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RISE UP TOGETHER YEG～挑戦なくして成長なし

8月定例会が開催されました。令和３年度

令和3年度活動スローガン

定例会事業参加会員 万田会長あいさつ

事務局報告
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【次頁へつづく】

　さる8月25日（水）に那覇YEGの8月定例会が行われ
ました。当初は那覇市ぶんかてんぶす館にてゲストの
方々をお迎えして開催する予定でしたが、緊急事態宣
言の再々延長が決まったことにより、前回に引き続き
Zoomによるリモートでの開催へと変更になりました。
　そんな中多くの会員様にご参加いただいた今回の定
例会の司会は那覇市みらい創造委員会 平良亮副委員
長。開会挨拶で渡慶次副会長はコロナワクチンの職域
接種に行ってきた旨を報告し、未接種の方も積極的に
ワクチン接種を進めていくよう呼びかけました。
　万田会長はコロナの感染拡大による緊急事態宣言
が100日を超えたことに触れ、7月、8月とリアル開催が
できなかったことに残念な思いを語りながらも「那覇
YEGメンバーがビジネスの絆を繋げて知恵を絞り、新
しい時代の幕開けに誰一人かけることなく向かってい
きたい」と更なる団結を促していただきました。続く大
城直前会長も緊急事態宣言が長引いていることを危惧
し「厳しい状況をコロナのせいにしてはいけない、しっ
かり対策・準備をして後悔しないように乗り越えていこ
う」と挨拶がありました。
　委員会報告ではやっちゃえ総務委員会の大城委員長
より9月8日に予定していた第77回臨時総会が15日に
延期、懇親会が中止になった旨のお話があり、ぴーあー

る委員会の赤峯委員長からは配布したZoom背景を
活用して欲しいという呼びかけと前年度までの会員手
帳に代わるツールのメンバーブック登録の依頼があり
ました。
 また出向者報告では高津友彦君より在沖米国商工会
議所の様子が伝えられ、事務局報告では井上さんより
「観光関連事業者応援プロジェクト」の説明がありま
した。企業PRでは高津君よりドローンをビジネスに活
用するための講座の案内があり、ホテルコレクティブの
砂川君からはホテルのシェフが手がける弁当と忘新年
会プランの紹介がありました。

◎生命共済制度
業務上・業務外を問わず24時間保障します。死亡の
ほか不慮の事故による入院や障がいなども保障し、死
亡退職金や弔慰金支給だけでなく法定外労災補償と
しても活用できます。
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ビジネス総合保険制度や業務災害補償プランなど、
企業のリスク対策をご準備しました。商工会議所のス
ケールメリットを活かした保険料が最大35％OFF

（会員割引価格）でご加入頂けます。
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◎永年勤続優良従業員表彰

◎会報誌内 誌面内広告

企業 PR・商品 PR企業 PR・商品 PR
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する会報誌へ御社のチラシを同封できます。

◎ザ・ビジネスモール

販 路 開 拓販 路 開 拓

ザ・ビジネスモールは、日本全国の企業を応援する商
取引支援サイトです。登録・利用・マッチング成約にい
たるまで、すべて無料でご利用いただけます。毎日、全
国から「このような商品を買いたい・仕入れたい」と
いった案件が登録され、見積りや提案を出すことができます。通常の
営業より、購買意欲の高い企業への見積り・提案のため、商談に進み
やすいところが喜ばれています。

◎WEB セミナー
常時600本以上の豊富なラインアップから受講した
いセミナーを「いつ・どこでも・好きなだけ」視聴できま
す。視聴可能コンテンツは全40分野（経営、販路開拓、
労務、税務・経理、政治・経済、研修・人材育成など）。

◎資格の大原 全講座 10％割引
資格の大原沖縄校と提携し、会員事業所・従業員の
皆さまへ全講座を10％OFFにてご受講頂けます。従
業員への福利厚生として、またスキルアップのお手伝
いとして、ぜひご活用ください。

◎HP バナー広告
県内外の企業からはもちろん行政機関を含め多くの
アクセスがある当所ホームページの「全ページ上に掲
載するバナー広告」を募集致します。自社商品のＰＲ
やホームページのアクセス向上、イメージアップに是
非ご活用下さい。

◎HP 会社 PR 無料掲載
那覇商工会議所で経営支援（融資相談、補助金活用
相談、記帳指導、創業支援等）を受けられた事業所様
を対象に、当所ホームページ（トップ画面および特設
ページ）内に貴社の会社情報を無料で掲載頂けます。
特設ページでは、貴社のお写真やホームページ等へ
のリンクを掲載することも可能です。

◎健康診断割引制度

TEL

経営力向上・人材育成経営力向上・人材育成

福 利 厚 生福 利 厚 生
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・限定限定限定
会員様会員様
優待優待優待

