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早いもので今年も残すところ一月を切りました。商工会では一年間ご愛顧いただいたお客様へ
の感謝の気持ちを込めて、今年も歳末大売り出しを実施します。
今年は北野地区、善導寺・大橋地区で異なった事業を企画し、地域でのお買い物を喚起し年末
年始の賑わいづくりに取り組みます！

【売出期間】
平成２６年１２月１０日（水）～３０日（火）
【売出内容】
①３，０００円お買上げ毎に抽選券１枚進呈
②３００円お買上げ毎に抽選補助券１枚進呈
③抽選券１枚または抽選補助券１０枚で１回抽選
（三角くじ）
【抽選日時】
平成２６年１２月２６日（金）～３０日（火）
毎日１０時～１８時
【抽選会場】
〔北野地区〕北野天満宮通り商店街内特設会場
（秋山鮮魚店横）
〔大城地区〕アクティブ・ワン こが
〔金島地区〕かねしま電器
【抽選景品】
１等 加盟店で使える商品券 １万円分
１６本
２等 加盟店で使える商品券 ３千円分
７０本
３等 加盟店で使える商品券 １千円分 １５０本
４等 現金 ５００円
６００本
残念賞 駄菓子、箱ティッシュ、Ｐティッシュ

【売出期間】
平成２６年１２月６日（土）～３１日（水）
【売出内容】
①１００円お買上げ毎にスタンプ券１枚進呈
（東久留米スタンプ券）
②専用台紙１枚にスタンプ券５０枚を貼って抽選会
に１回参加（ガラポン抽選会）※一人５本まで
【抽選日時】
平成２７年１月１０日（土）１０時～
【抽選会場】
久留米東部商工会 善導寺事務所
【抽選景品】
特賞 加盟店で使える商品券
１等 加盟店で使える商品券
２等 加盟店で使える商品券
３等 加盟店で使える商品券
４等 加盟店で使える商品券
５等 ＢＯＸティッシュ１箱

３万円分
１万円分
５千円分
３千円分
１千円分

３本
５本
１０本
２０本
７０本
８９２本

換金日は毎月第１・第２・第３・第４木曜日、換金期限は平成２７年１月８日（木）
換金手続きをお忘れないようお願いします。
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今年は雨のためプログラムを一部
変更し、ステージイベント等もすべて
屋内で行いました。
Ａ１グランプリは予定よりもずっ
と多い赤ちゃんのエントリーがあり、
会場は応援の熱気に包まれ、外の寒さ
もどこ吹く風、といった様子でした。
元気いっぱいがんばる赤ちゃんのかわいらしさに、大人から
子どもまで頬がゆるみっぱなしでした。
急きょ室内で行われ
るこ とになっ たステー
ジイベントですが、こち
らも歌にダンス、楽器の
演奏 にヒュー マンビー
トボックスの披露と
様々な演目があり、大変
盛り上がりました。
一階ではご来場いただいた方々に温かいぜんざいが振る
舞われ、「おいしい」という声にこちらの気持ちまで温かく
なりました。ありがとうございました。

今年も青年部員がサンタに変身！ご準備
いただいたプレゼントをご自宅までお届け
します。受付は 12 月 12 日（金）までで、
先着順です。申込者多数の場合はやむを得ず
お断りする場合もございます。
申込書は商工会に
準備していますの
で、お気軽にお問合
せください。

閉会式の後は、会館を出られた方々を、
お菓子セットや色とりどりのバルーンを
もったサンタさんと、ライトアップされた
イルミネーションでお出迎えしました。
「わぁーっ！」という歓声や「きれい！」
という声に、がんばって準備してきた私た
ち青年部もうれしくなりました。
ご来場ありがとうございました。

