ
るみの取組みとして議員の協力を要請しました。
また、
パルコ跡地に関して大分市商店街連合会との連名より、大分市
長に
「大分市を訪れるお客様のおもてなしの場になるとともに、周辺商
業者との共栄、市街地全体の賑わい創出と活性化に繋がる空間として
会頭あいさつ

用地取得を含めた総合的な有効活用」
を要望したことを報告しました。

講演する佐藤樹一郎大分市長

功労者表彰・感謝状・永年勤続議員表彰
●会員増強功労者表彰
矢羽田

●感謝状

光

朝日警備保障㈱

●表彰状
獲得件数 6 件

3 事業所（30 年以上在任の事業所／ 10 年毎）

12 名（10 年以上の永年勤続議員／ 5 年毎）

上田

耕作

大分瓦斯㈱大分営業所

在任 20 年

藤田

三吉

新成建設㈱

在任 20 年

㈱大分銀行

在任70 年

木本

定男

大分鉛鉄㈱

在任 20 年

㈱佐伯建設

在任70 年

野中

俊秀

㈱大分白屋

在任15 年

大分製紙㈱

在任70 年

藤原

忠和

大分ビル管理㈱

在任15 年

渡邉

信吉

㈱スズキトムキャット

在任15 年

後藤

芳正

後藤体器㈱

在任15 年

大平

修平

㈱オオヒラ企画

在任15 年

佐藤

勲八

㈱タツミ電業社

在任15 年

森

秀文

㈱オーイーシー

在任10 年

福本

祐二

日豊タクシー㈱

在任10 年

古山

信介

㈲古山乳業

在任10 年

平成 28 年度の主な事業実績
●熊本・大分地震の発生とその対応
熊本・大分地震を受け、当所は震災関連特別相談窓口を設置し、被災企業に対し万全の経営支援態勢を整え
るとともに、約400社を対象に震災関連緊急アンケート調査を実施し管内企業の直接・間接の被災状況把握
に努めました。また姫野淸高大分県商工会議所連合会長ほか経済5団体の長が国交省や中小企業庁などを直
接訪問し、ＪＲ豊肥本線の早期完全復旧、災害復旧事業の柔軟な制度運用、観光の風評被害対策、中小企業
金融円滑化と事業再建支援など早期復旧・復興のための支援を強く訴えました。
●役員改選と活動指針
3年に一度の議員改選の年にあたり、11月の臨時議員総会において姫野淸高会頭が第10代第34期の会頭に再
任されました。また、「会館建設準備特別委員会」の2委員会の新設等を柱とする改編・拡充を行いまし
た。併せて第34期目に臨んで、経営力強化のための「企業の力」、地域の活力底上げのための「企業の
力」、そして活発な企業活動展開のための「人の力」、この3つの力の向上を目指す指針が示されました。

●政策要望活動の展開
商工会議所の基本的使命である政策要望活動を展開しました。「東九州自動車道の中津～宇佐～別府間の4
車線化」、「東九州新幹線の早期実現」を新規項目に加え、県知事、県議会議長へ要望しました。また関係
団体と連携し「大分川・大野川の堤防の活用による強靭化の実現」、「大分港海岸の国直轄による早期事業
化」、「東九州新幹線の整備計画路線への格上げ」など石井啓一国土交通大臣はじめ国土交通省、財務省幹
部、地元選出国会議員等を直接訪問し、強く要望しました。
●中小・小規模事業者へのワンストップの経営支援
年間5,300件を超える巡回指導を通じて、経営支援に注力しました。金融円滑化対策では、マル経資金71件、3.8
億円の貸付実行など安定した資金供給に努めました。また新規に取り組んだハンズオン（伴走型）の経営発達支
援事業では、年間72件の専門家派遣を実施し小規模事業者の持続的発展を支援した他、小規模事業者以外の中
小企業に対しても年間34件の専門家を派遣し、ワンストップでの経営支援を通じて全力でサポートしました。
●会員増強運動と会員向け新サービス事業の提供
一昨年実施したプレミアム付商品券事業で新たに入会した県外資本の量販店等が次々と退会する中、年間を通じ
て会員増強運動を展開した結果、6,000会員を維持することができました。新たな取組みとして宣伝活動、販路拡
大を後押しする「新商品・新サービス合同プレス発表会」を4回実施し、年間49企業が参加し好評を得ました。
●中心市街地活性化と地域振興、スポーツ振興の推進
中心市街地の賑わい創出のため、個店魅力アップを図るオンリーワン事業や空き店舗への出店をサポートす
るテナントミックス事業を市や大分まちなか倶楽部と連携し、推進しました。3年目となるプレミアム周遊
ランチクーポン事業は80店舗の参加を得て実施し、地域振興の促進に努めました。大分トリニータについて
は10月に大分商工会議所サンクスデーを開催し、対盛岡グルージャ戦に会員700人を無料招待しました。
●部会・委員会活動の推進
会議所に組織される13部会、6委員会・1特別委員会は、事業承継セミナーや接客接遇セミナーなど各種講習
会の開催、先進地視察、政策要望とりまとめの他、新入社員激励会・訓練講座の実施等を通じた若年者の
キャリア形成向上など諸事業を展開しました。

収支決算
大分商工会議所の会計は「一般会計」のほか、11会計で構成されています。全ての会計を合算した平成28年度の決算額は次のとおりです。

平成28年度 収支決算合算内訳

（平成28年4月１日~平成29年3月31日）

繰入金
57,366
（8.5％）

積立金取崩収入
400
（0.1％）

その他の収入
93,268
（13.9％）

雑収入
26,188
（3.9％）

退職給与資金
22,425
（3.3％） 繰越金
57,270
（8.5％）

会費・負担金
163,607
（24.4％）

収

その他の支出
92,968
（13.9％）

入

671,290

補助金・受託料
153,546
（22.9％）

事業収入
140,867
（21.0％）

積立金
28,500
（4.3％）

■副会頭の選任
裕史 氏（旭化成㈱大分工場

事業費
101,588
（15.1％）

支

出

671,290

管理費
82,849
（12.4％）

人件費

（中小企業相談部・補助対象）

157,675
（23.5％）

人件費

（一般、法定台帳、
会館管理、会員共済、
特定退職金共済）

97,569
（14.5％）

(注) １．退職給与資金特別会計を除く。
２．千円未満切り捨て表示のため、合計金額は一致しない場合がある。

美矢

大分商工会議所
（単位：千円）

収支剰余金
30,444（4.5％）

前年度繰越金
36,046（5.3％）

■相談役の選任
工場長）

前川

尚司 氏（前大分商工会議所副会頭）

小金丸

重成 氏（元大分商工会議所副会頭）
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大分商工会議所と大分市商店街連合会が
大分パルコ跡地の有効活用を要望
５月２３日、大分パルコ跡地の病院建設計画を断念する発表があり、あらためてその活用策が議論されることになりました。
当所では６月２０日に大分市商店街連合会とともに大分市へ県都の顔となる同跡地が町全体の賑わい創出と活性化に繋が
る空間になるよう用地取得を含めた総合的な有効活用についての要望書を手交しました。