サービスサービス

詳しい内容については、
QRコードや那覇商工会議所

ホームページにてご確認ください。
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代表  富名腰　義直

株式会社Wiz

SPIRIT8（スピリットエイト）
最初に貴社の紹介をお願いします。

那覇ＹＥＧに入会したきっかけをお願いします。

実際に入会してみての感想をお願いします。

仕事や個人的な事でPRしたい事があれば教えて下さい。

最後に大事にしている言葉などがあれば教えてください。

那覇商工会議所青年部会報 HAISAI

最初に貴社の紹介をお願いします。

那覇ＹＥＧに入会したきっかけをお願いします。

実際に入会してみての感想をお願いします。

仕事や個人的な事でPRしたい事が
あれば教えて下さい。

最後に大事にしている言葉などが
あれば教えてください。

那覇商工会議所
会員企業紹介Q&A

…………………………………………………………………………

課長　金城 恵輔

店舗情報

那覇市前島３-１-15 大同生命
那覇ビル１F

【営業時間】 9：00 ～ 19：00
【定休日】 土日祝

株式会社Wiz

TEL：098-860-8331

【営業時間】 9：00～18：00
【定休日】 日曜日

店舗情報

沖縄県那覇市東町20-14
メゾン岩立1-B

TEL：090-6861-5429

SPIRIT8（スピリットエイト）

【前頁からの続き】

2019年に創業したばかりの会社です。（リフォーム工事全般・ビル管理・ハウスク
リーニング・エアコン洗浄・不動産売買仲介等）修繕から清掃・管理などお客様の
ニーズに合わせてサービスを提供しております。

行きつけの居酒屋の店長が浦添YEGの青年部に入っており、店長から活動等の話
を聞いて興味があり紹介してもらいました。

様々な業種の会員がおり会議などで議題に対して様々な角度からの意見や発言の
仕方などとても勉強になっております。

創業間もない新人ですがYEGには色んな事を学びに来ていますので先輩方ご教授いただければ
幸いです。家のことならリフォームから売買までどんなことでもご相談下さい。

「なりたいものになれるのはなろうとしたものだけ」

講師　日本YEG吉川会長

日本YEG　古屋委員長

那覇市みらい創造委員会のメンバー

浦添ゴルフコンペ参加会員

参加した県連メンバー

九州YEGサッカー大会の様子

株式会社Wizと申しまして、ITの総合商社という立ち位置で、県内の事業所様のお困りごとや課題
をヒアリングし解決していく会社になります。旬のITサービスから、痒いところにも手が届くよう、全
200種類ほどのITサービスを取り扱っております。

誰かの紹介ということではなくて、自ら、又吉さんに話を聞きに行き、入会を決めたという感じにな
ります。入会したら、もっと県内のビジネスに深く入り込めるかもしれないと感じ。飛び込みました！

正直、1年目、2年目は、知り合いもいないというのもあり、欠席がちでした。ただ、しっかり腰を据え
て参加すれば、みなさん役職者や代表者なので、懐が暖かく仲間として入れてもらうことができまし
た。活動の中で、様々な会員の方と仲良くさせて頂き、様々な業種の話を聞く機会にも恵まれ、非常
に充実しております。

弊社、Wizではコロナ禍の事業所様をサ
ポートする商材や、コスト削減に関する商材
などきっと何かお手伝いできるサービスが
あると思います！気軽にLINEでも頂けたら
すぐ対応させて頂きます。

「継続は力なり」

　続く事業の部は「那覇市課題解決ワークショップ」と題し、那
覇市のさまざまな問題を解決するために政策提言をすることの
有用性について学びました。Zoomにてご登壇していただいたの
は日本YEGの吉川会長とみんなの政策提言委員会 古屋委員長
です。まず吉川会長から政策提言をするにはテーマについて
しっかり学び意見交換することが大事だと伝えて頂きました。ご
自身の地元・沼津市での事例を挙げ、政策提言関連事業を行う
コツを教えていただきました。また後半ではいくつかのグループ
に分かれ「那覇市民の所得を上げるためには」という題材でワー
クショップを開催。会員の皆様が活発に発言しあい、多くの意見
が集まりました。
　最後に企画から当日の運営までを委員会一丸となって成し遂
げた前原委員長を始めとする那覇市みらい創造委員会の皆様、
お疲れ様でした。

　７月31日に宮崎県宮崎市にて、スポーツを通じて九州内の交
流を促進し、活力ある九州、地域経済活性化を目指すことを目
的とした「九州YEGサッカー大会」が開催され、我々那覇YEG
も沖縄県連チームの一員として参加してきました。
　大会当日は、サッカー日和の超快晴！鹿児島、埼玉、大分、長
崎、熊本、福岡、宮崎、佐賀、沖縄から全15チームが参加して熱
戦が繰り広げられました。
　新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を万全に行い、参
加者全員が抗原検査を実施した上で九州から集まったYEGの
仲間達とサッカーを通して親睦を深めることができました。
　残念ながら沖縄県連は予選突破とはなりませんでしたが、結
果は３試合２得点とサッカー未経験者だらけのチームとしては
大健闘となりました！！
　リアルでなかなか会うことが難しい情勢ですが、屋外にて久
しぶりに全力で走り回ることができ、とても気持ち良かったで
す。今回のサッカー大会を通して、改めて1日も早く日常が戻る
ことを心から願いました。
　サッカー大会に参加した沖縄県連の皆様、お疲れ様でした。

　7月30日には浦添YEGの30周年の節目に向けた資金造成親
睦ゴルフコンペが沖縄カントリークラブで開催され、那覇YEG
からも10名の会員が参加しました。

浦添YEG設立30周年資金造成親睦ゴルフコンペ

九州YEGサッカー大会
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