第１６回商工会女性部全国大会
In

FUKUOKA

2014

2014 年 10 月 22 日(水)〜23 日(木)ヒルトン福岡シーホークホテルで⼥性部全国⼤会が開催されました。全国各県から集まった
3000 ⼈にも及ぶ⼥性たちが埋め尽くす広い会場でオープニングセレモニーを⽪きりに、各ブロックを勝ち抜いてこられた６名⽅の
熱い主張発表や北野町の山⼝酒造 10 代⼥将山⼝怜子⽒による基調講演が⾏われました。主張発表は⾒事九州ブロック代表の永原
さんが最優秀賞に輝かれましたが、異例の審査員特別賞が設けられるほど⽩熱しており、⼥性部誓いの⾔葉にある「地域振興発展の
推進者」
「組織活性化の原動⼒」
「豊かなまちづくりの担い⼿」となるべく、日々頑張っておられる部員さんたちが全国におられるこ
とを実感しました。山⼝⽒による基調講演は「⼀本の酒から」というテーマで、凛とした着物姿や会場に飾られたパッチワークの作
品に感嘆の声があがり、⼜何よりも「依頼は断らない」という信念のもと前向きな⽣き⽅が参加した⼥性たちの⼼を揺さぶったよう
に思いました。福岡で開催された全国⼤会。明るい挨拶や⾏き届いたおもてなしに、同じ⼥性部員として誇らしさを覚えました。
県⼥連の上島会⻑・役員の皆様はもちろん、スタッフ部員皆様のご苦労にお礼を申し上げます。ありがとうございました。
（部員：弓削弓花）
名取市商⼯会⼥性部の皆さん

⼥川町きぼうの鐘

視察研修に参加して ～宮城県 女川町商工会・名取市商工会～
平成 26 年 11 月 9 日(日)～11 日(火)

２泊３日

⽣々しい⼤震災の報道、ニュースを幾度も画⾯で⾒て脳裏に焼付いていましたので
⼥川町商⼯会、名取市商⼯会の皆様のその時の状況を聞き胸が熱くなり泣きました。
今は明るく前向きに⽣活して居られるのも⼤変だったと思います。この研修会に参加出来、沢山の勇気元気を頂きました。
砂⼀粒位の⾃分の迷い悩みに私も前向きに仕事していきたいです。本当にありがとうございました。
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１０月１１日(土)に開催されたコスモスフェステ
ィバルにおいて、２年間の任期を終えた旧レディと
の交代式を終え、第２１代コスモスレディの活動が
スタートしました。
これから久留米市北野町のコスモス街道をＰＲす
る３名のメンバーをご紹介します！

今年も北野町の「コスモス」、
「コスモス街道」、
「コ
スモスフェスティバル」を題材に作品の募集を行い、
応募者４１名、作品数１０４点の中から２０点が
入賞作品として選ばれました。
入賞作品は１２月８日（月）～１９日（金）まで
の期間、久留米市役所１階ロビーに展示される予定
です。

最優秀賞
ながふち

み

ゆ

き

なおつか

たかまつ

『コスモス園の賑わい』
宮地 敏雄 さん

あ か り

永渕 美由貴 さん 直塚 ひかり さん 高松 朱里 さん

～大本山善導寺 除夜の鐘～
大晦日は鐘の音を聞いて、心新たに新年を。

商工会では今年度もセミナー・講習会を開催し
ております。そこで、受講された皆さんには
「もっとあれも聞きたかった！」、
「個別の相談を
もう少し聞いてほしい」、またセミナーには参加
できなかった皆さんも「セミナーは都合が悪く
出られなかったけど、専門家の先生に話してみた
いことがある！」といった思いをお持ちの方も
いらっしゃるのではないでしょうか!?
セミナー後の事後指導、もちろんセミナーに
参加ができなかった場合の個別相談にも対応し
ますので、お気軽に商工会へお声かけください。
セミナーに係わらず、日々経営をされる中での
問題や課題、これから取り組みたいこと等々、
まずは商工会に相談してみませんか！

師走を迎え、年越しもすぐ目の前に迫ってきまし
た。１２月３１日の大晦日には『大本山善導寺 除夜
の鐘』（除夜の鐘つき）が行われます。かがり火が
焚かれ夜店が並ぶ中、４人一組でつく１０８回の鐘、
年越しそばも無料（当日整理券・先着順）
で振舞われます。
ぜひ足をお運びください。

