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会場全体

会長挨拶

第 1号議案　　平成 30 年度事業報告及び収支決算書
　　　　　　　貸借対照表及び財産目録の承認に関する件
　　　　　　　並びに特別会計収支決算書承認に関する件
第 2号議案　　令和元年度事業計画（案）及び収支予算（案）
　　　　　　　並びに特別会計収支予算（案）決定に関する件
第 3号議案　　令和元年度借入金最高限度額及び借入先決定に関する件
第 4号議案　　粕屋町商工会規約の一部改正に関する件
第 5号議案　　辞任に伴う役員補欠選任に関する件
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第 58 回粕屋町商工会通常総会を開催いたしましたところ、箱田町長様
をはじめご来賓の皆様にはお忙しい中、ご臨席を賜り誠にありがとうご
ざいます。また、日頃より商工会に対しましてご理解、ご支援を頂いて
いますことに深く感謝申し上げます。全国的には人口減少が進む中、我
が粕屋町は人口が伸びています。それに従い事業者数も伸び、我が粕屋
町商工会も会員が増加しています。益々、商工会に求められるものは多
種、多様化していくと考えられます。そういった中、唯一の総合経済団

体として、事業者へ価値ある情報を迅速に提供し、経営支援を行っていくという商工会の本来の目的
が更に求められていくと考えております。今後、消費税増税に伴う軽減税率対応セミナーやキャッシュ
レス時代に対応できるようキャッシュレス決済セミナー等開催してまいります。今後とも、役職員一
丸となって、会員の皆様の発展のため、各種事業を展開してまいりますので、皆様のご理解ご協力を
賜りますよう、よろしくお願いいたします。

青年部長

高木憲治
㈱ハヤテアンド

理事
女性部副部長

中村永子
中村不動産

女性部部長

鈴木君子
プレスハウス
　ビックアップル

箱田町長挨拶

鞭馬議長挨拶

大盛況でした。大盛況でした。

令和元年 5月 24 日（金）粕屋町商工会会館におきまして通常総会を開催致しました。

第５８回　通常総会開催

新理事・新部長紹介

青木会長挨拶
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平成 30 年度は商工会の自家共済を会員様の経営
改善の一助としてとらえ、役職員一丸となって推進を展開しまし
た。その結果、前年比福祉共済 151 口純増、生命共済 84 口純増
の成果と会員様の『ありがとう』を集めることができました。商
工会の共済推進は固定費の削減であり、保険の見直しにより浮い
たお金を事業主の退職金の積み立てと節税商品である小規模企業
共済に振り替えることで、小規模企業共済も平成 30 年度は 58 口
の新規獲得することができ、全国 3位の成果となりました。

平成 30 年度は商工会の自家共済を会員様の経営
改善の一助としてとらえ、役職員一丸となって推進を展開しまし
た。その結果、前年比福祉共済 151 口純増、生命共済 84 口純増
の成果と会員様の『ありがとう』を集めることができました。商
工会の共済推進は固定費の削減であり、保険の見直しにより浮い
たお金を事業主の退職金の積み立てと節税商品である小規模企業
共済に振り替えることで、小規模企業共済も平成 30 年度は 58 口
の新規獲得することができ、全国 3位の成果となりました。

優秀な成績で表彰を受ける

共済事業で会員さんへのお役立ちを推進

平成 31 年 3月　経営発達支援計画が認定され、粕屋町商工会は平成 31 年 3月 28 日、町内の金融機関
4支店・福岡県信用保証協会・福岡県商工会連合会と小規模事業者支援に係る包括連携協定を結びました。
協定を結んだ町内金融機関は、西日本シティ銀行、飯塚信用金庫、遠賀信用金庫、福岡県信用組合の各
支店です。
調印式で、粕屋町商工会の青木 善秀会長は「経営支援強化で、さらなる商工業者の発展につなげたい」
と抱負を語りました。
商工会は、事業者などから
の相談で金融機関のサポー
トが必要と判断した場合、
各金融機関と情報共有しな
がら支援していきます。

