
◆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

1  itoshima

発行日／平成30年9月●日

編集・発行人／大舘 照光No.33
※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。

西日本豪雨の被災者支援のため、街頭募金活動と商工会窓
口にて募金箱を設置し募金活動を行いました。
街頭募金活動は、7月31日と8月1日、JR筑前前原駅と波多
江駅にて、糸島市商工会の役職員及び会員の皆様、青年部・
女性部から参加者を募り実施しました。
多くの方々にご協力いただき、総計３６万円（８月２２日時点）
の義援金が集まりましたことをご報告させて頂きます。
今回集まった義援金は、本会の会長と事務局長が８月２２日
に下記の被災先を訪問し、直接お渡ししました。
温かいご支援まことにありがとうございました。
被災された皆様には謹んでお見舞い申し上げますとともに、
一日も早い復興をお祈りいたします。

届　け　先

白糸の滝ふれあいの里管理組合

二丈カントリークラブ

筑紫野市商工会(寄託先）

合計

金 　額

30,000円

30,000円

300,000円

360,000円

筑紫野市商工会髙野会長と本会大舘会長街頭募金活動（筑前前原駅）の様子

糸島Life
food & craft fair

～発信元は生産者！糸島イベント開催のご案内～
福岡市・糸島市内で、「糸島の暮らしを感じる品々を集めたイ
ベント」を開催中です。食とクラフトの生産者が売り子となる
展示販売＆試食も盛り沢山！きっと「糸島の素敵なモノ」と出
会えます。『ぎゅ』と凝縮した糸島を、丸ごとご堪能ください!!

今後の予定 開催日　　9月19日（水）～9月24日（月）
時  間　　10：00～20：00（最終日は17：00）
場  所　　大丸福岡天神店8階イベント会場 福岡市中央区天神1-4-1
出展者　　食とクラフトのお店が大集合　約35店

２nd 糸島Life in Fukuoka

10月27日（土）・28日（日）
10：00～16：00
糸島ハンドメイドカーニバル
2018会場内
糸島市初１（志摩中央公園）

３rd 糸島Life
in Itoshima

11月22日（木）～24日（土）
12：00～19：00（最終日は17：00）
イタリア会館福岡2F
スパツィオ（今泉季離宮 内）
福岡市中央区今泉1-18-24

４th 糸島Life
Pop-up Store

12月21日（金）～23日（日）
12：00～19：00（最終日は17：00）
イタリア会館福岡2F
スパツィオ（今泉季離宮 内）
福岡市中央区今泉1-18-24

５th 糸島Life
Pop-up Store

※出展事業者名はHPで確認してください。

《食》・山下商店（海藻の乾物）・110west.inc（ドライフルーツ）・八彩屋本舗（ベジタブルジャム）・㈱やますえ（辛子明太子・糸島産天然真鯛加工品）
・ハーブガーデン・プティール倶楽部伊都国 （ハーブソルト・バジルソース）・泉谷六治（シナモンティー）・㈱ファイナルプラン彩華（パスタ、乾麺）・バオバブ・サンライズ（オイル）
《クラフト》・工房はーべすと（木工） ・カントリーチェア（木工）・家具工房CLAP（木工）・ドゥラムファクトリー（革製品） ・こゆう（版画）

出展者　　　

開催日
時  間
場  所

開催日
時  間
場  所

開催日
時  間
場  所

開催日
時  間
場  所

8月17日（金）～19日（日）
12：00～19：00（最終日は17：00）
イタリア会館・福岡2Fスパツィオ
（今泉季離宮 内）福岡市中央区今泉1-18-24

～前回イベント～

1st 糸島Life Pop-up Store

※22日（土）・23日（日）は、
　パサージュ広場にて
　ワークショップ開催

西日本豪雨災害義援金募金活動のご報告
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H30年7月・8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。

