
議事では、第1号議案「平成29年度事業活動計画（案）につ
いて」、続いて第2号議案「平成29年度収支予算（案）につい
て」審議され、原案通り承認されました。（事業計画のあら
ましは下表参照）また、第3号議案「常議員の変更（案）につ
いて」も審議され、議員職務代行者の変更に伴う後任の常
議員として、㈱佐賀新聞社 代表取締役社長  中尾 清一
郎氏が選任されました。また、㈱イズミゆめタウン佐賀店 
支配人  髙橋 邦典氏が新たに議員として就任されました。
任期は平成31年10月末日までとなります。
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佐賀商工会議所 ≪ 総務課 ≫
〒840-0826 佐賀市白山２丁目１-１２ 佐賀商工ビル６Ｆ TEL：0952-24-5155  FAX：0952-26-2831 ＵＲＬ http://www.saga-cci.or.jp/

資格取得は自分の能力をアピールできるものです。この機会にキャリアアップを図りましょう！

携帯・スマホからも
ホームページへ

●お申し込みとお問い合わせは 佐賀商工会議所へ http://www.saga-cci.or.jp/  TEL0952-24-5155

平成 2 9 年度各種検定試験施行一覧

日商検定 主催／日本商工会議所・佐賀商工会議所

平成29年度事業計画・収支予算を決定
～平成28年度通常議員総会を開催～

２．中小企業等に対する支援事業

（1） 事業承継支援センター設置による事業継
続の支援

（2） ICTを活用した生産性向上と経営力強化
支援

（3） RESASを活用した地域分析に関する支援
（4） 海外展開に関する経営支援
（5） 消費税率引き上げ対策支援
（6） マイナンバー制度の施行に係る対策支援
（7） 知的資産の発掘支援
（8） BCP(事業継続計画)策定、危機管理に

関する支援

（9） 電力小売全面自由化に関する支援
（10） バイオマス産業に関する支援
（11） 6次産業化、農商工連携に関する情報

収集
（12） 第二創業、ベンチャー企業の育成
（13） HPの充実による行政の施策事業や補助

金、助成金の情報提供３．中小企業再生支援及びその関連事業

（1）中小企業再生支援協議会による連携支援、協力
（2）経営改善支援センターによる連携支援、協力
（3）事業引継ぎ支援センターによるM&A等承継支援、協力
　 ・佐賀県事業承継支援センターとの連携による活動を実施

●平成29年度 主な事業活動計画（経営支援計画関係）
１．小規模事業者に対する支援事業

（1）経営発達支援計画に基づく伴走型小規模事業者支援の
実施

（2）経営改善普及事業による小規模事業者支援の実施
（3）地域人材・しごとマッチング事業の実施

H30 4. 2(月)

6月25日(日) 4.17(月)～ 5.24(水)

8.14(月)～ 9.20(水)

7. 3(月) １級 2,300円

２級 1,700円

３級 1,500円

10月22日(日) 10. 30(月)

H30 2.19(月)

H30 3.12(月)

7月8日(土) 5.8(月)～ 6.15(木) 7.26(水)

7. 31(月)

１級 7,710円

２級 5,660円

３級 4,120円

6.26(月)

11月19日(日) 9.11(月)～10.19(木)

12.18(月)～H30 1.25(木)

12.18(月)～H30 1.25(木)

12. 4(月)～H30 1.10(水)

H30 1.9(火)

H30 3.12(月)

6月11日(日) 4.3(月)～ 5.11(木)

12.4(月)

１級 7,710円

２級 4,630円

３級 2,800円

H30 2月25日(日)

H30 2月21日(水)

H30 2月11日(日)

合 格 発 表 受　験　料検   定  科  目 施   行   日 申 込 受 付 期 間

 （第146回）

 （第147回）

 （第148回）

（第80回）

 （第81回）

（第210回）

（第211回）

（第212回）

簿     記

リテール
マーケティング

(販売士）

珠     算

     1級

2～3級

     1級

2～3級

2～3級

2～3級

1級

2～3級

1～3級

1～3級

1～3級

●お申し込みとお問い合わせは 東京商工会議所へ http://www.kentei.org/　TEL03-3989-0777

東商検定 主催／東京商工会議所・佐賀商工会議所

合 格 発 表 受　験　料検   定  科  目 施   行   日 申 込 受 付 期 間

カラー
コーディネーター

ビジネス
実務法務

福祉住環境
コーディネーター

環境社会
（eco）

ビジネス
マネジャー

（第5回）

（第6回）

 （第22回）

２～３級

 （第23回）

 （第39回）
     １級

 （第38回）２～３級

 （第42回）
     １級

２～３級

２～３級

 （第41回） ２～３級

 （第42回）２～３級

 （第43回）
     １級

11月12日(日)

12月 3日(日)

12月17日(日)

7月16日(日)

7月23日(日)

11月26日(日)

7月9日(日)

12月10日(日)

7月 2日(日)

6月18日(日)

5.2(火)～6.2(金)

8.29(火)～9.29(金)

10.3(火)～11.2(金)

5.9(火)～ 6.9(金)

9.12(火)～10.13(金)

4.25(火)～ 5.26(金)

9.26(火)～10.27(金)

9.19(火)～10.20(金)

4.18(火)～ 5.19(金)

4. 4(火)～5. 2(金)

8.18(金)

12.15(金)

8. 4(金)

8.25(金)

8.10(木)

7.21(金)

H30 2.2(金)

H30 1.12(金)

H30 3.16(金)

H30 1.19(金)

H30 3.16(金)

H30 1.5 (金)

H30 1.19(金)