佐藤大分市長へ要望書を手交

大分市へ要望する商工会議所、市商店街連合会の参加者

市長のコメント
大分駅前のパルコ跡地は大分の顔となる場所であることは市民の皆さんと同じように承知している。中心市
街地の賑わいづくりに貢献するものでなければならないと思っている。経済界を代表する商工会議所と中心市
街 地を盛り上げていただいている市 商 店 街 連 合 会からの要 望は、大 変 重く受け止め、スピード感を持って協 議
していく。

県内初受賞 !! ㈱大分まちなか倶楽部 国交省まちづくり法人表彰
大分市中心市街地の活性化に取り組んでいる
「㈱大分まちなか倶楽部」
（ 矢野利幸 代表取締役）が、
「 第６回まちづくり法人
国土交通大臣表彰」
で県内で初の審査委員会特別賞を受賞しました。
㈱大分まちなか倶楽部は２００７年、大分市、大分商工会議所、地銀４行、団体など１１社が出資し設立した株式会社です。中心
市街地の活性化を目的に、市の業務委託を受けて、商店街などと連携し、商店街の空き店舗対策や、出店サポート、
イベント開
催支援など中心市街地のにぎわいの創出に取り組んでいます。
国交省の審査において、市が第２期中心市街地活性化基本計画（１７年度まで）で設定した小売業年間商品販売額、歩行者
通行量、滞留時間などの目標値（１７年度末）
をいずれも１５年度時点で達成し、
さらに商店街と大型店が連携して行う
「THEま
ちなかバーゲン」
といった全国的に珍しいイベントや、商店街で買った商品をこたつで楽しむ「こたつでポン」
なども高い評価を受
けました。
矢野利幸代表取締役は、
「今回の表彰でまちなかの方と共に進めてきた１０年間の取組が認められた。関わって頂いた全ての方
に感謝申しあげたい。今後も様々な取組みを地元の方と協働で推進し、他県に誇れる中心市街地としていきたい」
とコメントした。
今回の表彰では、全国から１０件の応募があり、大臣賞３件と特別賞１件が選ばれました。
※「まちづくり法人表彰」は、地方公共団体や関係団体の協力のもと、都市施設等を含む地域のまちづくりにおいて、事業収入を確保しな
がら、経営能力やコミュニティのつながりを活かし、都市の課題解決に取り組む先進的な法人を表彰し、広く紹介することで、各地のまち
づくりを一層推進するために、平成２４年度に創設された国土交通大臣表彰制度です。
（国土交通省HPより参照）

現地視察に訪れた国交省お二人と矢野社長、他社員
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H28.12.30 ガレリア竹町ドーム こたつでポン

H29.1.28 実施の大分市中央通歩行者天国 来街者 31,000 人

イルミネーション
（H21年度から継続実施）

平成29年5月30日から、個人情報を取り扱う
すべての事業者に個人情報保護法が適用されています
【 個人情報保護法とは 】 個人の権利・利益の保護と個人情報の有用性とのバランスを図りつつ、民間事業者における個
人情報の取扱いに関するルールを定めた法律が「個人情報保護法」
（ 個人情報の 保護に関する法律）
です。
【 個人情報を守らないといけないの？ 】 法人に限定されず、営利・非営利の別は問われないため、個人事業主やNPO・自
治会等の非営利組織であっても、個人情報保護法を守らなければなりません。
※改正前は、事業に活用する個人情報が5,000人分以下の事業者は、個人情報保護法の義務を守る 必要はありませんでした。

改正５つのポイント
①個人情報を取得する際の、何の目的で利用されるかご本人に伝わっていますか？
●企業が個人情報を利用するにあたっては、
あらかじめ利用目的を特定する必要があります。
●個人情報を取得する時は特定した利用目的を本人に伝えるか、
あらかじめHPや店頭での掲示などで公表する必要があります。
●但し、個人情報を取得する状態において利用目的が明らかであれば、逐一相手に伝える必要はありません。

②取得した個人情報を決めた目的以外のことに使っていませんか？
●取得した個人情報は特定した利用目的の範囲内で利用する必要があります。
●個人情報の取得にあたっては、何に使うか利用目的をしっかりと考えたうえで、本人に伝えましょう。
●すでに取得している個人情報を特定した目的以外のことに利用したい場合は、
あらかじめ本人の同意を得てください。

③取得した個人情報を安全に管理していますか？
●個人情報をパソコンで管理したり、名簿等に纏めた場合は、安全に管理する必要があります。
●従業員が会社の保有する個人情報を私的に使ったり、言いふらしたりしないよう、社員教育を行いましょう。

④取得した個人情報を無断で他人に渡していませんか？
個人情報を他人（本人以外の第３者）
に渡す場合は、原則、本人の同意が必要になります。
但し、以下の場合等は本人の同意を得なくても、個人情報を他人に渡すことが出来ます。
●法令に基づく場合（例：警察からの照会）
●人命に関わる場合で本人から同意を得るのが困難なとき
（例：災害時）
●業務を委託する場合（例：商品配送のために配送業者にお客様の氏名・住所を渡す場合）

⑤「自分の個人情報を開示してほしい」とご本人から言われて断っていませんか？
●会社が保有している個人情報について本人から開示や訂正等を請求されたら、企業は対応しなければなりません。
個人情報の利用目的を問われた場合に、
しっかりと答えられるようにしておきましょう。

質問・相談のお問合せ先
【 個人情報保護法に関する質問
受付時間

個人情報保護法の解釈についての一般的な質問は下記にお問合せください。】

個人情報保護法質問ダイヤル

土日祝日及び年末年始を除く

くわしく

03‒6457‒9849

９：30 ～ 17：30 （苦情相談窓口ではありません）

【 事業者の個人情報の取扱いに関する苦情相談 事業者の個人情報の取扱いに関する苦情相談は、以下の窓口にお問合せください。】
●事業者の苦情受付窓口

●消費生活センター等の地方公共団体の窓口

●認定個人情報保護団体など
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3校

人材不足対策には外部の経営資源の活用が有効
所報7月号から3か月にわたり「中小企業・小規模企業白書」を掲載いたします
2017年版中小企業・小規模企業白書（概要）
政府はこのほど、2017年版中小企業白書・小規模企業白書を閣議決定した。白書では、中小企業のライフサイクルと生産性お
よび雇用環境と人手不足の現状を分析。経営者の高齢化が進む中、後継者不足が課題であると指摘した。
また、起業に無関心な
層の割合が欧米諸国より高い
（開業率が低い）実態も指摘した。特集では、
その概要を紹介する。

