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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。

●販路開拓事業報告●

　コロナ禍における新しい試みとして、2022年1月26日・27日の2日間、糸島の魅力ある商品の新たな販路開

拓を図るため、「ITOSHIMAいいもの商談会2022」をオンライン形式で開催しました。

　糸島地域の17事業者と県内外のバイヤー企業20社が

参加し、85商談を進めました。まん延防止等重点措置期間中

の開催となりましたが、オンライン形式としたことで出展事業

者やバイヤー企業は安心して商談を行いました。

　ファシリテーター（進行役）が商談を進め、出展事業者は

バイヤーへ事前に送付した商品サンプルと商談会パンフレッ

トを見てもらいながら、事業内容や商品の特徴、ターゲット

などを説明し、実際の取引を見据えたロット数や生産量など

の質疑応答により、活発に商談を進めることができました。

　また、商品の追加提案等アドバイスをいただき、出展事業

者にとって大変充実した商談会となり、糸島産品のPRにも

つながりました。

　今回は初のオンライン開催となり、コロナ禍であってもで

きる販路開拓事業の可能性を見出すことができました。

「ITOSHIMAいいもの商談会2022」を開催しました

カキ小屋住吉丸の筒井さん

糸島食品の松﨑さん

EQUAL COOKING STUDIOの折岡さん（左上）、
ファシリテーター（右上）バイヤー企業（左下）、
商工会事務局（右下）

オンライン形式での商談会の様子

商談画像
説明資料をオンライン上で

共有して商品紹介

初のオンライン商談会
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令和4年1月・2月の理事会で、加入承認となりました事業所を紹介します。新会員紹介
地区名 事業所名 代表者 住所 電話番号