 6,480円

 5,400円

１級 10,800円

２級 6,480円

３級 4,320円

１級 10,800円

２級 6,480円

３級 4,320円

１級 9,440円

２級 7,340円

３級 5,250円

112

Saga Chamber of 
Commerce & Industry

佐 賀 商 工 会 議 所
〒840-0826佐賀市白山２丁目１-12
佐賀商工ビル６Ｆ
TEL0952-24-5155(代)／FAX0952-26-2831
http://www.saga-cci.or.jp/
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3月28日、議員71名の出席（委任状行使者含む）により、佐賀商工ビル７F大会議室にて通
常議員総会を開催致しました。議事に移る前に、この度、議員就任50年を迎えられた永池
常議員（㈱永池 代表取締役会長）が日本商工会議所役員・議員表彰を受賞されましたの
で、表彰式も執り行いました。

新常議員

中尾　清一郎

株式会社佐賀新聞社
代表取締役社長

新議員

髙橋　邦典

株式会社イズミ
ゆめタウン佐賀店 支配人

当所のホームページにて平成29年度 事業活動計画がご確認できます。是非、ご覧下さい。
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◉永年勤続優良従業員表彰式（3/28）

工業部会主催セミナー「リスク管理と防雷対策」を開催（3/10）

従業員の永きに渡る企業への
“貢献と活躍”を称える

井田会頭は、「この表彰式は皆様にとって大変素晴らしい事であり、また地域経済の支える皆様方のご活躍に対し、心より御礼申し上げます。企
業の一員として大きく貢献をなされておられる皆様の、今後より一層のご活躍を期待致します。」と述べました。
受賞された従業員を代表し、３０年表彰を授与された佐賀県火災共済協同組合の江頭弘幸様は、「表彰の栄を賜り誠に感激にたえません。私
共は、本日の受賞にこたえ、更に気持ちを新たにいたしまして一層の業務に精励する覚悟です。」と謝辞を述べられました。今後、企業を支える皆
様一人ひとりのご活躍と企業のご繁栄を、役職員一同、心より祈念申し上げます。

去る３月２８日、佐賀商工会議所会員事業所で永年に渡り活躍されている優良従
業員の表彰式を執り行いました。事前申し込みを頂いた３６名（１０年表彰１４名、
２０年表彰８名、３０年表彰１４名）に対し井田会頭より表彰状が授与されました。

◉台日商務交流協進会と
　業務協力覚書（MOU）を締結〔3/20〕

佐賀県内の中小・小規模
事業者の台湾ビジネスの橋渡しを

去る3月20日、佐賀県商工会議所連合会は台日商務交流協進会と台北市内において業
務協力覚書（MOU）を締結致しました。佐賀県内の中小・小規模事業者は販路やビジネ
ス交流を海外に求める声が大きくなってきており、JETRO佐賀や県の関係部署へは台
湾に対する相談が多くを占めています。こういった企業の台湾ビジネスの橋渡しを行うため、台湾の企業団体でもある台日商務交流協進会と業
務協力の覚書締結を行うに至りました。
今後の予定としては、経済ミッション派遣と受け入れや相互の商談会参加や実施等、台日商務交流協進会と情報交換による情報収集および企
業への情報提供を行なって参ります。

中小企業のサイバーセキュリティ対策に関する
相互協力協定を締結 2/13

調停式の挨拶で、佐賀県商工会議所連合会の井田会長は、「企業側
としては、セキュリティに対する認識が薄いのが現状です。誰もが被
害者になる可能性が高いという認識で、企業・従業員の一人ひとりが
考えながら、警察ともしっかりと連携を図りたい」と述べました。
昨今のサイバー犯罪の手口は大変巧妙化しており、企業経営に悪影
響を与えかねないと考えられます。金銭のみならず、個人情報や様々
な営業機密等が漏洩し、自社の信用を失墜する事態に陥ることが
ないよう、県・県警・地域産業支援センターと商工団体（佐賀県商工
会議所連合会・佐賀県商工会連合会、佐賀県中小企業団体中央
会）が連携し、今後、県内の事業者のサイバーセキュリティ対策につ
いての情報発信や啓発活動を行なって参ります。

去る2月13日、佐賀県・佐賀県警察・商工団体・佐賀県地域産
業支援センターは、県内の中小企業のためのサイバーセキュ
リティ対策に関する相互協力協定を締結しました。

サイバーセキュリティ対策に関する相互協力協定のキックオフとして佐賀県ネットワーク・セキュ
リティ対策協議会、佐賀県、佐賀県警察本部、（公財）佐賀県地域産業支援センター、佐賀県商
工会連合会、佐賀県中小企業団体中央会、佐賀県商工会議所連合会を主催として佐賀市のアバ
ンセホールにて開催しました。
　「サイバー空間の脅威とその対策」と題し、サイバーディフェンス研究所上級分析官　名尾　
利男　氏を招き、最新のサイバーセキュリティの現状と分析についてご講演をいただきました。ま
た、㈱佐賀銀行　業務集中支援部からは、インターネットバンキングの不正送金事案の現状と対
策方法について講演をいただき、被害を未然に防止する仕組みについての解説や、利用者への
注意喚起を行われました。

「口座が変わった」「緊急に送金してもらいたい」などお金を振り込ませるメールは要注
意！犯罪者は、なりすましがばれないよう、正規メールアドレスに よく似せたアドレス 
を使ってメールを送ってきます。突然、取引先から口座変更の依頼があった時は、安易
に送金することなく、必ず 電話等で確認 するようにしてください。