中小企業白書 第 2 部 テーマ別分析
第１章 起業・創業
①わが国は国際的に見て開業率が低く、
起業に無関心な人の割合が高いが、起
業を目指す人が起業に至る確度は高
い。
（図２）
②いかに起業への関心を高めていくかが
重要。周囲の勧めなどが重要なきっか
けとなる。
③起業後５～10年の企業は、
高成長、
安定
成長、
持続成長の３タイプに分類される。
④高成長型ではサービス業・製造業が多
い。経営者が若く、起業家教育の影響
が見られる。
（図３）
⑤いずれの成長タイプも、
ステージが進む
につれて課題は資金調達から人材確
保へと移行。販路開拓は各ステージ共
通の課題だが、内容は変化している。
⑥目指すタイプを実現できた者、できな
かった者の差を見ると、資金調達の成
否が影響。
⑦高成長型企業では、安定・拡大期において、出資のニーズが高く、
また、経営補佐人材、内部管理人材や経営企画人材など業務
拡大に必要な人材のニーズが高まる。
（図４）
⑧安定成長型企業の資金調達ニーズはステージが進むにつれて借り入れから公的補助金、出資に移行。
また成長初期以降、経営
者の補佐人材などさまざまな人材ニーズが高まる。

第２章

事業の承継

①親族外承継は全体の３分の１を占め、多くの場合、社内人材が後継者。
②事業承継の準備を周囲から勧められた場合は後継者決定割合が高い。後継者の選定には時間がかかるが、未決定企業は総じ
て経営の引き継ぎに関する対策が進んでいない。
③資産の継承について、親族外承継の場合には課題への対応が遅れており、対策に時間を要する資産の引き継ぎ方法への対策・
準備が課題となる。
④経営者は、後継者選定とともに計画的に承継の準備を進め、支援機関や金融機関などは連携し、多様な課題をきめ細かく支援
していくことが重要。
⑤後継者がいないが事業を継続したい企業にとっては、事業の譲渡・売却・統合（Ｍ＆Ａ）
は重要な選択肢。一般に、従業員の雇用
維持のほか、会社の発展を重視する経営者が多い。
⑥課題は多いが準備・対策は進んでおらず、専門家に相談する割合も低い。
こうしたニーズを捉え、多様な課題に対応できる支援
体制が必要である。
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第３章

新事業展開の促進

①新事業展開は中小企業の成長に寄与。
②目指す新事業展開の戦略別に、
マーケティングの取り組み状況によって成否に差がある。
③マーケティングの中でも市場ニーズの把握に強みを持つ企業が新事業展開に成功。営業部門だけでなく、経営企画部門も市場
ニーズの把握に取り組む傾向がある。
④また、
こうしたマーケティング活動の評価・検証まで実施する企業は従業員の意欲向上や人材育成の効果を享受している。
⑤新事業展開の際の共通課題である人材不足に対応するためには、外部の経営資源の活用が有効。利益にも好影響を与えてい
る。実際に活用した企業はさほど問題を感じていない。
⑥ＩｏＴなどの新技術の中小企業での活用度合いは低いが、一定の関心がある。非製造は新技術を活用した「見える化」などで生
産性向上につながる可能性もある。
⑦中小企業にとって新しいビジネスチャンスとなるシェアリングエコノミーには比較的高い関心がある。

第４章

人材不足の克服

①成長・拡大を目指す企業は中核・労働ともに人材不足感が強い。
新事業展開の停滞や需要増に対応できないなど、
成長・拡大を目指す企業の新事業展開に影響が出ている。
②特に中核人材の不足は、
③定着に成功する企業は、職場環境改善、業務負担軽減に注力し採用にも成功している。
④多様な人材を活用できている企業は、時間外労働の削減や人間関係の配慮など中小企業ならではの柔軟性を生かした職場環
境改善の取り組みを行っている。
⑤人手不足の中でも多様な人材を活用できている企業は、生産性向上につながる業務の合理化・標準化に取り組んでおり収益力
の向上につながっている。
⑥人材不足でも業績を伸ばす企業は省力化、
ＩＴ導入、
アウトソーシングなどに取り組んでいる。
⑦デザイン・マーケティングなど高度な人材が求められる業務でも、
アウトソーシングにより成長を目指す企業も増えている。

腰痛・肩痛を予防しよう

健康経営

日本人で自覚症状を訴える人が最も多い症状は、腰痛・肩こりです※。また、職場での腰痛により「年4日以上休業する人」は年間
4,000人以上になります。職場での「腰痛・肩痛の生じやすい動作」を理解し、予防しましょう！（※国民生活基礎調査の結果より）

腰痛・肩痛の注意点と予防のポイント
「重たい物を持ち上げる」、
「腰を曲げて、ねじる姿勢」、
「長時間のデスクワークや自動車運転」、
「始業開始時や休みあけ」で腰痛
や肩痛が生じやすくなります。以下のポイントに注意しましょう。

ポイント① 姿勢に気を付ける
猫背にならないようにします。物を持ち上げる時は、膝をつきます（右図）。

ポイント② 環境を変える
整理整頓、椅子や机の高さの調整、リフター等の道具を使用し、猫背にならない、腰や肩に負担をかけないようにします。

ポイント③ 運動する
始業前や休憩時にストレッチ体操をして腰痛・肩痛を予防しましょう。

上記の情報提供：健康寿命日本一おうえん企業「公益財団法人大分県理学療法士協会」
（図：厚生労働省パンフレットより、写真：同協会トレーニングマニュアルより）
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Information

The Oita Chamber of Commerce and Industry

大分市経済講演会 2017
「一（いち） ～起業と販路拡大～」
無料

大分市中小製造業設備投資補助事業
（2 次募集）
申請には事前相談が必要です

日時

対象

8月22日（火） 午後１時30分～３時45分

製造業を営む大分市内に事業所を有する中小企業（個人企業も含む）

場所

定義

ホルトホール大分2階 セミナールーム

製造業とは日本標準産業分類に定める製造業をいう。

内容

対象要件

講演
（75分）
、意見交換・名刺交換会
（40分）

・創業から12ヶ月を経過し、かつ製造業を営んで12ヶ月を経過

※なお、
「講演」
と
「意見交換・名刺交換会」
の間に大分県

していること。

及び大分市職員による企業支援施策の紹介
（20分） ・税金および大分市に対する債務の支払い等の滞納がないこと。
・財務状況が著しく悪くないこと等。

を行います。
定員

事業目的

100人（当日先着順）

製造業を営む中小企業が経営の改善、生産力向上並びに競争力

講師

の強化のために行う設備投資に対し費用を一部補助し、企業の
成長を促進し活性化につなげていくことを目的とする。
補助対象経費
株式会社サンライズジャパン
代表取締役 社長