経営発達支援計画

認定並びに各金融機関等との連携に係る調印式の開催

※経営発達支援計画とは 小規模事業者の事業の持続的発展を支援するため、小規模事業者による事業計画の作成及びその着実な実施の支援、
展示会の開催等による新たな販路開拓の支援等を行うための計画

全国

3 位

創業塾のご案内

【開催日】
9/21(土)、9/28(土)
詳しくは商工会まで！

イオン福岡東店様のご協力

のもと、７月６日（土）～７日(日）

の２日間、 志免町商工会と合同

で、 「志免 ・粕屋逸品フェア」 を

開催しました。 今回は 『七夕で棚

ぼた』 をテーマに各店の逸品が当

たる抽選会も開催し大いに盛り上

がりました。１２月も開催予定です！

イオン福岡東店様のご協力

のもと、７月６日（土）～７日(日）

の２日間、 志免町商工会と合同

で、 「志免 ・粕屋逸品フェア」 を

開催しました。 今回は 『七夕で棚

ぼた』 をテーマに各店の逸品が当

たる抽選会も開催し大いに盛り上

がりました。１２月も開催予定です！

092-938-2456

創業を目指す方や、創業して間も
ない方向けの創業支援事業

受講無料
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かすや よか　 ばい商品券かすや よか　 ばい商品券
令和元年度

（プレミアム付粕屋町商品券）
今年も

販売し
ます！

今年も
販売し

ます！

ハガキ等による事前申込方式を採用し、申込多数の場合は 9月 6日（金）14時から粕屋町商工
会館 2階大ホールにて公開抽選会を開催します。
当選者販売は 10月 1日（火）9時から商工会窓口で販売します。

粕屋町プレミアム付商品券粕屋町プレミアム付商品券

消費税の引き上げが家計に与える影響を緩和するとともに、地域の消費を下支えするために
粕屋町プレミアム付商品券を発行します。

●対象者●
①2019年度分の住民税（均等割）が課税されていない方（申請必要）
対象 1人あたり、総額 25,000 円分の商品券を 20,000 円で購入できます。
②2016年 4月 2日～ 2019年 9月 30日までに生まれた子がいる世帯（申請不要）
※子ども 1人につき最大で 25,000 円分の商品券を 20,000 円で購入できます。

※問い合わせは粕屋町地域振興課（938-0194）迄。

粕屋町商工会では地域経済の活性化を図るため、プレミアム率 10％の商品券
「かすや よか　 ばい商品券（プレミアム付粕屋町商品券）事業」に取り組んでいます。

発行額総額 3,300 万円   お買いもの券      2,200 万円（500円 22枚綴り：11,000 円券×2,000 冊）
                                   建設工事関連券   1,100 万円（110,000 円券×100枚）

申込日　7月 22日～ 8月 26日

※この商品券は、毎年実施されているプレミアム付商品券とは異なります※この商品券は、毎年実施されているプレミアム付商品券とは異なります

【使 用 期 限】    
令和２年 ２月２９日（土）迄　
【換 金 期 限】   
令和２年 ３月１０日（火）迄

　　取扱加盟店は随時募集していますので、
　　お気軽にお申込下さい。
　　換金手数料は１％ですが、商工会会員様は
　　免除しますので是非、会員加入を！

※詳細・お申込みは粕屋町商工会事務局（938-2456）迄

かすや よか 　ばい商品券（プレミアム付粕屋町商品券）

「取扱加盟店」募集中「取扱加盟店」募集中
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新入会員
平成31年2月から令和元年7月　（地区別・五十音順、敬称略）令和元年7月末現在