中小企業のサイバーセキュリティ対策
シンポジウムを開催 2/14

Saga Chamber of
Commerce & Industry

佐 賀 商 工 会 議 所

○台日商務交流協進会・佐賀県商工会議所連合会　業務協力覚書（MOU）締結式の概要
日　時：3月20日（月）17:00～17:30
場　所：中国信託商業銀行 B棟 1602会議室（台北市南港区経貿二路168号）
締結者：台日商務交流協進会（会長 江 丙坤（こう へいこん）氏） 
　　　  佐賀県商工会議所連合会（会長 井田 出海）
立会人：台北市日本工商会（総幹事 前田 吉徳 氏）  亜東関係協会（副秘書長 蔡 偉淦 氏）
参集者：来賓（上記立会人等） 台日商務交流協進会側（25名）
　　　  佐賀県側（佐賀商工会議所、佐賀県、佐賀市、佐賀銀行他会員企業、計17名）

多くの企業において、「重要だと知りながらも、うまく実践できていないこと」のひとつにある「リスク管理」につ
いて、去る3/10に「雷害リスク」をテーマにセミナーを開催しました。九州フィールドエンジニアリングシステム㈱ 
代表取締役 江頭保彦氏講師の江頭氏は、以前、郵便局長を務めていた際に、ＡＴＭ等電子機器への落雷被害
拡大に着目したことを機に、防雷ユニットを独自に開発し、雷外対策の普及促進に取り組まれています。セミ
ナーでは、近年急増する落雷被害の要因と、防雷対策の必要性・重要性について、実際の被害例および防雷装
置導入例を交えながら解説をしていただきました。セミナー終了後は、防雷装置導入についての規模や価格等に
ついて熱心に質問する参加者もあり、リスク管理の重要性について「気づき」のきっかけづくりの場となりまし
た。

部会活動報告〔工業部会〕

九州フィールドエンジニアリングシステム㈱
代表取締役 江頭保彦氏

添付ファイルにはウイルスが仕込まれている可能性があります。ウィルス感染をきっか
けに情報が盗む手口もありますので、注意が必要です。

左より、佐賀県産業労働部 石橋部長、佐賀県警察本部 生活安全部 江口部長、佐賀県商工会議
所連合会 井田会長、佐賀県商工会連合会 飯盛会長、佐賀県中小企業団体中央会 内田会長、

（公財）佐賀県地域産業支援センター 飛石理事長

発信元：佐賀県警察本部 サイバー犯罪対策係

　

52 0 1 7
MAY

                                 

                                        

 
 
 

◉メールをよく確認しましょう!
だまされないためのポイントビジネスメール詐欺の手口

◉添付ファイルを安易に開かないで!

ＯＳやソフト、ウイルス対策ソフトを最新の状態しましょう!
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◉永年勤続優良従業員表彰式（3/28）

工業部会主催セミナー「リスク管理と防雷対策」を開催（3/10）

従業員の永きに渡る企業への
“貢献と活躍”を称える

井田会頭は、「この表彰式は皆様にとって大変素晴らしい事であり、また地域経済の支える皆様方のご活躍に対し、心より御礼申し上げます。企
業の一員として大きく貢献をなされておられる皆様の、今後より一層のご活躍を期待致します。」と述べました。
受賞された従業員を代表し、３０年表彰を授与された佐賀県火災共済協同組合の江頭弘幸様は、「表彰の栄を賜り誠に感激にたえません。私
共は、本日の受賞にこたえ、更に気持ちを新たにいたしまして一層の業務に精励する覚悟です。」と謝辞を述べられました。今後、企業を支える皆
様一人ひとりのご活躍と企業のご繁栄を、役職員一同、心より祈念申し上げます。

去る３月２８日、佐賀商工会議所会員事業所で永年に渡り活躍されている優良従
業員の表彰式を執り行いました。事前申し込みを頂いた３６名（１０年表彰１４名、
２０年表彰８名、３０年表彰１４名）に対し井田会頭より表彰状が授与されました。

◉台日商務交流協進会と
　業務協力覚書（MOU）を締結〔3/20〕

佐賀県内の中小・小規模
事業者の台湾ビジネスの橋渡しを

去る3月20日、佐賀県商工会議所連合会は台日商務交流協進会と台北市内において業
務協力覚書（MOU）を締結致しました。佐賀県内の中小・小規模事業者は販路やビジネ
ス交流を海外に求める声が大きくなってきており、JETRO佐賀や県の関係部署へは台
湾に対する相談が多くを占めています。こういった企業の台湾ビジネスの橋渡しを行うため、台湾の企業団体でもある台日商務交流協進会と業
務協力の覚書締結を行うに至りました。
今後の予定としては、経済ミッション派遣と受け入れや相互の商談会参加や実施等、台日商務交流協進会と情報交換による情報収集および企
業への情報提供を行なって参ります。

中小企業のサイバーセキュリティ対策に関する
相互協力協定を締結 2/13

調停式の挨拶で、佐賀県商工会議所連合会の井田会長は、「企業側
としては、セキュリティに対する認識が薄いのが現状です。誰もが被
害者になる可能性が高いという認識で、企業・従業員の一人ひとりが
考えながら、警察ともしっかりと連携を図りたい」と述べました。
昨今のサイバー犯罪の手口は大変巧妙化しており、企業経営に悪影
響を与えかねないと考えられます。金銭のみならず、個人情報や様々
な営業機密等が漏洩し、自社の信用を失墜する事態に陥ることが
ないよう、県・県警・地域産業支援センターと商工団体（佐賀県商工
会議所連合会・佐賀県商工会連合会、佐賀県中小企業団体中央
会）が連携し、今後、県内の事業者のサイバーセキュリティ対策につ
いての情報発信や啓発活動を行なって参ります。

去る2月13日、佐賀県・佐賀県警察・商工団体・佐賀県地域産
業支援センターは、県内の中小企業のためのサイバーセキュ
リティ対策に関する相互協力協定を締結しました。