cafe あのね

株式会社中広

株式会社Ren

楢﨑養蜂園

松尾農園

風唄窯

アンドライフ整骨院鍼灸院

volve

河野工業

株式会社荒木のつけもの

studio michi

家工房糸島店

いとしまコンシェル合同会社

いづみ乃部屋

カキ小屋住吉丸

株式会社まむし温泉

有限会社とつやネット

リラクゼーションサロン　いとゆらり

廣瀬税理士事務所

okanSclap

株式会社tracks

寿工業

仁礼博写真事務所

加布里

加布里

加布里

雷山

雷山

西町

深江

桜野

小富士

福吉

老松町

北本町

可也

糸島市前原中央2-2-2-A-101

糸島市前原中央2-3-60-101

糸島市志摩師吉5-10

糸島市志摩師吉1483-1

糸島市志摩野北3908-1

糸島市志摩野北2181-1

糸島市高田5-1-16-1F

糸島市高田1-12-11

糸島市浦志3-13-3

糸島市南風台2-1-1

糸島市前原北1-3-3

糸島市南風台3-1-7

糸島市前原駅南1-13-21

糸島市加布里5-36-10

糸島市二丈吉井2380-1

糸島市志摩新町381-1

糸島市篠原西1-5-103

糸島市高祖1414-4

糸島市二丈片山1-1

糸島市前原南1-3-57

糸島市志摩久家362

第10回理事会報告 ◆開催日時  令和4年1月18日（火）　17時
◆開催場所  糸島市商工会　大会議室

令和4年度

【主な議案・報告】

●会員加入・脱退等の承認の件…　加入3件、脱退3件、変更5件全て承認。

●正副会長報告…　防災・減災における協力事業者登録数は2月15日時点で216となったことが報告された。

第11回理事会報告 ◆開催日時  令和4年2月15日（火）　17時
◆開催場所  糸島市商工会　大会議室

令和4年度

【主な議案・報告】

●会員加入・脱退等の承認の件…　加入12件、脱退0件、変更4件全て承認。

●共済推進委員会報告…　令和4年度のコラボ健診は10月30日に実施することが報告された。

第10回
糸島市商工会通常総代会

第10回
青年部通常総会

第10回
女性部通常総会

日時：令和4年5月26日（木）
時間：午後3時～
場所：糸島市商工会館

日時：令和4年4月8日（金）
時間：午後7時～
場所：伊都文化会館

日時：令和4年4月中旬
場所：糸島市商工会館

※コロナウイルスの影響により変更になることがあります。

総
会
の
ご
案
内

カメラマン江藤智徳

ナンサイゴン糸島店

ウイング

美麗音

Cut　House　しもざわ

科学工房未來

住まいの縁

イトシマアロマ

でんきのまつお

藤井グリーンファーム

増江住宅設備

長田帽子店

ぐっさん整骨院

ーサービス業ー　撮影業

ー小売業ー　輸入食品販売

ーサービス業ー　ゴルフ会員権売買

ーその他ー　舗装関係運搬

ーサービス業ー　理・美容業

ー製造業ー　セラピーロボット製造販売

ー建設業ー　リフォーム業

ーサービス業ー　アロママッサージ

ー建設業ー　電気工事

ー小売業ー　アスパラガス、コーン、いちご生産販売

ー建設業ー　ガス・設備工事

ー小売業ー　

ーサービス業ー　整骨院

他に分類されない
織物・衣服・身の回り品小

江藤　智徳

NGUYEN　THI　HANH　LINH

林　一朗

有田　雄治

下澤　有司

來田　歩

大原　直美

上杉　晃代

松尾　和久

藤井　眞二

増江　佑輔

首藤　幹雄

原口　智宏

080-1031-4236

080-4288-6688

092-334-3148

092-332-8568

070-6583-4138

070-4779-3379

090-5281-8111

092-326-6186

080-3379-3460

092-322-2057

070-1189-3966

糸島市神在東4-1-16-101

糸島市神在東2-1-5

糸島市神在西3-10-1-205

糸島市有田

糸島市篠原東1-1-11

糸島市二丈深江935-3

糸島市志摩野北2461-2

糸島市志摩船越162-2

糸島市二丈福井6349

糸島市前原中央三丁目5－36

糸島市志摩初383-37

糸島市前原西4-5-28
よかとこラボ208

日時については決まり次第、
女性部員へご案内致します。
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新会員向け商工会活用セミナー＆名刺交換会

優良従業員表彰推薦の
ご案内

イルミネーション　点灯終了のお知らせ

　本会の総代会において、会員事業所に勤
務する従業員を対象に優良従業員表彰規程
に基づく表彰を行います。詳
細については、差込資料をご
確認ください。

従業員表彰を希望する事業所は、下記の書類に負担金を

添えて商工会事務局へご提出ください。

□推せん書(様式第1号)※
□優良従業員推せん調書(様式第2号)
□事業所負担金(1名につき2,500円)※

・糸島市商工会優良従業員表彰：4/8(金)必着
・福岡県商工会連合会会長表彰：3/31(木)必着
・全国商工会連合会会長表彰：3/31(木)必着

※は糸島市商工会
　優良従業員表彰
　のみ提出

提出期限

糸島市商工会青年部主催

　12月10日より志摩中央公園で行っていたイルミネーション事業は、2月6日で点灯終了しました。
　今回は、約20,000球の電球点灯と併せて、看板にスマートフォンをかざすとフォトフレーム
が画面に浮かぶ『AR』を用いるなど新たな取り組みも行い、コロナウイルスの影響で点灯イベン
トができなくても皆様に楽しんで頂ける事業になるよう工夫しました。
　イルミネーションとARフォトフレームは、糸島の新たな人気撮影スポットとなり、多くの方の
思い出の1ページを飾ることが出来たのではないでしょうか。
　来年度も地域を明るく灯せるようイルミネーション事業を企画していきますので、ご期待ください。
　

　2月17日に新会員向け商工会活用セミナー＆名刺交換会を開催しました。昨年に続き2回目の開催で、今年は令和2年

4月以降に商工会会員になられた事業者を対象とし、22名の方が参加されました。

　当日は、事務局から事業者支援制度の説明、会員事業者2名による商工会活用方法の紹介を行いました。その後、名刺

交換会に移り、それぞれご自身の事業のPRや会員同士の繋がりを作るなど、会場は活気づいていました。

商工会活用セミナ
ーの様子 名刺交換会の様子

令和4年10月30日(日)令和4年10月30日(日)

