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発行者 久留米東部商工会 

発行責任者 会長 谷口 邦博 

【善導寺事務所】久留米市善導寺町飯田 424-1 

      TEL 0942(47)1231  

      FAX 0942(47)0823 

【北野事務所】 久留米市北野町中 3294-1 

      TEL 0942(78)3311  

      FAX 0942(78)4873 

【売出期間】 

令和３年１２月１３日（月）～１２月３０日（木） 

【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 

（ガラポンにより抽選） 

【抽選日時】 

令和３年１２月２６日（日）～１２月３０日（木） 

毎日１０時～１７時 

【抽選会場】 
 久留米東部商工会 北野事務所前特設会場 
 (新型コロナウイルス感染症対策のため、抽選会場は 1 か所のみ) 

【抽選景品】 

１等 加盟店で使える商品券 １万円分     ２０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 1２０本 

 ４等 現金 ５００円         ４5０本 

 残念賞 駄菓子、ティッシュ 

  

【売出期間】 

令和３年１２月１０日（金）～１２月３１日（金） 

【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共通） 

 ②専用台紙にスタンプ券５０枚を貼って抽選会 

に１回参加（ガラポン抽選会）※一人 10 本まで 

【抽選日時】 

令和４年１月８日（土）１０時～先着順につき 

景品がなくなり次第終了 

【抽選会場】 

久留米東部商工会 善導寺事務所 

【抽選景品】＜先着 638 本＞ 

1 等 加盟店で使える商品券 1 万円分＋ｽｸﾗｯﾁｸｼﾞ１枚   2本 

2等 加盟店で使える商品券5千円分＋ｽｸﾗｯﾁｸｼﾞ１枚   6本 

3 等 加盟店で使える商品券 3 千円分＋ｽｸﾗｯﾁｸｼﾞ 1 枚 20 本 

4等 加盟店で使える商品券 1千円分          80本 

5 等 加盟店で使える商品券 5 百円分         130 本  

6 等ＢＯＸティッシュ１箱               400 本 

早いもので今年も残すところ 1 か月を切りました。商工会では

１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、加盟

店による歳末大売出しを実施します。今年も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！今年の歳末大       

売出しは、適切な感染防止策を講じて実施致します。 

加盟店の方へ 

最終換金日は 

令和４年２月１０日(木)まで 

※最終換金日後の換金請求は 

出来ません。 

 

抽選に参加して商品券を 

もらえれば、さらに地域で 

お買い物のチャーンス!! 

令和 3 年度 第 5 号 

昨年の北野地区抽選会場の様子 
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ユーデンはらぐち  
久留米市善導寺与田 106-6  

TEL 47-4510/FAX 47-4511 

 

 

いつもお世話になります。おかげ様で当店は今年、

45 周年を迎えることが出来ました。 

これを機に、店名もユーデンはらぐち善導寺店か

ら『ユーデンはらぐち』へと変更し、新たな気持

ちで“かかりつけ町医者のようなでんき屋さん”

を目指し、皆様のお役に 

立ちたいと思っておりま 

す。電気のことは何なり 

とお申し付けください。 

 

部員事業所紹介 

 

女性部 
 

 

クリスマスから春先まで楽しめる花苗の寄植え

講習会を下記のとおり開催します！興味がある部

員さんは別紙申込書にてお申込みください。 

＊日 時  令和 3 年 12 月 12 日（日）10 時～ 

＊場 所  商工会北野事務所 2 階研修室 

＊講 師  「花伝」 代表  嘉悦 隆博 氏 

＊負担金  1,500 円（鉢代含む） 

＊定 員  先着 15 名 

＊持参するもの スコップ、作業手袋、新聞紙 

   

【 中止のお知らせ 】 

環境フェスティバル 『もったいなかっ祭』 は新型コロ

ナウイルス感染拡大防止の為、本年度の開催も中止を

決定いたしました。 

 

青年部 新規加入青年部員大募集中です！一緒に地域を盛り上げましょう‼ 
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令和３年８月の大雨で被害を受けられた皆様へ 

  災害により国税の申告、申請、請求、納税などを期

限までにできないときは、期限の延長や納税の猶予が

できる場合があります。 

詳しい内容については、福岡国税局ホームページを

ご覧になるか、最寄りの税務署にお尋ねください。 

（福岡国税局ホームページ

https://www.nta.go.jp/about/organization/fukuoka/in

dex.htm） 

 

受動喫煙対策に関するお問い合わせ 
久留米市保健所健康推進課  

TEL:0942-30-9331 FAX:0942-30-9833 
E-mail：ho-kenko@city.kurume.fukuoka.jp 

久留米市からのご案内 「受動喫煙防止対策について」 

～受動喫煙防止はマナーからルールへ～ 

久留米市ホームページにアクセスし、ご視聴ください。 
    
右側の二次元コードからアクセスできます。 

演題 

・喫煙と健康及び法改正の内容 

・受動喫煙防止の効果的な手法 

・喫煙専用室等の設置に係る補助金 

・受動喫煙防止対策の効果を確認するための測定方法 

 
受動喫煙防止対策講演会を無料配信 

配信期間:令和 3年 12月 1日(水)～令和 4年 1月 31日(月) 

久留米市 受動喫煙防止対策講演会 視聴
方法 

事業者のみなさま、必見！ 

 