サイバーセキュリティ対策に関する相互協力協定のキックオフとして佐賀県ネットワーク・セキュ
リティ対策協議会、佐賀県、佐賀県警察本部、（公財）佐賀県地域産業支援センター、佐賀県商
工会連合会、佐賀県中小企業団体中央会、佐賀県商工会議所連合会を主催として佐賀市のアバ
ンセホールにて開催しました。
　「サイバー空間の脅威とその対策」と題し、サイバーディフェンス研究所上級分析官　名尾　
利男　氏を招き、最新のサイバーセキュリティの現状と分析についてご講演をいただきました。ま
た、㈱佐賀銀行　業務集中支援部からは、インターネットバンキングの不正送金事案の現状と対
策方法について講演をいただき、被害を未然に防止する仕組みについての解説や、利用者への
注意喚起を行われました。

「口座が変わった」「緊急に送金してもらいたい」などお金を振り込ませるメールは要注
意！犯罪者は、なりすましがばれないよう、正規メールアドレスに よく似せたアドレス 
を使ってメールを送ってきます。突然、取引先から口座変更の依頼があった時は、安易
に送金することなく、必ず 電話等で確認 するようにしてください。

中小企業のサイバーセキュリティ対策
シンポジウムを開催 2/14
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○台日商務交流協進会・佐賀県商工会議所連合会　業務協力覚書（MOU）締結式の概要
日　時：3月20日（月）17:00～17:30
場　所：中国信託商業銀行 B棟 1602会議室（台北市南港区経貿二路168号）
締結者：台日商務交流協進会（会長 江 丙坤（こう へいこん）氏） 
　　　  佐賀県商工会議所連合会（会長 井田 出海）
立会人：台北市日本工商会（総幹事 前田 吉徳 氏）  亜東関係協会（副秘書長 蔡 偉淦 氏）
参集者：来賓（上記立会人等） 台日商務交流協進会側（25名）
　　　  佐賀県側（佐賀商工会議所、佐賀県、佐賀市、佐賀銀行他会員企業、計17名）

多くの企業において、「重要だと知りながらも、うまく実践できていないこと」のひとつにある「リスク管理」につ
いて、去る3/10に「雷害リスク」をテーマにセミナーを開催しました。九州フィールドエンジニアリングシステム㈱ 
代表取締役 江頭保彦氏講師の江頭氏は、以前、郵便局長を務めていた際に、ＡＴＭ等電子機器への落雷被害
拡大に着目したことを機に、防雷ユニットを独自に開発し、雷外対策の普及促進に取り組まれています。セミ
ナーでは、近年急増する落雷被害の要因と、防雷対策の必要性・重要性について、実際の被害例および防雷装
置導入例を交えながら解説をしていただきました。セミナー終了後は、防雷装置導入についての規模や価格等に
ついて熱心に質問する参加者もあり、リスク管理の重要性について「気づき」のきっかけづくりの場となりまし
た。

部会活動報告〔工業部会〕

九州フィールドエンジニアリングシステム㈱
代表取締役 江頭保彦氏

添付ファイルにはウイルスが仕込まれている可能性があります。ウィルス感染をきっか
けに情報が盗む手口もありますので、注意が必要です。

左より、佐賀県産業労働部 石橋部長、佐賀県警察本部 生活安全部 江口部長、佐賀県商工会議
所連合会 井田会長、佐賀県商工会連合会 飯盛会長、佐賀県中小企業団体中央会 内田会長、

（公財）佐賀県地域産業支援センター 飛石理事長

発信元：佐賀県警察本部 サイバー犯罪対策係
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◉メールをよく確認しましょう!
だまされないためのポイントビジネスメール詐欺の手口

◉添付ファイルを安易に開かないで!

ＯＳやソフト、ウイルス対策ソフトを最新の状態しましょう!
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佐賀商工会議所では、会員事業所の皆様の経営に関するお悩みや疑問などの解決を
全面的にバックアップするため「中小企業相談所」を設けています。経営指導員による
きめ細やかな経営相談、セミナーや相談会など各種事業を展開しています。
今号では、今年度事業などカテゴリー毎に紹介しています。
ご入会頂いています皆様に有効にご活用いただきたいと考えています。

場　所● ＆MASA （佐賀市柳町4-3 佐賀市歴史民俗館南側）

内　容● 第1部 19:00～ 「先輩起業家の体験談＆意見交換会」

講　師● 先輩起業家 
㈱エコール・ジ・マーサ
代表取締役

ご参加いただける方
●操業して概ね5年以内の方

●第二創業や事業継承をされた方
●これから創業を考えておられる方

※法人・個人、業種・業態は問いません。

創業者クラブの活動ポイント
経営課題を解決しよう!実 践
創業者同士、ディスカッションしながら経営課題を共有し、
課題解決策を具体的に実践しましょう!

経営実務を学ぼう!研 鑽
先輩起業家や専門家から、経営に必要な実務を学び、
自社の現状を見つめ直しながら経営力を高めましょう!

井  雅代氏

第2部 20:30～ 「懇親交流会」 

平成29年度

専門家派遣事業では、経営・営業・生産・技術など経営に関する様々な問題を抱える小規模事業者の皆さんの経営支援を
専門家と連携して行っています。ご相談の内容に応じて、厳選された100名以上の登録された専門家の中から選出し具体
的かつ実践的なアドバイスを受けることが出来ます。毎年、多くの事業者が活用しています。
内容によっては、3回まで派遣を受けることが出来ます。先ずは、当所の経営指導員へご相談ください。当所で経営支援を
行い、必要に応じて対応致します。（平成28年度実績：延べ112件）
専門家については、当所HPで確認することが出来ます。http://www.saga-cci.or.jp/main/29.html