コラボ健診の
ご案内

商工会と糸島市　共同開催 ◆日　時

◆対象者

◆会　場

糸島市に住民票のある
商工会会員と従業員及びその家族

健康福祉センター「あごら」

健康維持のため、ぜひ
日程に入れてください。
詳細・お申し込みは6月
発行広報誌に入れる折
り込みチラシをご覧く
ださい。

　女性部では、地域社会への貢献
活動の一環として、継続して寄付活
動に取り組んでいます。今年度も九
州盲導犬協会及び白糸あじさいの
会に寄付金を贈呈致しました。 九州盲導犬協会 白糸あじさいの会

（糸島市観光協会）

女性部
報告

※
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◆申請期間

◆給付対象

協会けんぽ福岡支部の健康保険料率等決定のお知らせ
令和4年度の協会けんぽ福岡支部の保険料率（健康保険料率、介護保険料率）が改定され、3月分（4月納付分）
から下記のとおり変更となります。（令和4年3月分（4月納付分）から）

コロナの影響を受けた事業の継続・回復を支援

健康保険料率
変更前
10.22％
1.8％介護保険料率

健康保険料率
変更後
10.21％
1.64％介護保険料率

問い合わせ
協会けんぽ福岡支部
企画総務グループ
TEL 092-283-7621

事務局より異動のお知ら
せ

経営支援課

甲斐 俊亘

総務共済課

宇佐美 明

　4月1日付けで

福岡県商工会連合

会へ異動となりま

した。短い間でし

たが、お世話にな

りました。

 糸島の皆さまの

ご健勝と益々のご

発展をお祈り申し

上げます。

　令和4年4月1日より、那珂川市商工会で勤務することとなりました。
平成4年に志摩町商工会に入所以来、糸島管内の商工会で約30年間、
多くの役員の皆さまをはじめ、会員の皆さまには大変お世話に
なりました。新たな職場においても初心に立ち返り事業者の皆さまの
お役に立てるよう頑張ってまいります。
　コロナ禍の大変厳しい経営環境ではありますが、皆さまの今後ます
ますのご繁栄を心より祈念申し上げ、転任のご挨拶に代えさせていた
だきます。長い間、大変お世話になり本当にありがとうございました。

中小法人・個人事業者のための 事 業 復 活 支 援 金

2022年1月31日（月）～5月31日（火）

令和5年1月31日（火）まで

①と②を満たす中小法人・個人事業者が給付対象となり得ます。
①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
②2021年11月～2022年3月のいずれかの月（対象月）の売上高が、2018年11月～2021年3月の
　間の任意の同じ月（基準月）の売上高と比較して50％以上又は30％以上50％未満減少した事業者

※計算に当たっては、新型コロナウイルス感染症対策として国または地方公共団体による支援施策により得た給付金、補助金等
は、各月の事業収入から除きます。ただし、対象月中に地方公共団体による時短要請等に応じており、それに伴う協力金等を受給
する場合は、「対象月中に時短要請等に応じた分」に相当する額を、対象月の事業収入に加えます。（給付額の算定においても同じ）

電話番号のお掛け間違いが発生しております。お問合せの際は、電話番号
をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願い申し上げます。

国の相談窓口 ホームページ

0120-789-140

03-6834-7593

携帯電話からも
つながります。

受付時間IP電話専用回線 8：30～19：00
（土日・祝日含む全日）

※お電話は大変混み合うことが予想されますので、ホームページもご活用ください。

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

事業復活支援金 検索

商工会の相談窓口 糸島市商工会では新型コロナウイルス感染症の影響を
受ける事業者の皆様の事業継続支援を行うため専用相
談窓口を設置しています。窓口では小規模事業者向けに
各種支援情報（補助金等）の提供等、いろいろな支援を
行っていますので、ぜひご相談にお越しください。

◆設置期間

9：00～12：00 ／ 13：00～17：00　
※1回の相談につき約1時間　※完全予約制

糸島市商工会館１階（糸島市前原北1-1-1）

お問合せ・ご予約はこちら

080-4925-0258 080-4928-6457

◆開設時間

※土日、祝祭日及び、
　12月29日～1月3日は除く

◆場　　所

※事前確認を5月27日までに
　受ける必要があります。