新入会員
地　区  事 業 主 名  電話番号  

内　橋 青葉運送（株） 森田　勇一 410-3875 貨物運送
内　橋 中浦工業 中浦　徹也 519-3416 下地補修工事
内　橋 ホワイト　ビー 高﨑　桂一 710-9295 地盤改良工事
大　隈 （株）オーガニックギフト 田川　賢 939-2239 明太子卸売、小売
大　隈 黒瀬登記測量事務所 黒瀬　哲 938-9600 土地家屋調査士事務所
大　隈 YSK（株） 安永　悠作 931-3171 中古車販売
乙仲西 （株）U Road Qshu 浦邊　一 623-0514 自動車販売・リース・レンタル
乙仲東 合同会社AtoZサービス 西澤　亨 939-4689 ＷＥＢサービス
上大隈 （株）愛コーポレーションサービス 飯干　辰美 287-6257 家事代行、便利屋
上大隈 社会保険労務士 なおざき博子事務所 猶嵜　博子 938-5053 社会保険労務士
駕与丁 Sun Cielo トラルバ 枝美 080-6420-7512 英会話教室、ダンス教室
駕与丁 ファミリーラボ 齊藤　兼夫 938-6817 歯科技工士
酒　殿 安部工務店 安部　輝昭 商工会にお問い合わせください 建具製造
長者原西 （株）ＳＳＫＢ 笹　貴士 710-7913 警備業（2号）
長者原西 （株）ＹＹ 片山　雄哉 商工会にお問い合わせください デイケア、給食、送迎
戸原長戸 （株）ＴＲＵＥ 平石　幸治 939-7617 自動車整備・中古車販売
花ヶ浦 姫塗装店 姫本　達久 410-3535 建築塗装
花ヶ浦 毎日新聞原町販売店 八木　裕二 938-1161 新聞販売
花ヶ浦 （山﨑　尚子） 山﨑　尚子 938-2970 不動産賃貸
原　町 （伴　澄子） 伴　澄子 231-9945 不動産賃貸
原　町 大町歯科医院 大町　浩二 939-4397 歯科診療所
柚　須 おそうじのAsｈman 武本　義博 090-1342-5454 ハウスクリーニング
若　宮 隠れ家　暖 藤松　幸治 410-8107 居酒屋
若　宮 スナックすいーとぴあ 黒木　ユミ子 938-9972 スナック
若　宮 zenki-fukuoka 宮村　英一郎 405-0487 食器、厨房機器小売
若　宮 （株）トーマスリビング粕屋店 久保田　真央 957-1805 不動産
若　宮 ルージュ 古館　美加 938-4082 スナック
町　外 アクアパラダイス 進戸　紀子 0949-23-1562 居酒屋
町　外 （株）アサソフラ 古川　麻水 600-1133 レンタルスタジオ、食品商品開発
町　外 ＣＡＰＩＴＡＬ ヴァレラ ドルガノブ 080-3985-1445 車、バイク、自転車の輸出
町　外 くぎた経営労務事務所 釘田　直樹 710-7737 社会保険労務士事務所
町　外 （株）n e x u s 岩井　泰吉郎 231-0804 サイディング工事、足場組立
町　外 YUMIC カリヨ　ホセ 080-3985-1445 車、バイク、自転車の輸出
町　外 ローソン空港北　ユニバ通り店 木寺　正太 623-2501 コンビニエンスストア

事 業 所 名 業 種 内 容

のご紹介
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第9回チャリティゴルフコンペ　6月 26日（水）第9回チャリティゴルフコンペ　6月 26日（水）

第１5回バラ祭り　５月12日（日）第１5回バラ祭り　５月12日（日）

我々、商工会青年部は今年も町の繁栄、個々の事業発展の為、精進して参ります。今後ともご支援、ご鞭撻の程よろしくお願いいたします。尚、商工会青年部は新入部員を随時募集しています。町の自営業者、社員で事業発展、地域貢献に興味がある方は是非！