専門家派遣事業

中小企業庁 平成28年度第2次補正予算事業の小規模事業者持続化補助金の追加公募が始まっています。
今回の公募では、小規模事業者の円滑な事業承継を後押しするため、代表者が60歳以上の場合は、「事業承継診断票」を作成するとともに後継者
候補が中心となって取り組む事業について重点的に支援されます。経営計画の策定や販路開拓、事業承継を実施する際には、当所が支援しています
ので、先ずはご連絡ください。（平成28年度実績:37件認定/104件申請)

小規模事業者持続化補助金 [追加公募]創業間もない起業家の経営支援と、これから創業を考えておられる方の創業後の不安を和らげ、人脈形成や情報交換、
経営力向上等、可能性を広げる場として、『さが創業者クラブ』を開設しています。
現在、45名の起業家や起業を目指す方に登録を頂いています。平成28年度には、セミナー5回、12時間創業塾を開催
し、新たに27名の創業者が誕生しました。今年度も『さが創業者クラブ』では、セミナーや交流会等を開催していきます。
創業をお考えの方、創業後間もない方、是非ご登録ください。

OLからの転身。アルバイトからキャリア社員として九州初上陸のスポー
ツクラブでインストラクター養成、教育プログラム企画、運営。その後、九
州大学院に入学し予防医学としての運動プログラム開発、運営システム
構築を研究。多くの人に健康の輪を広げる活動を全国的に展開する傍
ら起業家としても活躍している講師。

※本研修会・交流会にご参加いただく際は、「さが創業者クラブ」への参加申込が必要となります。（参加費無料）
参加申込書は右記からダウンロードできます。

創業者支援事業

第１回さが創業者クラブ・研修会＆交流会

Vol.1

5 12
金

19:00から
※懇親会費4,500円

「さが創業者クラブ」の参加者は随時募集しています。お気軽にご連絡ください。

応募締切
平成29年5月31日 

お早めにご相談ください

販路開拓をお考えの小規模事業者の皆様へ

 ❶広告宣伝⇒新たな顧客層の取り込みを狙い、チラシを作成・配布
 ❷集客力向上の店舗改装　⇒幅広い年齢層の集客を図る店舗でユニバーサルデザイン化
 ❸商談会・展示会への出展　⇒新たな販路を求めて国内外の展示会へ出展
 ❹商品パッケージや包装紙・ラッピングの変更　⇒新たな市場を狙って商品パッケージのデザインを一新
 ❺ITを活用した広報や業務効率化　⇒ホームページ開設やネット販売システムの構築、管理システムの導入

対象となる取組みの例

「中小企業経営革新支援事業」とは、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に基づき、経営課題に
チャレンジする中小企業の経営革新計画について、都道府県の承認を受けることで資金調達や販路開拓等
についての支援が受けられる制度です。当所では、販路開拓支援に繋がる経営計画として、専門家と連携し
佐賀県知事認定の経営革新計画についても積極的に支援しています。「新しいことにチャレンジしたい」「経
営のあり方を見直す」などといった中小企業の方々は、計画の作成・申請にチャレンジしてみませんか。

（平成28年度実績：3件）

中小企業経営革新支援事業

経営革新の認定を取得しよう! !

マル経融資は、商工会議所の推薦による国の融資制度です。当所の推薦に基づいて日本政策金融公庫が、小規模事業者に運転・設備の必要資金
を無担保・無保証人・低金利で融資する制度です。日本政策金融公庫と連携し、円滑な事業資金、効果的な事業資金としてご活用いただいていま
す。（平成28年度実績：15件、61,430千円） 詳しくは、http://www.saga-cci.or.jp/main/143.html　でご確認ください。

小規模事業者経営改善資金融資制度（通称：マル経）

中小企業者が高度な経営能力や技術力を修得するために、中小企業大学校の実施する研修を受ける際にその経費の一部を負担します。企業の有
用な人材の育成を促進し、佐賀市の産業振興を図ることを目的として創設しました。当所の予算の範囲内で、研修費用の1/2を補助（上限あり）しま
す。先ずはお問合せください。

中小企業大学校の研修会の補助制度

http://www.saga-cci.or.jp/main/913.html

中小企業相談所では、皆様の経営課題について、様々な機関や専門家と連携し、経営課題の   解決を図ります。是非、ご活用ください。 佐賀商工会議所・中小企業相談所 0952-24-5158
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営のあり方を見直す」などといった中小企業の方々は、計画の作成・申請にチャレンジしてみませんか。

（平成28年度実績：3件）

中小企業経営革新支援事業

経営革新の認定を取得しよう! !

マル経融資は、商工会議所の推薦による国の融資制度です。当所の推薦に基づいて日本政策金融公庫が、小規模事業者に運転・設備の必要資金
を無担保・無保証人・低金利で融資する制度です。日本政策金融公庫と連携し、円滑な事業資金、効果的な事業資金としてご活用いただいていま
す。（平成28年度実績：15件、61,430千円） 詳しくは、http://www.saga-cci.or.jp/main/143.html　でご確認ください。

小規模事業者経営改善資金融資制度（通称：マル経）

中小企業者が高度な経営能力や技術力を修得するために、中小企業大学校の実施する研修を受ける際にその経費の一部を負担します。企業の有
用な人材の育成を促進し、佐賀市の産業振興を図ることを目的として創設しました。当所の予算の範囲内で、研修費用の1/2を補助（上限あり）しま
す。先ずはお問合せください。

中小企業大学校の研修会の補助制度

http://www.saga-cci.or.jp/main/913.html

中小企業相談所では、皆様の経営課題について、様々な機関や専門家と連携し、経営課題の   解決を図ります。是非、ご活用ください。 佐賀商工会議所・中小企業相談所 0952-24-5158
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前年度に開催したセミナー・講習会（2月～3月）