「中小企業大学校 直方校」で
人材育成に取り組んでみませんか？
地域と中小企業の活力を生み出す“人づくり”
をサポートするため実践的な研修コースを提供
しています。
◆全国に９校設置
◆事務経験豊富な講師陣
◆豊富な研修コース ◆仕事に直結する実践的内容
◆公的助成制度が利用可能
≪お申込み、問い合わせは≫
中小企業大学校直方校
〒822-0005 福岡県直方市永満寺 1463-2
TEL 0949-28-1144 FAX 0949-28-4385

URL http://www.smrj.go.jp/inst/nogata/
直方校 で 検索

１１月に開催された労務管理セミナーの様子
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＊商工会新規加入事業所紹介コーナー＊

商工会会費後期分の口座振替のお知らせ
商工会会費後期分（10 月～3 月分）が下記のとお
り引落しとなります。届出口座に前日迄にご準備
頂きますようお願い致します。
引落し納入金額については、徴収基準に基づき別途
ご案内しておりますのでご確認下さい。なお、ご不
明な点はお気軽に事務局までご連絡下さい。

○耳納石油
代 表：豊福 茂子
事業所：久留米市山本町豊田 2382-11
ＴＥＬ：0942-43-2237
業 種：ガソリンスタンド

○楢崎技工所
◎口座引落日
代 表：井﨑 俊彦
事業所：久留米市善導寺町与田 102
ＴＥＬ：0942-47-1226
業 種：歯科技工業

○総合建設

平成 2６年 12 月 10 日（水）

ご存知でしたか
福岡県の最低賃金

野口総建
発効年月日 平成 26.10.5

代 表：野口 優一
事業所：久留米市北野町中川 2306-19
402 号
ＴＥＬ：080-8555-1354
業 種：左官工（土間）

～公正な採用選考について～
職業選択の自由、すなわち就職の機会均等は、誰
でも自由に自分の適性・能力に応じて職業を選べる
ということですが、そのためには雇用する側が下記
のようなことに留意して公正な採用選考を行うこと
が必要です。皆様のご理解とご協力をお願いします。

○DRM
代 表：岩坂 朋子
事業所：久留米市善導寺町木塚 107-3
ＴＥＬ：0942-47-0234
業 種：バイク販売業

○株式会社

1. 応募者に広く門戸を開き、雇用条件・採用
基準にあったすべての人が応募できる原則
を確立すること
2. 応募者の持つ適正・能力が求人職種の職務
を遂行できるかどうかを基準として、選考
を行うこと
3. 身元調査を行わないこと
【問合せ】久留米市労政課 TEL30-9046

誠和興建

代 表：末次 正治
事業所：久留米市善導寺町木塚 1478-12
ＴＥＬ：0942-47-1218
業 種：とび・土工・コンクリート工事業

○深町左建
代 表：深町 徹
事業所：久留米市北野町今山 280
ＴＥＬ：0942-78-3424
業 種：左官業

工業統計調査にご協力ください
経済産業省は、製造業を営む事業所を対象に、工業
統計調査を実施します。
１２月中旬から県知事が任命した調査員がお伺い
しますので、ご協力をお願いします。
【問合せ】

商工会の主な行事予定
〈１２月〉
８日(月)
１４日(日)
２４日(水)
２６日(金)
３１日(水)

決算説明会
女性部「寄せ植え講習会」
青年部「サンタクロース宅配便」
仕事納め
大本山善導寺除夜の鐘

久留米市総務部総務課（統計）TEL 30-9053

～ひとこと～
澄みきった夜の星が奇麗な季節と
なって参りました。
あれは平成１４年３月ころ、７０年に１度しか観
れないというしし座流星群が空いっぱい次々と、
それはそれは皆をたたき起して廻りたいくらいの
天体ショーでした。
７０年に１度だから約５８年先に観れるかな？
広報委員 井口 俊範

〈平成２７年１月〉
５日(月) 仕事始め
６日(火) 女性部役員会
８日(木) 広報委員会
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