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※広報や商工会に関する問合せ、ご意見等をお寄せください。

平成31年新春交流会が
開催されました
１月11日（金）毎年恒例の新春交流会を伊都文化会館にて開催
いたしました。

式典の様子

当日は会員の方々をはじめ、月形市長、田原議長など多くのご来
賓にご臨席を賜り349名の参加がありました。大舘会長の年頭の
挨拶やご来賓の方々よりご祝辞を賜り、
また続く懇親会では恒例の
福引抽選会が行われ、終始和気あいあいとした雰囲気で終了いた
しました。
福引抽選会の様子

頼りにされる商工会ヘ

会長

大舘 照光

明けましておめでとうございます。
会員の皆様並びに関係各位におかれましては、つつがなく新しい年をお迎えの
こととお慶び申し上げます。
また、皆様には、平素より商工会の事業運営に対しま
して深いご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、私は、6 月に会長に就任させていただき、早いもので7 か月が過ぎました。
この間「行きます。
聞きます。提案します。」
をスローガンに、身近で頼りにしていただける商工会を目指してまいりまし
た。具体的には、日頃、顔を合わせることが少ない会員事業所への巡回の重点実施や相談の依頼
があれば積極的に事業所へ出ていく"駆けつけ対応"の強化などを進めました。
こうした中、会員数は初めて1,400を超えることができました。今年は、
さらに商工会の魅力を高
めるため、サービスの向上を進めるとともに、会員の加入促進を図っていく所存です。加えて、地域で
唯一の総合経済団体として、市民の皆様のために役立つ商工会を目指して組織運営に当たってい
きたいと思っています。
今年も気を緩めることなく、常に攻めの姿勢で業務に取り組んで参りますので、皆様には更なるご
協力をお願いいたしまして、新年のご挨拶とさせて頂きます。
平成31年元旦
◆お問合せ・お申込先 糸島市商工会 TEL 322-3535 FAX 322-1113 E-mail itoshima@shokokai.ne.jpまで
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新会員紹介
地区名

事業所名

浦志

Pilates Works Schritt（ﾋﾟﾗﾃｨｽ ﾜｰｸｽ ｼｭﾘｯﾄ）

雷山

TANOSHIMU
（ﾀﾉｼﾑ）

サービス業（ピラティス・運動指導業）
サービス業（結婚相談業）

南本町

居酒屋

らしく

北本町

呑美や

北本町

PLAISIR（ﾌﾟﾚｼﾞｰﾙ)