『平成29年度税制改正説明会』

内　容●平成29年度税制改正の概要ならびに消費税の引き上げ再延期についての説明 
参加者●24名
講　師●日本商工会議所 産業政策第一部  課長　宮澤 伸氏

2

27

経営安定セミナー
『販売促進のヒントはこれだ！』

内　容●知っているようで知らないSNSの活用方法や、販売促進に繋げるコツについて解説 
参加者●29名
講　師●㈱ビジネス・ナビゲーター 主任コンサルタント 和み経営コンサルティング 代表　廣門 和久氏

経営安定セミナー『スマートフォン・タブレット端末の
カメラ撮影のコツを掴もう！』

経営安定セミナー『2017年フレッシャーズ研修会』

内　容●スマートフォンやタブレット端末のカメラ撮影をプロの写真家が解説 
参加者●午前・午後　各10名
講　師●江口弘一写真事務所　代表 江口 弘一氏

内　容●社会への第一歩を踏み出すフレッシャーズをはじめ、中途採用者等を対象に講義・実技・演習を実施。 
参加者●36名
講　師●㈱インターナショナル エア アカデミー 取締役副社長 嶋田 嘉志子氏　常務取締役 東 久美子氏

3

1

3

10

3

30

3月21日(火)、佐賀市白山のＯＴＥＮＴＯにて第4回
定例会および卒業生を送る会が行われました。今
年度は青年部会員5名が卒業を迎え、感謝状と記
念品が贈られました。会場は大いに盛り上がり、卒
業生達はこれまでの青年部活動を振り返りながら
現役会員としての最後の例会を過ごされました。

青年部 第4回定例会および卒業生を送る会

青年部会員は総勢102名（平成29年4月1日現在） ＯＢ会員として香月副会頭・中野副会頭も参加

江頭 勝 (株)平和鋼材
古賀 里志 トム・カンパニー(株)
高山 浩一 都寿司

中島 敏昭 (株)マルゼン看板
福田 真也 (株)プライム

卒業生一覧（敬称略 50音順）

　

52 0 1 7
MAY
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8

入会3年未満の会員企業に“商工会議所をより知っていただきたい！”
“新入会員企業同士の交流の場を提供”

盛り上がりを見せた『第2回新入会員交流会』
去る2月24日、第2回新入会員交流会を開催しました。
佐賀商工会議所に入会して3年未満の事業所を対象に異業種20社27名が参
加されました。今回の交流会では、新たに交流会場に自社商品やサービスの案
内を行うことが可能な企業ブースを新設しました。また、交流会の締めくくりと
して、当所の2号議員事業所である(株)ナチュラルライフ 代表取締役 竹原 稔
氏を招き、「佐賀商工会議所との出会い」と題し、創業当時の経営相談の体験
談から現在に至るまでの苦労と想いを講演して頂きました。
商工会議所の概要を当所職員から説明した後、昼食をとりながら同じテーブ
ル同士の自己紹介や名刺交換が活発に行われました。
午後の交流会では参加者全員によるフリー形式による参加者全員の名刺交換
や企業ブースでの自社PRタイムを設け、異業種との交流と情報交換を楽しむ
姿がたくさん拝見できました。参加者からのアンケート調査では、ほぼ全員が
満足と回答され、特に「人脈が形成できた」、「情報交換ができた」と回答された方々が65%を占め、目的を持たれて参加された方々
に満足して頂けた結果となりました。一方、「短時間での開催の再検討」や、「夕方からの時間帯で開催してほしい」といった声も全
体の4割弱上がったことを踏まえ、是非とも次回開催に活かしたいと考えます。
今回は会員企業同士の交流が非常に活発に行われましたが、商工会議所をもっと活用して頂く為の情報提供を更に強化し、今後
も会員企業のCS向上を目指して参ります。

2月24日
開催

参加者の65％が人脈形成・情報交換ができたと回答 企業ブースでは積極的な名刺交換が行われました。

創業当時、悩んで困っていた時に商工会議所と出会ったと語る竹原氏

AXA-A1-1405-1016/9F7佐賀支社 佐賀営業所  〒840-0826 佐賀市白山 2-1-12 TEL0952-29-9664

52 0 1 7
MAY
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会 員 の お 店 紹 介
当ページにて掲載いたしました会員様は、当所のホームページでも

ご紹介させて頂いております。

アクサ生命保険(株)佐賀支社
商工会議所共済制度の幹事会社として、経営者の皆様はもち
ろん、従業員の福利厚生制度としてご活用できる共済制度商
品を多数取り扱っております。商工会議所共済制度のご加入に
つきましては、職員様と同行にて皆様方の元にお伺いし、最適
なプランニングをさせて頂きます。生命共済・特定退職金共
済・医療保険・休業補償など経営者の皆様と社会の変化の
ニーズに対応できる最適なプランニングをさせて頂きます。お
気軽にご相談下さい。4/17～6/30はベストウィズクラブキャン
ペーンを展開しますので、宜しくお願い致します！

TEL 0952-29-9664　白山2-1-12佐賀商工ビル５F

えがちゃん農園
全ての人を笑顔（“えがちゃん”の由来）で元気にしたいとの思い
から、平成23年にはねにんにくを自家農園で栽培スタート、6
次産業化で製造加工へと取り組みました。研究機関と共同開
発し、平成27年に『はねにんにくオイル』を完成。翌年には「おも
てなしセレクション」を初受賞し、食卓に笑顔を提供できる商
品として皆様に親しまれております。にんにくがオイルにだけ溶
け出す際に発生するアホエンと呼ばれる成分は、ガンや認知症
予防に良いと言われます。百貨店や土産品コーナーなどにも多
数お取引をさせて頂いております！