町の自営業者、または社員で事業
発展、地域貢献に興味がある方は、
商工会青年部担当事務局までお問
い合わせ下さい。

駕与丁公園にてバラ祭りが開催され、青年部は国産牛肉

をふんだんに使用した「いかすやんバーガー」、粕屋の

特産品であるブロッコリーを使用している かりんとう風

のスナック菓子「ブロッポリー」などを販売いたしまし

た。沢山のお客様からご好評いただき、お陰様で完売い

たしました。今年は天

気に恵まれ、一足早く

夏を感じることができ

るお祭りとなりました。

青年部担当：河野

いかすやんバーガー

おいしいよー。
いかすやんバーガー

おいしいよー。

ぶ
ろ
っ
こ
り
ー
の

お
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子
ブ
ロ
ッ
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リ
ー
。

よ
ろ
し
く
！

ぶ
ろ
っ
こ
り
ー
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お
菓
子
ブ
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ッ
ポ
リ
ー
。

よ
ろ
し
く
！

いらっしゃいませー！

いらっしゃいませー！

久山カントリークラブにてチャリティゴルフコンペを開催いたしました。午後からはあいにくの雨模

様となってしまいましたが、今年は参加者皆様のおかげでたくさんの募金を集めることができました。

この寄付は粕屋町立粕屋中学校の多目的室で使用する長机にかえて寄贈させていただきました。ご支

援いただきました事業所様方には厚く御礼申し上げます。

長机を寄付させて
頂きました。

長机を寄付させて
頂きました。

募金、
ありがとうございました。

募金、
ありがとうございました。

お問い合わせ　TEL：938-2456　粕屋町商工会事務局までお気軽にどうぞ！

活動報告　令和元年度青年部

青年部部員募集中！青年部部員募集中！
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第44回女性部総会を48名の会員の出席のもと、

今年度は任期満了に伴う役員改選の年となり、旧

役員から新役員へのバトンをつなぐことができま

した。新役員の方々も新たな気持ちでのスタート

となりました。総会終了後は懇親会に入り、美味

しいお料理とはずむ会話、それにビンゴゲームが

一層雰囲気を盛り上げてくれました。

粕屋町バラまつり出店。五月晴れに恵まれ、バラ満開の

甘い香りがするなか、テント内は和気あいあいとした雰

囲気で、フランクフルト、チーズドッグ、おにぎり、飲

み物を販売し、たくさんの方に買っていただきました！

女性部の笑顔で会場はより一層華やかとなり、楽しい思

い出づくりができたバラまつりになりました。

九州ブロック商工会女性部交流研修会が沖縄県で

行われ、部長の1名が参加しました。九州各県を

勝ち抜いてこられた主張発表は大いに勉強になり、

私達のこれからの女性部のあり方への意欲をかり

たててくれました。

青い海と白い砂浜の沖縄はリゾート感たっぷりの

印象深い交流研修会となりました。

活動報告　令和元年度

2 年
間、

お疲れ様でした！
2年

間、

お疲れ様でした！

新役員さん

よろしくお願いします。

新役員さん

よろしくお願いします。

ありがとうございました！！

ありがとうございました！！

女性部

お問い合わせ　TEL：938-2456　粕屋町商工会事務局までお気軽にどうぞ！

粕屋町商工会女性部は一緒に活動する仲間を
随時募集しております。
少しでも興味をお持ちの方、商工会までお知
らせください。
皆様のお気軽なご参加をお待ちしております！

女性部部員募集中！女性部部員募集中！
令和元年後半も女性部は商工祭り、スポーツ大会、講演会や視察研修などのいろいろな活動を予定しています。今からでも楽しめること間違いありません。部員同士の情報交換や交流を通じて横のつながりを作っていくことが事業にも繋がります。ぜひ、一緒に参加されませんか。楽しいですよ！

4月 12日（金）4月 12日（金）

5月 12日（日）5月 12日（日）

7月 10日（水）～12日（金）7月 10日（水）～12日（金）

女性部担当：鳥飼、野村

KASUYA21.R1.9｜ 11


	1P-表紙
	2-3P
	4-5P
	6-7P
	8-9P
	10-11P.pdf