飲食業（居酒屋）

ふぅ

飲食業（居酒屋）
小売業（生花・ドライフラワー販売業）

桜野

BEACH54

可也

株式会社糸島夢農園

小富士

小売業（雑貨・アパレル）
サービス業（耕作放棄地有効活用、農産物加工生産業）

寺山造園
建設業（造園業）

二丈

青山工務店

二丈

ブラザー商会株式会社

二丈

トリゼンフーズ株式会社 糸島工場

建設業（建築一般）
製造業（プラスティック）
卸売業（食肉卸売業）

賛助会員 株式会社

日本ダイブ

建設業（港湾工事業）

波多江

CPサロン

Varnish
（ﾊﾞｰﾆｯｼｭ）

小売業（化粧品）

雷山

ビューティーサロン リオン

雷山

小川内装

雷山

いとしま串かつ

雷山

有田泰和建設

雷山

株式会社

加布里

行政書士

サービス業（美容業）
建設業（内装業）

幸（ｺｳ）

飲食業（串かつ屋）
建設業（建設業）

蔵治（ｸﾗｼﾞ）

介護事業（デイサービス）

住吉健一事務所

士業（行政書士）

桜野

窯元ろくろ

可也

株式会社ＫＥＮＭＩ
（ｹﾝﾐ）

可也

花洋裁店（ﾊﾅﾖｳｻｲﾃﾝ）

芥屋

株式会社24group

ｻｰﾋﾞｽ･製造･販売業（陶磁器製造・販売・陶芸教室運営）
建設業（ビニールハウス施工）
小売業（服装品）
飲食業（海鮮バーベキュー）

岐志・新町 糸島陶芸体験志摩工房
サービス業（陶芸教室）

賛助会員 医療法人

三裕会（ｻﾝﾕｳｶｲ）

医療業（一般病院）

11月・12月・1月において理事会が開催され、
加入承認となりました事業所を紹介します。
代表者

住

谷川 まりや

糸島市浦志3-13-8-212

090-6477-7638

名本 大輔

糸島市篠原西1-12-104

092-577-0167

八尋 優二

糸島市前原中央2-5-12-1F

092-332-2559

西村 静

糸島市前原中央3-2-26

092-324-0456

鶴 美紀子

糸島市前原中央3-2-16

092-321-0036

角銅 利成

糸島市志摩野北2457-1

050-1114-2596

代表取締役

所

電話番号

冨田 則行

糸島市志摩津和崎150

092-327-1291

寺山 正彦

糸島市志摩久家350

092-328-2300

青山 道也

糸島市二丈深江2103-3

092-325-3121

糸島市二丈松末1088-1

092-327-2988

糸島市二丈武46-7

092-332-2219

若松 大祐

福岡市西区西都2-1-31-304

092-516-5143

安藤 和子

糸島市波多江駅北4-11-8

092-322-9576

千胡 佳世

糸島市前原南1-12-23

092-338-8179

小川 竜史

糸島市雷山1323-1

092-335-3942

髙岡 幸一

糸島市前原南1-16-20

092-338-8184

有田 泰和

糸島市有田561-2

092-323-0504

楢﨑 節子

糸島市井田471-1

092-332-0570

住吉 健一

糸島市加布里235-18

092-329-7107

浅見 大輔

糸島市志摩桜井2607

092-327-4815

江川 健市

糸島市志摩吉田637-4

092-327-0945

花若 佐和

糸島市志摩吉田454

代表取締役

董 志强

代表取締役

河津 英弘

代表取締役

代表取締役

代表取締役

代表取締役

荻 正仁

藤原 宏允
理事長

倉光 正太郎

糸島市志摩芥屋677-2
糸島市志摩新町25
福岡市西区拾六町2-23-10

090-5328-3910
092-328-3282
070-4472-0256
092-881-0112

◆お問合せ・お申込先 糸島市商工会 TEL 322-3535 FAX 322-1113 E-mail itoshima@shokokai.ne.jpまで

itoshima 2

事業所インタビュー
怡土地区

楢﨑産業開発株式会社 楢﨑 大求氏

①事業内容について教えてく
ださい。
建造物の解体工事や原状回
復工事をしています。古家の
リノベーション工事を行う前の
壁などを撤去するなどの処理
を請け負っています。
従業員は30代を中心に６名
で、仕事のスピードと丁寧な仕事には自信があります。
②仕事上で大切にされていることはありますか？
一番は怪我をしないことです！解体工事業という仕事柄、重
機を操作したり、柱や壁が崩れたりなど何が起きるか分かりま
せん。怪我をすると本人も大変ですが、他の社員や取引先、お
客様にまでご迷惑をお掛けし
てしまうのでもっとも気を付
けていることです。
また、仕事上では騒音対策
に気を付けています。コンプ
レッサーの音など重機を使用
しての作業はかなりの騒音が
します。住宅街などでは特に
気を使って作業しています。

③苦労されたことはなんですか？
解体業、リフォーム業がほぼ未経験状態で事業を立ち上げた
ことです。元々は、魚の卸売業をしていましたが、知り合いの
リフォーム会社に転職、半年後に開業しました。当初は社員４
名でスタートした事業も、社員６名に増え、今期４年目になりま
す。おかげさまで糸島市内だけでなく、福岡市内からの受注も
多く頂けるようになりました。
④商工会に入会して良かったことはありますか？
青年部の怡土支部の活動を通して他の事業主さんとのつなが
りができました。特に怡土の里まつりでは協力して出店を運営
するなど会員・部員同士での交流を楽しんでいます。
⑤何か趣味はお持ちですか？
サッカーが好きです。子供たちもサッカーを習っており、休
日は一 緒にサッカー観 戦をし
たりして楽しんでいます。
⑥最後に一言お願いします。
20代30代 の 若 い 社 員 が 多
い、元気が取り柄の会社です！
どんな現場でも全力で取り組
んでいます。
【住所】糸島市井原769-1 【TEL】092-322-7171
【営業時間】9：00-19：00