喫煙専用室等設置をご検討の事業者様へ 

【先着順】喫煙専用室等設置に係る専門アドバイザーを無料で派遣します。 
※予算額に達し次第終了します。 

派遣時期は、令和 4 年 1 月から令和 4 年 2 月末の予定 

【募集内容】会員事業所限定 

☆チラシのサイズ：A4  

☆受付件数：先着4社 

☆料金：折込み料金2,000 円 

☆申込方法：申込用紙を提出の上、折込み用チラ

シを540部用意し、1/20 迄に商工会に納品 

※お気軽に商工会までお問合せください。 

 新商品情報、イベント告知・宣伝、テイクア

ウト紹介、事業所向け情報など、A4 サイズ PR

チラシの折込みを募集します。 

2 月号よかよか 

への折込みです！ 

商工会の 

経営発達支援事業 
～販路開拓編～ 

 商工会では、中長期的事業計画を策定した上

で、商品開発などに取り組み、販路開拓を目指す

小規模事業者を支援するため、商談会への出展支

援を行っています。今年度は、福岡市で開催され

るフードスタイル九州、東京で開催されるインタ

ーナショナルギフトショーに、会員事業所が出展

される予定です。 

来年度以降、商談会への出展支援を希望される

方は、詳しい内容をご説明いたしますので、本年

度内に商工会にご相談下さい。 

※小規模事業者の定義 

製造業そのほか：従業員２０人以下 

商業・サービス業：従業員５人以下 
※商談会への出展支援は、伴走型小規模事業者支援推進事
業補助金により実施するものであり、補助金の採択状況に
よってはご支援できない場合もございます。 

https://www.nta.go.jp/about/organization/fukuoka/　index.htm
https://www.nta.go.jp/about/organization/fukuoka/　index.htm
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●(株)ならはら菜園 
代   表 楢原 章弘 

事 業 所 久留米市北野町鳥巣 1239番地 3 

Ｔ Ｅ Ｌ 78-5853 

事業概要 農業・食品製造 

 

＊商工会新規会員事業所紹介＊ 

 ご入会ありがとうございます。商工会は経営相談、

税務申告や経理、労働保険、金融相談・あっせん、

専門家の派遣、商品やサービスの販路開拓支援・情

報発信等さまざまな面から地域の事業者のみなさ

まを支援致します。ぜひ商工会をご利用下さい。 

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。届出口座へ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、事務局までご連絡下さい。 

◎口座引落日 令和3年12月10日（金） 

例年、大晦日に実施しております「大本山善導寺除

夜の鐘事業（参拝者による鐘つき・振舞いそば・淨焚

会）」は、新型コロナウイルス感染者数が全国的に減

少しているものの、今後の感染拡大も懸念されること

から、感染防止を最優先に考え、「中止」いたします。 

なお、大本山善導寺独自の「除夜の鐘つき（僧侶の

みで実施）」と「淨焚会（例年１２月２５日実施）」は

行われる予定です。 

令和3年度大本山善導寺除夜の鐘事業の中止について 

  

貯蓄
た め る

・融資
い か す

・保険
あんしん

 
事業に役立つ３つの機能、商工会だから安心！ 

☆知らず知らずに貯まります！ 

 （10 年満期又は 5 年満期） 

☆積立金の一時払出制度あり 

☆特典 人間ドック健診助成サービス 
加入 3 口以上：10,000 円か、要した費用の 

半額のいずれか低い方 

（満 40 才以上の加入者及びその被共済者） 

医療特約あり 

福岡県商工会連合会 

 

個人賠償責任補償・熱中症の補償がついてます 

☆共済に関してのお問い合わせ、ご質問は、 

       お気軽に事務局へお尋ねください☆ 

医療特約 

入院・手

術・通院を

補償します 

がん重点補償 も人気です。 

◆満６歳～満 85 歳まで幅広く補償！ 

  年齢・性別・業種に関係なく掛金一律！ 

◆月額 2,000 円の掛金 

仕事中や交通事故、家庭内のけが等に対応！ 
通院は 3 日目から、入院は 1 日目から補償 
通院・入院・手術・後遺症障害・死亡 

日常生活（自転車事故を含む）の事故・トラブルで賠償

責任が生じたときのご家族全員の賠償事故をカバー！ 

◆加入者の皆様へ 
 共済金請求もれはありませんか？ 軽いケガで 3 日 
以上の通院をして請求を忘れていませんか？ 
まずは、商工会事務局へご一報下さい。 

福祉共済 『けが』の補償 

入院・手術・通院を補償します 

傷害プランに 

入院・手術・

通院を補償

します 

ひとこと 

最近注目されている SDGｓ、気になったので先日

調べてみたんです。 

スーパーディフォルメガンダムシリーズの略…？ 

SD ガンダムシリーズ……。 

※正解は前回の 10 月号をご確認ください。 

広報委員 栁 龍広 

【開催報告】７月２６日に開催された「コロナ禍での
ＭＥＯセミナー」では、多くの方が参加され、グーグ
ルマイビジネスを活用した集客方法について学びま
した。 
無料で使えるグーグルマイビジネスには、事業者自
身が管理することで使える「投稿」「情報」「インサイ
ト」などの機能があり、コツを知って上手に使うこと
で、お金をかけずに検索上位に表示されることも可
能になります。同じ内容を職員も全員受講していま
すので、内容が気になる方はお気軽にお尋ね下さい。 

商工貯蓄共済 
＊事務局からのお知らせ＊ 

月額/1口 2,000円 