TEL 0952-65-9691　諸富町大堂1871-5

NIHIL bespoke shoe 未来はりきゅう整骨院
平成27年7月に、妻の故郷である神埼市にて開業しました。「身
体が変われば、未来が変わる」をスローガンに、骨盤矯正や耳
つぼといった施術と管理栄養士である妻が考案した食事指導
をミックスした、土方式低負荷ダイエットをはじめ、産後・猫背と
いった矯正、鍼灸治療や美容鍼も手掛けております。また、交
通事故治療も当院にお任せ下さい！子供からお年寄りまで幅
広い世代に喜ばれるお店として、これからも健康をプロデュー
スできるよう頑張って参ります！

TEL 0952-55-7234　神埼市神埼町本堀3206-1TEL 0952-25-2583　巨勢町大字修理田1222
代表者　古賀　幸仁　
[定休日] 毎週木曜日 [営業時間] 12時～２０時
[駐車場]店舗内に２台分あり

代表者　院長　土方 伸友
[定休日]火・祝
[営業時間]8:30～20:00（土日15:00迄）

代表者 江口　啓子
[定休日]不定休

代表者 支社長　角田　智
[定休日]土日祝  [営業時間]9:00～17:00

新規加入会員のご紹介 ご入会ありがとうございます

12月入会

クリーン佐賀 佐賀市高木瀬西４丁目２０－５ 大塚　裕子 建設

西村自動車 佐賀市鍋島町大字八戸３１４９ 西村　将太 運輸

Ｓｉｎ’ｇａｒｄｅｎ 紡 佐賀市大財５丁目８－７３ 西川　眞子 不動産サービス

石川電気工事 小城市三日月町久米１８７７－１１ 石川　浩史 建設

中野 聖吾 佐賀市木原１丁目２５－１５ 中野　聖吾 不動産サービス

中野 美枝子 佐賀市木原１丁目２５－１５ 中野　美枝子 不動産サービス

コレットダンススタジオ 佐賀市白山２丁目５－１９－２Ｆ 糸山　由里子 不動産サービス

野口廃棄商 佐賀市久保泉町大字下和泉９８３ 野口　定男 不動産サービス

事業所名 住　　　所 代表者名 部　会

1月入会

丸田板金工作所 佐賀市嘉瀬町大字扇町２４６９－６ 丸田　敏樹 建設

ティン ファクトリー 佐賀市鍋島６丁目１７－１３ 中村　大介 運輸

おそうじ本舗 佐賀北店 佐賀市高木瀬西４丁目４－５ 宮﨑　真里 不動産サービス

ほけんやさん 佐賀市大和町大字尼寺２２１６－１-２０３号 副島　直也 金融・士業

福祉タクシー たかきせ 佐賀市高木瀬東１丁目１３－３０ 竹下　順二 観光文化

吉原 忠弘 佐賀市鍋島町大字森田４７５－１１ 吉原　忠弘 建設

事業所名 住　　　所 代表者名 部　会

3月入会

西鉄旅行（株）佐賀支店 佐賀市駅前中央１丁目１－５ 宮原　和久 観光文化

（有）川原工業 佐賀市若宮２丁目１４－１-６０３号 川原　利博 建設

鮨・割烹 いち善 佐賀市神野西４丁目１１－１８ 坂井　達也 観光文化

ほのじ 佐賀市中央本町７－２ 古賀　節子 観光文化

小渕 和亮 佐賀市高木瀬西４丁目３－２２ 小渕　和亮 情報通信

キャリアコンサルティングオフィス岡山 佐賀市鬼丸町１１－１７ 岡山　香織 不動産サービス

事業所名 住　　　所 代表者名 部　会

2月入会

（有）オー．ティ．エヌ工業 佐賀市鍋島町大字鍋島１３５８－１ 堤　一孝 建設

（有）佐賀保健企画 佐賀市神野東４丁目９－２１ 福田　博美 メディカル

ＶＥシステムズ（株） 小城市三日月町久米１１７８ 米田　国生 建設

おかず屋フードサービス 佐賀市久保田町徳万２２６５－１２ 龍ヶ江　良 商業

（株）天翔 佐賀市駅前中央２丁目８－５－９０４ 天本　弘徳 不動産サービス

（株）井上運輸 神埼市千代田町黒井１９ 井上　末広 運輸

（株）テイクモット 佐賀市呉服元町２－１５ 武本　真由美 不動産サービス

ＮＩＨＩＬ ｂｅｓｐｏｋｅ ｓｈｏｅ 佐賀市巨勢町大字修理田１２２２ 古賀　幸仁 商業

（株）ＤＥＮＫＥＩ 佐賀市天神１丁目４－４ 福田　嘉弘 建設

事業所名 住　　　所 代表者名 部　会

17年間オーダーメイド靴の業界に携わり、平成27年1月にショッ
プ兼工房をオープン致しました。現在、主に30～60代の男性の
お客様を中心にオーダー靴の製造や修理を行なっております。
靴は履く人の生き様が表れると言われます。その靴の深みと味
わいが魅力であり、「1人ひとりのお客様と一生を共にできる履
きやすい靴」をご提供して参ります。将来、この佐賀の地で活躍
できる靴職人を育てていくことが夢です。是非ご来店下さい。

52 0 1 7
MAY
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佐 賀 商 工 会 議 所

会 員 の お 店 紹 介
当ページにて掲載いたしました会員様は、当所のホームページでも

ご紹介させて頂いております。

アクサ生命保険(株)佐賀支社
商工会議所共済制度の幹事会社として、経営者の皆様はもち
ろん、従業員の福利厚生制度としてご活用できる共済制度商
品を多数取り扱っております。商工会議所共済制度のご加入に
つきましては、職員様と同行にて皆様方の元にお伺いし、最適
なプランニングをさせて頂きます。生命共済・特定退職金共
済・医療保険・休業補償など経営者の皆様と社会の変化の
ニーズに対応できる最適なプランニングをさせて頂きます。お
気軽にご相談下さい。4/17～6/30はベストウィズクラブキャン
ペーンを展開しますので、宜しくお願い致します！