地区名 事業所名 代表者 住　　所 電話番号

老松町

北部

北部

可也

定款

波多江

波多江

老松町

南本町

北部

桜野

桜野

可也

福吉

092-332-8747

080-1747-3274

092-327-2518

092-328-1923

092-321-2203

092-332-2833

092-324-1511

050-1469-1819

092-323-8114

092-332-2565

092-391-4735

ー

ー

ー

糸島市前原中央2-10-32-B101

糸島市荻浦575-1-13-B1

糸島市泊204-6

糸島市志摩師吉141-162

糸島市志摩久家2482-2

糸島市志摩稲留５

糸島市波多江駅北3-1-36

糸島市前原中央1-4-8　西原ビル2F

糸島市前原中央2-3-43

糸島市南風台2-9-2　

糸島市井原2552-1

糸島市志摩桜井4632-2

糸島市志摩師吉167-38

糸島市二丈吉井3815-77

やまでん

株式会社さくらドーム

糸島パッションフルーツ工房　La'Puni（ラプニ）

株式会社小島組

社会福祉法人　香月福祉会MUKA（ムカ）

糸島きのこファーム

スナック SEA（シー）

スナック唄姫（ウタヒメ）

AMOUR（アムール）

Ｕｎｉ-ｗｏｒｋｓ（ユニワークス）

オートサービス西日本

合同会社　九州バンブースタイル

FOLK IN ON（フォークインオン）

ライフスタイル ｕｐ（アップ）

解体、土木工事

生活雑貨通信販売

カフェ、スムージー、スコーン

鳶、土木工事

障害福祉サービス

きのこ製造卸売

スナック

スナック

洋食店、クラフトビール

内装工事

自動車販売

竹林伐採、竹チップ等販売

遊漁船

生活雑貨通信販売

山﨑　康史

重富　英輪

宮本　奈穂

小島　龍一

岡﨑　義則

安河内　理恵

進藤　江津子

中峰　愛子

田畑　友規

西　雄一郎

吉野　良二

山邉　禎人

石田　茂樹

白和　忠高

新会員紹介

※同日８：４５～１３：００は通常どおり開館致します。

糸島早良合同役職員研修開催のため、

１０月５日（金）１３：００より終日休館致します。
糸島市商工会事務局
休館のご案内

商工会では、日本政策金融公庫と連携して下記の日程で『一日公
庫』を開催します。『一日公庫』では、公庫の融資担当者と面談して
いただき、その日に融資審査を行います。急な資金繰りでお困りの
方や年末年始の資金調達をお考えの方などは是非お申込下さい。
詳しくは差込にてご案内しておりますのでご確認下さい。

（日本政策金融公庫による）
『一日公庫』in糸島市商工会開催のご案内

無　料　

本所（糸島市前原北1-1-1）

（1事業所につき1時間面談）
10：00～16：00
11月21日（水）

費用

開催場所

開催日
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平成30年度  第4回理事会報告 ◆開催日時  平成30年7月18日（水）

【主な議案・報告】

・会員加入・脱退等の承認の件

　会員加入5件、脱退4件、変更14件全て承認。（会員数1,389）

・糸島・早良地区商工会合同役職員研修会の件

　早良商工会と共同で平成30年10月5日（金）にプラザ寿苑にて開催することを承認した。

・ブロック塀点検ボランティアの件

他県の地震によるブロック塀倒壊被害を受け、通学路にあるブロック塀の安全性を点検するボランティア

実施について協議を行った。

・協賛金支出の件

例年通り糸島市民まつりと深江校区夏祭りへ協賛することを報告した。

平成30年度  第5回理事会報告 ◆開催日時  平成30年8月21日（火）

【主な議案・報告】

・会員加入・脱退等の承認の件

　会員加入9件、脱退3件、変更6件全て承認。（会員数1,395）

・西日本豪雨災害支援のための募金活動の件

7月31日、8月31日にJR筑前前原駅・波多江駅にて実施した街頭募金活動で寄せられた募金額が

268,695円であることを報告した。また、義援金の交付先について協議を行った。

11月は
「労働保険適用促進強化期間」です
　労働者（パート・アルバイトを含む）を1人でも雇っ
ている事業主は、労働保険（労災・保険・雇用保険）に
加入することが法律で義務付けられています。
　まだ、加入手続がお済でない事業主の方は、労働
者の方が安心して働ける職場作りと安定した事業経
営を図るため、所轄の労働基準監督署・公共職業安
定所（ハローワーク）で加入手続を行ってください。
※商工会では「労働保険事務組合」として認可を受けてお

り、労働保険に関する申告や納付及び書類提出等事務一切

を委託することができます。ご相談ください。

福岡労働局総務部労働保険徴収課
ＴＥＬ：092-434-9835
https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/

●最低賃金は正社員のみでなく、パートタイ
マー・アルバイト・派遣労働者等すべての労
働者に適用されます。

●最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族
手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、
賞与、臨時の賃金は算入されません。