自社所有又は賃借している工場への内部設備購入費用（中古品

兵頭 慶爾 氏

■機械及び装置

を含む）
製造設備、モーター、ポンプ類等の汎用機械類、その他各種
産業用機械及び装置等（大型特殊自動車等土木建築機械は
除く）

プロフィール

■建物附属設備

昭和38年
大分県津久見市に生まれる
平成４年
株式会社サンライズジャパン設立
平成24年
スポーツ・オブ・ハート
（パラリンピアンズと文化の
コラボレーションイベント）
を開催し、

生産事業（生産、加工）の工程上必要な設備（動力用電気設備、
製品の洗浄用・冷却用給排水設備、加熱用のガス設備、ボイ
ラー設備等）、受変電設備等
※ソフトウエアの更新、パソコンの購入、工場の解体費、既存設備等の
撤去費、運搬費、処分費、事務費、設置工事費、消費税相当額は助成
対象となりません。ただし、ソフトウエアの更新のうち、生産管理シ
ステムを新規に導入し、生産効率の向上やエネルギー利用の効率化を
証明できる場合は助成対象とします。

導入期間

広く支援の輪を広げる運動を展開

交付決定後～平成 30 年３月末日までに売買契約、納入がなされ

平成25年

操業を開始し、かつ補助対象経費の支払が行われるものとする。

「豊の国かぼす特命大使」
就任

補助率
補助対象経費の１／３、上限 200 万円

平成29年
第5回スポーツオブハート開催
（予定）
初の地方開催として大分市共催で行う
（予定）

募集日程
■事前相談予約受付期間
平成29年8月1日～ 9月1日

■事前相談予約受付電話番号
TEL 097-585-6011

■事前相談日
詳細については大分市商工労働観光部商工労政課まで
お問い合わせ下さい。

TEL 097-585-6011

※ホームページ、市報ともに８月１日に掲載予定
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平成29年9月11日、12日
導入後のモニタリング
設備導入の翌年度以降 3 年間は決算報告書を提出し、事業成果
を報告する。

第16回 おおいたビジネス オブ ザ・イヤー募集
大分商工会議所では、厳しい経済情勢が続く中で会員企業の意識改革を促すことを目的として、
「おおいた
ビジネス オブ ザ・イヤー」
の顕彰事業を実施しています。
これは、“創意工夫の気概を持ち、果敢に改革に挑戦している優れた企業”を顕彰することにより、次代を担
う会員企業の育成を図ろうとするものです。
つきましては、
下記要領に基づく顕彰候補企業がございましたら、
平成29年11月30日㈭までにご推薦いた
だきますようお願い申しあげます。

実 施 要 領
目

的

顕彰企業経営者の資格

選考の基準

他の企業の範となるような事業を展開している会員企業、または、経営
者を顕彰することにより、企業経営者の意識革新を促すことを目的とする。
⑴

大分市内に本社を置く会員企業であること。

⑵

創業後３年以上、かつ、会員入会後３年以上経過していること。

⑴

経営者の創意工夫により顕著な成果を挙げ、優れた内容を有する
会員企業であって、過去３年間の業績が堅調に推移しており、今後
も伸展が期待されるもの。

⑵

経営者として、当該企業の業績伸展への努力にとどまらず、地域
社会の発展にも貢献度が高いもの。

顕彰方法
及び内容

選考の手続き
及 び 決 定

⑴

毎年度１回、２月開催の「大分商工会議所通常議員総会」において、

「おおいたビジネス オブ ザ・イヤー」として顕彰する。
⑵

表彰状、盾および副賞を贈呈する。

⑴

大分商工会議所議員、大分商工会議所青年部、大分商工会議所女
性会、大分青年会議所、㈶大分県産業創造機構ほか関係諸団体から
推薦を受けた者を顕彰候補企業とする。

⑵

推薦された顕彰候補企業は、正副会頭会議で審議・選定し、常議
員会の承認を経て決定する。

推

薦

⑴

推薦書については、下記担当へお問合せください。

⑵

推薦締切日／平成 29 年 11 月 30 日㈭

担当 大分商工会議所中小企業相談部
〒870-0023 大分市長浜町３丁目 15 番 19 号

TEL 097-536-3248

FAX 097-536-3143
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Monthly File

マンスリーファイル

議員職務執行者の変更

株式会社マルショク
中尾 正人 氏

大分リース㈱
清水 進英 氏

6月常議員会
6月常議員会を6月20日、当所ビ
ル5階で開催しました。
会議では、平成29年度通常議員
総会提出議案や部会毎会員増強運
動実施要領（案）、会員入退会の承
認について協議した他、第95回九
州商工会議所連合会通常会員総会
日田大会開催報告や、県産品消費拡
大運動、ラグビー日本代表国際マッ
チ観戦等について報告しました。

女性会６月正副会長、監事会議、６月例会
当所女性会（今川敦子会長）は、６月例会を開催しました。
例会では、今川会長より今年度は会員増強の１年とし、スローガンとして「一会員
一紹介」を目標にみなさん一緒に頑張りましょうと話がありました。また、九商商工
会議所女性会連合会総会・唐津大会の参加報告、10 月に開催される第 49 回全国商工
会議所女性会連合会北海道全国大会についてお知らせしました。

IT経営推進セミナー
7 月13日、当所の安心・活力創造委員会（武田寛委員長）
、人材育成・活用委員会（三浦洋一委員長）
、情報文化部会（森
秀文部会長）は共同で IoTに関するセミナーを開催しました。参加者は100 人、本セミナーでは、社会やビジネスの在り方
そのものを根底から揺るがす大変革が進む時代の到来を見据え、その流れに乗り、いかにITを有効活用すべきかについて経
験豊富な講師が分かり易く解説しました。
詳細は次月号にてお伝えします。

連合大分就職差別撤廃要請
連合大分就職差別撤廃要請石本事務局長、片桐副事務局長が来所、佐藤寛人名によ
る「就職差別撤廃」
「戸籍謄本等の関係書類提出や面接時における質問での違反の有無」
「差別と人権侵害のない職場づくり」等の要請を受けました。
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要請書を受け取る森竹専務理事

現場実習の取り組み④

大分県立大分支援学校

大分支援学校では、本人の希望を尊重しながら主体的に進路選択・進路決定できるような取組を進め、卒業後の進路先を決定す
ることを目標に、中学部２年から産業現場等における実習をとおして、
「働くとは」について学んでいます。
６月には、高等部２年生が市内企業８社へ、高等部３年生が市内企業10社で実習を行いました。
生徒の感想は、
Ａさん（3年）
「将来、働きたいと思っている職場なので、作業やきまりなどを早く覚えて自分から積極的に笑顔で対
応できることを心がけて実習をしました。新しい作業などは職場の方がわかりやすく教えてくださるので、楽しく作業ができました。社
会人として身だしなみをきちんとすることが重要だと感じました。」
Ｂさん（2年）
「相手に聞こえる大きな声で話す、自分から気づいて行動することを目標としましたが、反省会では、自分で考えて行動
する力をつけていきましょうとアドバイスをいただきました。コミュニケーションが大切だと思いました。」と、非常に有意義だったようです。
実習をとおして、卒業後の就労に向けて働く力を身につけるための準備を本人、家庭、学校が連携を図りながら取り組んでいます。
現場実習を受け入れていただける企業を随時募集しています。ご賛同いただける企業がございましたら、
ご連絡をお待ちしていま
す。どうぞよろしくお願いします。