平成30年度

平成30年度

平成30年度

平成30年11月20日（火）17時
糸島市商工会 大会議室

平成30年12月18日（火）16時
糸島市商工会 大会議室

平成31年1月16日（水）17時
糸島市商工会 大会議室

第8回理事会報告

【主な議案・報告】
・第1回糸島市商工会
チャリティゴルフコンペの開催について
実行委員会は役員、会員が参加し、実行
委員会の中で開催要領、募集方法等を検
討する旨を述べた。理事会に提案後、開催
に向けて進めていくことを報告した。
・第20回商工会女性部全国大会
in兵庫について
糸島市商工会女性部が神戸市で開催
された全国大会で、
「 まち（地域）づくり
顕彰」を受賞した旨を報告した。白糸の
滝周辺へのアジサイ10万本の植樹と、
糸島地域へ他商工会のメンバーを受け
入れる「おもてなし事業」での観光産業
への寄与が認められたと述べた。
・イルミネーション点灯式典について
本年度の式典には述べ6,000人が来
場した旨を報告、各社、個人からの協賛
金についてお礼を述べた。5万5千個の
LED電球のイルミネーション点灯と、約
40mのナイアガラ花火を実施した旨を
報告した。

第9回理事会報告

【主な議案・報告】
・2020年新春交流会について
地区会員の方への参加申込みの呼び
かけについて協力を依頼した。本年度
も、福引抽選は例年通り執り行う旨を述
べた。
・工業委員会について
11月21日（水）に無料セミナー「危険
なブロック塀の判断と対策について」を
開催した。宗隆文・建秀ブロック(株)社長
を講師に招き、一般市民を含め55名の
方が、ブロック塀の安全確保の方法につ
いて学んだことを報告した。
・商工貯蓄共済、会員福祉共済
加入推進状況について
共済事務費は商工会の貴重な財源で
もあるため、引き続き契約の更新と加入
促進に取り組む旨を述べた。

第10回理事会報告

【主な議案・報告】
・会員加入、脱退等の承認について
会員加入13件、脱退9件、変更10件、資
格喪失1件全て承認（会員数1,415）
・販路開拓支援パッケージ事業
「糸島Life〜food & craft fair」について
1月11日（金）に第2回糸島Lifeクラフ
ト展示・食品試食商談会を志摩井田原の
けやきの杜で開催した。今後の取引につ
ながる商談会になり、今後もフォロー
アップを続けていく旨を述べた。
・2020年新春交流会の
開催日程の件について
来年の新春交流会の開催日を2020年
1月10日に開催することを承認した。ま
た、今年の参加者は349名と昨年度とほ
ぼ同じ参加者数だったことを報告した。

◆お問合せ・お申込先 糸島市商工会 TEL 322-3535 FAX 322-1113 E-mail itoshima@shokokai.ne.jpまで
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確定申告 決算事務代行
帳票類のご提出はお早めに！
①平成30年分の収支が分かるもの（現金出納帳・月別集計表）

右記の必要書類を揃え
期限内にご持参ください

②控除証明関係
（国保・年金・生保・損保・医療控除・住宅取得等控除 等）
③昨年以前の申告書の控え
④固定資産台帳（車等購入された方は明細）
⑤商品（材料）棚卸表
⑥売掛金・買掛金・未払い費用一覧
⑦公的年金受給者は、源泉徴収票
⑧生命保険等の満期・解約金の支払い証明書
⑨税務署から所得税・消費税申告書が送られてきている方は
そのもの（基本的には郵送されません）
⑩マイナンバー通知カード又は個人番号カード
⑪平成30年分 確定申告のお知らせハガキ

※書面での提出の方は本人確認書類もご持参ください。

までに書類をお持ちください。
※申告事務代行を希望の方は2月15日（金）
提出期間を過ぎると期間内の申告をお約束できません。早めの書類提出をお願い致します。

今年から確定申告の

お知らせハガキが
確定申告に
必要になります

顧問税理士による無料相談をぜひご利用ください。
【 開 催 場 所 】糸島市商工会
【開催予定日】
井上明彦税理士
平成31年
2月 5日（火）
2月19日（火）
3月 5日（火）
3月26日（火）

森博己税理士
平成31年
2月12日（火）
2月22日（金）
2月27日（水）
3月 1日（金）
3月 8日（金）

確定申告等
税務のご相談に
活用ください。

※一相談につき30分〜1時間程度
※事前申込制とさせていただきます
※申込は糸島市商工会まで

◆お問合せ・お申込先 糸島市商工会 TEL 322-3535 FAX 322-1113 E-mail itoshima@shokokai.ne.jpまで
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