●特定の産業には特定最低賃金が定められ
ています。

福岡労働局労働基準部賃金室
ＴＥＬ：092-411-4578

平成30年10月1日から
福岡県最低賃金は
1時間814円に
改定されます

【お問い合わせ先】
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　　北本町地区のやきとり味源の
　　中山 琢磨さんにお話を伺いました。

1 事業内容について教えて
　 ください。
　ちゃんぽん、皿うどんが人
気の炭火焼鳥居酒屋です。開
店して１２年目。怡土地区で
１０年、北本町の漢江さん跡
に移転してきて１年が経ち
ました。
2 店名の由来について教えてください。

　１０年修業してのれん分け
してもらった怡土の「あじ松」
さんと、同級生だった息子さ
んと同様に可愛がってもらっ
た加布里の「串げん」さんから
一文字ずつ頂いて、あじ松の
奥さんに命名していただきま

した。高校生の頃に串げんの親父さんと名前を貰う約束を
して、実際に店を立ち上げた時に親父さんが覚えていて喜
んでくれたのが思い出深いです。お世話になった方々から
頂いた大事な名前です。
3 仕事上で大切にされていることはありますか？
　先代あじ松さんが佐世保で修業されたので、ちゃんぽ
ん・皿うどんは長崎本場の味です。先代から受け継いだ味
を守りながら、時代に合わせた新しいメニューもご提供し
て、お客様に楽しんでもらうことを大事にしています。
4 ご苦労されたことはありませんか？
　ありがたいことに今も昔からの常連さんに来て頂いてい
ます。自分の代になった当初は、変わらず期待して頂いてい

る先代の味やサービスを叶えていくことに苦労したことも
ありますが、そうやって常連さんに育てて頂いたお蔭で今
の店があると深く感謝しています。
5 おすすめメニューは？
　うちにしかないオリジナルメニューがおすすめです。ミミ
ガー串、牛スジ串、女性に人気の男巻(にんにくと豚バラ)、
男性に人気の女巻（青じそ練り梅）、たんテキ（タンのロー
ストビーフ）、漢江さん直伝のチヂミ、ガリガ○君サワー（あ
のアイスが２本刺さってます！）などなど新メニューも開発
しています。
6 今後の事業展開や課題について
　ネットやSNSを使った集客にもチャレンジしてみたいで
すし、移転してから女性のお客さまが増えたので、女性に
喜んでもらえるメニューを開発していきたいです。
7 商工会に入会して役立ったことはありますか？
　１０年前の開店時と、昨年の店舗移転時に、商工会から
信用保証協会や日本政策金融公庫を紹介してもらって事
業資金について力になってもらいました。
商工会青年部にも所属しています。青年部のつながりがあ
るのは励みになりますし、困ったことも相談しやすいです。
8 最後に一言お願いします。
　家族でボリューム満点の晩
御飯を食べにこられません
か？お食事だけ・お子様連れ
の方も大歓迎です！最大２０名
様収容のテレビ付個室もあり
ます。（５名様からご利用を承
りますのでお尋ねください。）

事務所インタビュー

住所：糸島市前原中央3-20-20
TEL: 092-323-5959
営業時間：火～土曜日 18時～　日曜日 17時～23時
定休日：月曜日

　来年の新春交流会は平成31年1月11日
（金）17時受付開始、18時開会を予定してお
ります。つきましては、新春交流会当日の料理
及びドリンク、コンパニオンの手配に始まり、
会場及びクロークの設営・撤去・廃棄物処分
までを一手にお引き受け頂ける会員事業所
様を募集いたします。
上記の業務について受注可能な会員様は商
工会事務局へご連絡ください。

締　切：10月15日（月）まで
担当者：糸島市商工会　楢崎、中村

丸田池公園
イルミネーション協賛のお願い

　青年部事業として毎年11月に丸田池公園に電球
を灯すイルミネーション事業を行っています。今年は
11月3日（土）と11月4日（日）にイルミネーションイ
ベントを実施します。糸島の中心地を明るくし、地域
活性化に貢献することを目的としています。ぜひイ
ルミネーション募金にご協力をお願いいたします。

「協賛者名簿」をイルミネーション会場に
掲示致します。

• 協賛募集期間　平成３０年１２月末まで

平成３０年１１月３日～
平成３１年３月上旬（予定）

• 点灯期間

※何口でも
　協賛頂けます。１口２,０００円～• 協賛金額

平成31年新春交流会懇親会
請負業者を募集します！