【お問い合わせ】大分県立大分支援学校
〒870-0261 大分市大字志村 763 番地の 1

電話 097-527-2711

中小企業の方、これから創業する方、
こんな事でお困りではありませんか？

効果的な広告・集客方法はないか？
● 業務効率化のシステムを導入したい！
● 商品のPRをしたい！
● ホームページを作りたい、
更新したい！
● どこに問合せしたら良いかわからない。
● いく
ら費用がかかるか知りたい。
● どのような効果があるか知りたい。
●

IT＆CMお助け隊
IT化・広告宣伝等による販売促進・経営強化

相談・見積無料

にお問い合わせください！

情報文化部会所属のお助け隊企業が、適正なアドバイス・
見積・販売を行い、IT化や広報活動を支援いたします。

お問い合わせ 大分商工会議所 TEL.097-536-3258

参加
企業

（44社）

H28年5月現在

㈱アーネット
㈱アトムス
AMPLIPHAY
（資）石丸スタティスカリサーチ
イシュウライフスタイル研究所
㈱ウィルウェイ
㈱エイエフビイ
エイブルー
㈱エーディーエー・アドバンス
NTT西日本 大分支店
㈲エム・シー・エヌ

㈱オーイーシー
（公財）大分県産業創造機構
㈱オルゴ
大分中央電算㈱
㈱大分放送
㈲メディア総研
㈱OBSメディア21
小野高速印刷㈱
㈲ケイズファクトリー
㈱コアラ
ゴードービジネスマシン㈱

㈱ザイナス
㈱シーエイシー
㈲JOG
大銀コンピュータサービス㈱
㈱大宣
㈱テイクファイブ
㈱帝国データバンク 大分支店
デジタルバンク㈱
㈱電通九州 大分支社
㈱東京商工リサーチ 大分支店
㈱西日本新聞広告社大分

㈱日本ツール研究所
（公財）ハイパーネットワーク社会研究所
㈲ピーシートレイン
㈲ブラス
㈲ペックサーティ
㈱マイダスコミュニケーション
㈱モリコーポレーション
㈱green circle
ミヤシステム㈱
AIDA LINK㈱
ニッコン㈱
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新入会員の紹介 〈平成29年５月１日～平成29年６月30日加入〉

ご加入ありがとうございました。

事業所名

住所

電話

取扱品目

(有)キューサーブ

大分市星和台1-8-6

097-569-3569

自動車メンテナンス他

(有)第一不動産

大分市西春日町1-2

097-534-0111

不動産管理

大豊運輸(有)

大分市南春日町11-28

097-573-6862

新車、中古車、トラック、乗用車の回送業務

(有)メジャープラン

大分市生石5-6-7

097-540-5511

建設工事一式

エースペイント(株)

大分市乙津港町2-4-3

097-535-8299

ビル、アパート、住宅の塗替 雨漏り工事 リフォーム

(株)ダイヤモンドフーズ 崔おばさんのビックリホルモン家

大分市高城新町168

097-552-6065

焼肉

(株)ワンステージ なないろ食堂 てんやわん屋

大分市仲西町2-4-3

097-578-6327

フードコート事業 飲食店 たこ焼き からあげ 定食

リフレッシュ・スペース ｓｏｒ
ｒ
ｉ
ｓｏ

大分市三川上2-6-10

097-507-0168

脱毛・エステ・まつ毛パーマ・カット・カラー・まつ毛エクステ

(株)ラヴィング

大分市高江中央1-1304-1

097-535-7115

老人福祉

ＨＹＪ

大分市大字横尾3823-2 エスポワール201号

080-2732-6741 インディアンジュエリー

岸和田行政書士事務所

大分市東大道1-6-38 サンヴィレッジ岡松106

097-545-7074

遺言、相続遺産分割、相利義務、事実証明に関する書類作成

こもれび整骨院

大分市賀来南1-9-34 アメニックス賀来101

097-535-7744

整骨院内での柔道整復、整体、マッサージ

イルレガーメ

大分市中央町1-5-23 3Ｆ

097-578-6076

イタリアン料理

(株)大日

大分市大字下郡3651-1

097-567-0120

看板製作、取付け

府内バルＴＡＮ’Ｓ

大分市府内町2-3-23 吉良ビル1Ｆ

097-537-0878

炭火焼ステーキとイタリアワインの店

協創(株)

大分市金谷迫1109-1

097-540-6996

プラント工事

さくら社会保険労務士事務所

大分市中島西1-4-14 市民の権利ビル102

097-578-8187

社労士業務全般

(株)市原商事

大分市大字松岡6650-1

097-520-0601

砂利採取

ＴＳＵＢＡＳＡクリーンサービス

大分市大字羽屋112-9

097-547-7235

ハウスクリーニング

食彩

大分市大字田原225-1

097-541-3191

魚料理

府内楼

大分市府内町1-6-2 アクティー府内2Ｆ

097-535-7522

韓国料理の提供

(株)公栄

大分市大字羽田780-4

097-569-5855

とび

Ｔｏｔ
ａ
ｌＨａ
ｉ
ｒＳａ
ｌ
ｏｎ Ｎａｇ
ｉ

大分市新明治1-5-1

080-5808-2017

美容室

社会保険労務士

大分市生石5-6 ＳＴＵＤＩＯＡＲＶ内

097-574-4864

各種社会保険労働保険手続申請、就業規則・社内諸規定作成、
労働問題対応（企業側、労働者共）、企業診断相談（訪問、来訪共）

藤澤工業

大分市大字皆春1587-1

097-521-6503

鉄骨、階段、手摺、製缶

(株)Ｆｏｒ
ｔｕｎｅａｎｄＳ
ｔａｒＪａｐａｎ

大分市大字小池原1296-6

097-552-2746

主に銅管、冷蔵庫部材の輸入

岬

菅野事務所

仲介

売買

キムチ販売

介護事業

信託

成年後見

一般家庭の清掃

お酒
接客

サービス

鳶工事

乾燥剤の輸出

(株)秀明社

大分市金池南1-6-22 あいアージュ501

097-576-9286

テレビ・ラジオ取扱代理店、インターネット関連業務の企画・製作、
印刷物デザイン制作、ＣＭ・広告

(株)ホウダイ

大分市田原553

097-574-8433

鳶、解体

くどう商店

大分市サントピア西寒田10-15

097-567-7860

やきとり、いか、たこやき

蒼穹

大分市大字横尾3184-1 エミネスタウンＳ－Ⅱ103

090-7295-3675

足場の仮設

一般財団法人 あんしん財団 九州支局大分支所

大分市都町1-1-23 ＴＫフロンティアビル7Ｆ

097-513-1505

中小企業に対する特定保険業、各種事業の提供

(株)Ｍｏｏｎａ ｃ
ｒｏｓ
ｓ

大分市舞鶴町1-3-30 ＳＴビル1Ｆ

097-576-9217

レンタルドレス、中古衣料品販売

ＴＯＭＯ Ｃｌ
ｏｖｅｒ

大分市府内町1-4-22 おかべ12ビル

097-578-8089

フランス料理店

ＢＡＲ ＯＬ
ＩＶＥ

大分市都町2-5-13 白銀ビル2Ｆ

097-538-1860

スペイン料理、アルコール

和酒トリア

大分市府内町1-5-8 工藤ビル105号

097-507-0376

カフェ、レストラン

大分テクノサポート(協)

大分市中島中央1-3-32 筒井ビル2Ｆ

097-532-7339

外国人技能実習生受入事業、
外国人技能実習生共同受入れに係る職業紹介事業

ろばたダイニング

大分市田中町11-1

097-546-2816

じどり、さけ、魚

大分市大字千歳1804-3

097-511-1300

解体、はつり、造船業全般

テル

しおや

(株)サンケイプランニング

異動・変更の場合は会員・共済課へ連絡ください。℡097-536-3135 FAX097-534-9472（公開不可の事業所は掲載していません。）
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オイル類

２校

あなたの街の法律家行政書士がお答えします。
監修：行政書士

Q
A

井上勉（大分県行政書士会

大分中央支部理事）

前回、民法改正の概要について解説がありましたが、インターネット事業、インターネット取引に
大きな影響がある民法改正点があれば教えてください。
不特定多数との画一的な取引を前提とした「定型約款」に関する規定が定められました。
契約締結の利便性が図られることになります。

スマートフォンやパソコンを利用してネット通販やSNSなどの

従来契約の成立には、当事者双方の申込みと承諾が必要でし

Webサービスを利用した経験のある方は多いと思います。その際

たが、上記の規定により、個別内容について説明しなくても、定型

に、画面に現れる「『利用規約』
に同意しますか？」の表示。利用規約

約款に記載された内容の契約が成立することになりました。
③【相手方の保護】 上記合意があっても、
一方的に相手方に不

（定型約款）
をきちんと読まずとも、同意をクリックすることで契約が
成立すると原則認められたのが、定型約款の規定です。

利な内容が含まれていた場合はその部分については無効となりま

①
【定型約款とは】 不特定多数の者を相手方として行う取引で、
内

す。
高額な違約金、
解約金などは無効となる可能性が高いです。

容の全部又は一部が画一的契約
（定型取引）
であるものです。

④【定型約款の変更】 相手方に不利でなく、必要性があると認

わかりやすい例として、
ウェブサービス利用規約、
ソフトウェア利用

められるときは、相手方の合意なく定型約款の内容を変更できる

約款、
ネット通販の利用運送約款、保険約款などが該当すると考え

ようになりました。ただし、変更後の内容をインターネットの利用そ

られています。画一的であることが要件となっているため、個別契約

の他の適切な方法により周知することが必要です。
以上が、定型約款に関する主な内容です。

ごとに内容が変わるような契約書は該当しません。
なお、定型約款は、取引相手から請求があった場合、提示しなけ

実務上、特にWebサービス業者の間では、定型約款と同じよ

ればなりません。
②
【みなし合意】「定型約款を契約の内容とする合意をしたとき又は、

うな取引慣行がありました。
今回法律として明文化されたことで、サービス提供者にとって

定型約款を契約の内容とする旨を相手型に表示していたときは、
個別

も利用者にとっても取引の利便性が向上すると期待されます。

条項についても相手方は合意したものとみなす」
と規定されました。

お問い合わせは 大分県行政書士会事務局
〒870‒0045 大分市城崎町1丁目 2 番 3 号 大分県住宅供給公社ビル3 階

TEL 097‒537‒7089

FAX 097‒535‒0622

夢と冒険心を胸に……

鶴崎海陸運輸株式会社
代表取締役社長

本社／〒870-0196

疋 田 智 昭

大分市大字三佐1000

TEL（097）521-6111

エスティケイテクノロジー㈱・鶴海運輸㈱・ナカノス建設工業㈱・鶴見興産㈱
西ノ洲環境㈱・㈱ホックス・大分マリンサービス㈱

ご利用ください!! 信用保証制度
大分県信用保証協会は、中小企業者の金融円滑化のために設立された
「公的機関」
です。
県内の中小企業者３社に１社がご利用いただいています。
事業を営んでいる方が、金融機関から事業資金を調達されるときに、
当協会の信用保証をご利用されることで、資金の調達がスムーズになります。
また、大分県や各市町村の制度資金のほか、当協会独自の保証制度など、
各種保証制度をご用意いたしておりますので、お気軽にご相談ください！！
ｈｔ
ｔｐ://ｏ
ｉ
ｔａ-ｃｇｃ.ｏｒｊ
. ｐ/

保証部

Ⓒ 光プロダクション
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商工会議所・商工会が運営するネットを活用した「会員限定」の商取引支援サービス

全国 25万会員が集まるザ・ビジネスモールで、自社の強みをPR!

販路開拓・取引拡大 のための強い味方!
外注先、仕入先が効率よく見つかる !

ザ･ビジネスモール
参加の商工会議所・商工会

会員限定

無料！

新しい取引につながる !

毎日が会員限定の商談会「ザ・商談モール」
ビジネスチャンス あります !
お金をかけずに見積・提案

ビジネスの幅が広がります

商談チャンスが届く !

新しい取引先を獲得 !

「ザ・商談モール」から希望カテゴリーの案件
情報がメールで届きます。提案フォームに沿っ
て応募ください。

仕事の発注情報を一括で発信。短期間で複数社
から見積・提案が集まるので、効率よく取引先
が見つかります。

電話やメールでサポート

全国で選ばれています

カンタンにホームページを開設 !

ホームページ閲覧数増加 !

大まかなひな形にしたがって入力するだけで完
成。文章や写真の編集・更新も自由にできて、
とってもカンタンです。

サイトに会社や商品のPR情報を掲載すること
で、既存ホームページのアクセス数アップに
つながります。

［お問合せ先］

https://www.b-mall.ne.jp/

まずはユーザー登録から

ユーザー登録する（無料）

ボタンをクリック

大分商工会議所地域振興課
担当：吉野

TEL：097-536-3321

1人で悩んでいないで
中小企業診断士にご相談ください。
一般社団法人

大分県中小企業診断士協会
〒870-0037 大分市東春日町17-20
ソフトパークセンタービル2F
TEL/FAX.097-538-9123
oﬃce@oita-smeca.com
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大分商工会議所青年部だより

http://www.oita-yeg.gr.jp

大分商工会議所青年部 会員募集 !!
大分商工会議所青年部では、青年部事業に共に従事し、大分の地域
振興をする「仲間（会員）」を募集しております。
現在、120 名の仲間が活発に活動しています。（H29.7 現在）
あなたも一緒に、青年部活動を通してビジネスネットワークを広げま
せんか。
青年部は今回で 33 回目を迎えます府内戦紙（８月）や 7 回目となり
ます府内南蛮ライティング（２月）を主な対外活動として行っており、
それらの準備・運営を通じて、会員企業が地域社会の発展に貢献をす
ると共に、会員自身は青年部活動において自己を研鑽し、その場で得
た知識や経験、人脈などを自社に持ち帰ることで、各社の発展に役立
てております。
新規入会の会員様におかれましては、先輩会員が活動補助・助言を
行っており、どの月に入会されても問題なく先輩会員と一緒に青年部
活動を行うことができます。皆様のご入会をお待ちしております

お申込み資格

お問い合わせ

●大分商工会議所の会員事業所

大分商工会議所青年部事務局

●商工業務を営む経営者、後継者または経営の一員の方
●年齢が 4 月 1 日現在 満 45 歳未満の方

電話：097‒536‒3268（平日 9:00 ～ 17:00）

ホームページ

大分 YEG

検索

〒870-0026 大分市金池町３丁目１- 64 大分県中小企業会館６F TEL（097）540-6415
13

大友宗麟公の人物像について
（第14回）
宗麟とザビエルの運命的な邂逅（一）
（１）宗麟、山口にいるザビエルに招待状を送る
1551年（天文20）夏、山口で再び宣教活動をしていたフランシスコ・ザビエルの許に、前年に家督を継いだばかりの豊後
の国主 大友義鎮（宗麟）から、豊後府内への招待状が届きました。前にも述べたように、宗麟は数年前から沖ノ浜に入港す
る船のポルトガル商人と接触をもっていたようで、海外の文化等に特別興味とあこがれを持っていたことがうかがわれます。
また同時期、府内に来航していたポルトガル船の船長ドアルテ・ダ・ガマ（バスコ・ダ・ガマの息子）はザビエルとは旧知の
仲で、
「豊後国王 大友義鎮にぜひ会って下さい」との手紙をザビエルに送っていました。
ザビエルは1549年８月、日本でのキリスト教宣教のため、マラッカで出会ったヤジロウを含めた一行とともに彼の故郷薩摩
（鹿児島）に初めて上陸しました。
ザビエルは都に上り帝や将軍に会いたいという気持ちを押えて、翌年７月、ポルトガル船が来航していた平戸へ向かいました。
ここで２カ月ほど滞在し、都をめざす一行は、1550年10月、平戸を出発し、博多、下関を経由して当時 西の京といわれてい
た山口に11月上旬に到着しました。
山口で１カ月ほど滞在した後の12月中旬、瀬戸内海を渡って堺に上陸しました。そして1551年１月中旬、切望していた都に
足を踏み入ることができました。
しかし、当時の都は長く続いた戦乱で荒れ果て、将軍の権威は落ち込み、また朝廷による宣教許可に対する期待も、その
政治情勢から困難であることを認識させられました。
落胆したザビエルは山口で新たに布教活動を進めようと決心し、平戸に残していた贈物とインド駐在ポルトガル副王の信任
状を受け取りに行くため３月中旬、再び平戸に赴いたのです。
1551年４月下旬、再度山口に入ったザビエルは、インド総督の使節として、あらためて領主 大内義隆に謁見し、大いに歓
迎されました。山口に４カ月滞在する中、宣教活動はまずまずの成果を挙げることができました。
このような時、大友宗麟から招待状が届いたのです。ザビエルとしても、山口での布教に一定の区切りをつけ、日本での布
教そのものにも見通しをつける時期に来ており、いったんインドのゴアへ帰る決心をしていた矢先でもあったと思われます。
ザビエルは来日して鹿児島の島津貴久、平戸の松浦隆信、山口の大内義隆という戦国大名に会ってきたが、大名の方から
声をかけてきたのは豊後の大友宗麟が初めてであり、新鮮であると同時に大変嬉しく思ったことでしょう。
ＮＰＯ法人 大友氏顕彰会 理事長

1,500
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牧

達夫

1,500

会員事業所PR

掲載無料

※掲載希望の方は、電話でお問合せください。大分商工会議所 地域振興課 ☎097-536-3321
き

そりーそ

とんかつ とん樹

リフレッシュ・スペース sorriso

国東市安岐農業の SPF 豚肉“桜王”を
生肉のみで使用している とんかつ とん樹です。
ほどよい旨みとコク。豚特

完全予約制なので他のお

有 の 臭 み のない 食 べ やす

客様の目に触れることなく通

さ。もちもちっとした食感。良

うことができます。

質脂肪で、
ジューシーなロー

大分市内にはここしかな

スカツ、ヒレカツをぜひご賞

い脱毛機フェニックスを使用

味ください。

し、無 痛 脱 毛が可 能です。

季節メニューや夜メニュー

12回コースをご契約の方は

等お酒と共におつまみもご用

必ず脱毛完了致します。

意しております。

個人店ならではの回数券

Facebookをしております。
（とんかつ とん樹 で検索してください）

の余りを家族にプレゼント、他のメニューに交換も可能です。

●季節メニューとして おろしカツ定食 1,250 円（税込）
●一番人気
ロースカツ定食 1,100 円（税込）
●女性に人気の とん樹セット（ヒレカツとエビフライ） 950 円（税込）
※女性には食後にプチデザートをサービスしております。

定休日 日曜日
大分市府内町3丁目7-8
TEL 097-513-3555

長野ビル1F

大手公園

大分合同新聞社
ハニカム
プラザ
シネマ 5 bis
府内五番街

平日10時～21時
土日祝日9時～17時
定休日 不定休
大分市三川上２丁目6-9
TEL 097-507-0168
URL http://kirei.poss-kyushu.com/detail_top/634/
https://couponkun.jp/kyushu/shop/89961.html

デイサービス
センター茜

太一商店
乙津店

日豊本線
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La Cucina Italiana Il Legame

PC－Oita ピーシーオオイタ

イタリア料理 イル・レガーメ

iPhone 修理、パソコン修理、カスタム PC 製作、
専用ソフト開発を得意とする専門店です。

～大人の隠れ家で絶品イタリアン～
食べる人を『予想外の喜びと驚き』で満たす料理。

クラシカルな雰囲気の中にも可愛らしさが漂う、大人のための一軒。

親切、丁寧をモットーに確かな

技術と信頼で貴方のニーズにお

旬の食材を活用し、素

応え出来る様日々努めています。

材の持ち味を最大限に引

パソコン歴30年以上の実績を活

き出した料理。バラエティ

かし、
「貴方の困った」を解消に

豊かで良質なワイン。

導きます。iPhone修理、パソコン

プライベートでも商談

修理、パソコン導入、小規模ネッ

でも… 大 切 な 人と過ご

トワーク対応な

す、楽しく愉快な時間と空

ど お 気 軽 にご

間を提供致します。

相談ください。

貸切もOKです。

●iPhone 修理全般（ガラス割れ、バッテリ交換修理等 15 分～）
●パソコン修理、販売、データ救出、パソコン導入コンサルティング
わからないとこだけスポット対応行っています。
●パソコン教室（少数制）
●ホームページ制作、業務専用ソフト等の制作
●小規模ネットワークの構築

営業時間 10:00～19:30
定休日 木曜日
大分市原新町2-2
TEL 097-578-9881
URL http://pc-oita.net

●全身脱毛体験コース 1 回 5,000 円で無痛脱毛を体感！
●毎月違ったキャンペーンを実施
●仕事終わりにご来店できるように平日21時まで営業しています。
営業時間
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宮崎銀行 大分支店

県庁

営業時間 ランチ11：00～15：00（14：30LO）
ディナー17：00～21：00（20：30LO）
金・土は17：00～22：00（21：30LO）

大分市三川にあるトータルビューティーサロンです。
美容室メニューからエステ、脱毛、まつげエクステ等
たくさんのメニューを揃えております。

釣り具のポイント

ホーム
ワイド

クレイン
ホテル
モスバーガー

197

高城

検索

イル・レガーメ

●パーティープラン、4 名～20 名程度、
１人 3,000 円（税別）から。
●ランチコース、980 円（税別）から。
●ディナーコース、3,500 円（税別）から。

営業時間 ランチ 12:00～LO14:30
ディナー 17:00～LO21:30
定休日 日曜日
大分市中央町1-5-23 ミチコビル3F
TEL 097-578-6076

197

大分銀行本店

トキハ本店
10

15

大分商工会議所

8 月行事予定
9 月10 日

▼

平成２９年 8 月１０日
月 日 曜日

事業名

時間

場所

８月10日
（木）

定例相談会（労働相談）

１０：００〜

大分商工会議所

８月19日
（土）

H ２９年度本場鶴崎踊大会（〜 8/20）

１９：１５〜

鶴崎公園グラウンド

８月20日
（日）

第６９回全九州珠算選手権大会

８月23日
（水）

定例相談会（労働相談）

１０：００〜

大分商工会議所

８月25日
（金）

定例相談会（法律相談）

１４：００〜

大分商工会議所

９月１日
（金）

賀来神社大祭

（夕刻）

賀来神社

９月５日
（火）

平成 29 年度消費税軽減税率対策窓口相談等
事業セミナー

１４：００〜１６：００

トキハ会館 6F さくらの間

９月８日
（金）

スポーツオブハート2017 in Oita
（〜9/10）

１０：００〜２０：００

大分駅前・中央通り他

大分商工会議所 6F 大ホール

9：30 〜

※この行事予定は平成 29 年 7 月 6 日現在のものです。詳しい時間・場所はお問い合わせください。

Oita Event Calendar

おおいた イベントカレンダー【8 月～ 9 月上旬のイベント】
8 月上旬
大分県立美術館

中旬

下旬

9 月上旬

ジブリの大博覧会（7/7 ～ 9/3）

大分市寿町 2 番 1 号

2017 コレクション展Ⅲ「躍動するカタチ」
（8/4 ～ 10/3）
大分市美術館

大分市上野丘子どものもり公園内
大分市大字上野 865 番地

iichiko
総合文化センター
大分市高砂町２-33

大分銀行ドーム
大分市横尾1351

16

ダンボールアート遊園地 大分をあそぼう！
（7/11 ～ 9/3）
奇才・ダリ展
（9/14 ～ 10/29）
みて、きいて納得！ピアノの科学 (8/18)
ワンコインリレー
コンサート vol.1
「雅楽」
大分トリニー
vs
FC 町田ゼルビア
（8/15）

iichiko 総合文化センター＆
OPAM のサウンドスケープ
を調べよう (9/9)

大分トリニータ
vs
東京ヴェルディ
（8/16）

マスコミ記者に直接アピールしてみませんか？

第 6 回 大分商工会議所

参加料

無料

新商品・新サービス合同プレス発表会
大分商工会議所では、会員企業の情報発信をサポートするため「新商品・新サービス合同プレス発表会」
を開催いたします。この発表会では、マスコミ記者に向けて御社の新商品・新サービスを発表していただ
きます。また、マスコミ記者と自由に交流いただく時間も設けております。是非、この機会に御社の新商
品・新サービスをマスコミにアピールしませんか？
【日
【会
【内

【定

時】平成29年12月６日
（水） 10：00～12：00
場】大分商工会議所ビル 6Ｆ大ホール
容】第１部 参加企業プレゼンタイム 10：00～11：00
各社5分程度でマスコミに向けて発表＆直接PR
第２部 マスコミとの交流タイム 11：00～12：00
企業ごとのブースで個別にマスコミの方と情報交換
数】10社程度 ※1. 発表内容によっては参加いただけない場合もございます。

12 月開催
決定！

※2. 応募多数の場合は、当所内で選定しますのでご了承ください。

【参加条件】当所会員事業所
【対
象】原則、１年以内に発売したもの、もしくは６か月以内に発表予定のものとします。
【申込締切】10月31日
（火）までに別紙とじ込みの参加申込書にてお申込みください。
【お問合せ】大分商工会議所 中小企業相談部 専門指導課 TEL 097-536-3258

ご注意ください !!

発表会への参加は、新規性及び話題性を重点に事前審査のうえ決定しております。
なお、応募者多数の場合は、次回開催の発表会に参加をお願いする場合もございます。
また、この発表会はマスコミに取り上げられることを保証するものではございません。

大分商工会議所 所報

8Aug.

（エール）

2017年8月1日発行（毎月1回）通巻第789号 発行責任者／森竹嗣夫
定価／1部150円 ※本紙購読料は会費に含まれています。

【パンフレット常時設置箇所】
・大分商工会議所１階中小企業相談部、４階総務部・事業部

・大分市（１階案内所）

・まちなか倶楽部（中央町）

・あけのアクロスタウン（１階案内所・B1階食品レジの荷台・

各支所（鶴崎・大南・大在・坂ノ市・稙田・佐賀関）

・大分市観光案内所（大分駅構内みどりの窓口横（府内中央口側）
）

B1階シースルーエレベーター前・１階中央エスカレーター上り口前）

印刷／小野高速印刷株式会社

・アミュプラザおおいた（１階インフォメーション）

・トキハ本店（１階案内所）

発行所／大分商工会議所 大分市長浜町3-15-19 TEL.097-536-3131 FAX.097-534-9472

※写真はイメージです。