TEL 0952-29-9664　白山2-1-12佐賀商工ビル５F

えがちゃん農園
全ての人を笑顔（“えがちゃん”の由来）で元気にしたいとの思い
から、平成23年にはねにんにくを自家農園で栽培スタート、6
次産業化で製造加工へと取り組みました。研究機関と共同開
発し、平成27年に『はねにんにくオイル』を完成。翌年には「おも
てなしセレクション」を初受賞し、食卓に笑顔を提供できる商
品として皆様に親しまれております。にんにくがオイルにだけ溶
け出す際に発生するアホエンと呼ばれる成分は、ガンや認知症
予防に良いと言われます。百貨店や土産品コーナーなどにも多
数お取引をさせて頂いております！

TEL 0952-65-9691　諸富町大堂1871-5

NIHIL bespoke shoe 未来はりきゅう整骨院
平成27年7月に、妻の故郷である神埼市にて開業しました。「身
体が変われば、未来が変わる」をスローガンに、骨盤矯正や耳
つぼといった施術と管理栄養士である妻が考案した食事指導
をミックスした、土方式低負荷ダイエットをはじめ、産後・猫背と
いった矯正、鍼灸治療や美容鍼も手掛けております。また、交
通事故治療も当院にお任せ下さい！子供からお年寄りまで幅
広い世代に喜ばれるお店として、これからも健康をプロデュー
スできるよう頑張って参ります！

TEL 0952-55-7234　神埼市神埼町本堀3206-1TEL 0952-25-2583　巨勢町大字修理田1222
代表者　古賀　幸仁　
[定休日] 毎週木曜日 [営業時間] 12時～２０時
[駐車場]店舗内に２台分あり

代表者　院長　土方 伸友
[定休日]火・祝
[営業時間]8:30～20:00（土日15:00迄）

代表者 江口　啓子
[定休日]不定休

代表者 支社長　角田　智
[定休日]土日祝  [営業時間]9:00～17:00

新規加入会員のご紹介 ご入会ありがとうございます

12月入会

クリーン佐賀 佐賀市高木瀬西４丁目２０－５ 大塚　裕子 建設

西村自動車 佐賀市鍋島町大字八戸３１４９ 西村　将太 運輸

Ｓｉｎ’ｇａｒｄｅｎ 紡 佐賀市大財５丁目８－７３ 西川　眞子 不動産サービス

石川電気工事 小城市三日月町久米１８７７－１１ 石川　浩史 建設

中野 聖吾 佐賀市木原１丁目２５－１５ 中野　聖吾 不動産サービス

中野 美枝子 佐賀市木原１丁目２５－１５ 中野　美枝子 不動産サービス

コレットダンススタジオ 佐賀市白山２丁目５－１９－２Ｆ 糸山　由里子 不動産サービス

野口廃棄商 佐賀市久保泉町大字下和泉９８３ 野口　定男 不動産サービス

事業所名 住　　　所 代表者名 部　会

1月入会

丸田板金工作所 佐賀市嘉瀬町大字扇町２４６９－６ 丸田　敏樹 建設

ティン ファクトリー 佐賀市鍋島６丁目１７－１３ 中村　大介 運輸

おそうじ本舗 佐賀北店 佐賀市高木瀬西４丁目４－５ 宮﨑　真里 不動産サービス

ほけんやさん 佐賀市大和町大字尼寺２２１６－１-２０３号 副島　直也 金融・士業

福祉タクシー たかきせ 佐賀市高木瀬東１丁目１３－３０ 竹下　順二 観光文化

吉原 忠弘 佐賀市鍋島町大字森田４７５－１１ 吉原　忠弘 建設

事業所名 住　　　所 代表者名 部　会

3月入会

西鉄旅行（株）佐賀支店 佐賀市駅前中央１丁目１－５ 宮原　和久 観光文化

（有）川原工業 佐賀市若宮２丁目１４－１-６０３号 川原　利博 建設

鮨・割烹 いち善 佐賀市神野西４丁目１１－１８ 坂井　達也 観光文化

ほのじ 佐賀市中央本町７－２ 古賀　節子 観光文化

小渕 和亮 佐賀市高木瀬西４丁目３－２２ 小渕　和亮 情報通信

キャリアコンサルティングオフィス岡山 佐賀市鬼丸町１１－１７ 岡山　香織 不動産サービス

事業所名 住　　　所 代表者名 部　会

2月入会

（有）オー．ティ．エヌ工業 佐賀市鍋島町大字鍋島１３５８－１ 堤　一孝 建設

（有）佐賀保健企画 佐賀市神野東４丁目９－２１ 福田　博美 メディカル

ＶＥシステムズ（株） 小城市三日月町久米１１７８ 米田　国生 建設

おかず屋フードサービス 佐賀市久保田町徳万２２６５－１２ 龍ヶ江　良 商業

（株）天翔 佐賀市駅前中央２丁目８－５－９０４ 天本　弘徳 不動産サービス

（株）井上運輸 神埼市千代田町黒井１９ 井上　末広 運輸

（株）テイクモット 佐賀市呉服元町２－１５ 武本　真由美 不動産サービス

ＮＩＨＩＬ ｂｅｓｐｏｋｅ ｓｈｏｅ 佐賀市巨勢町大字修理田１２２２ 古賀　幸仁 商業

（株）ＤＥＮＫＥＩ 佐賀市天神１丁目４－４ 福田　嘉弘 建設

事業所名 住　　　所 代表者名 部　会

17年間オーダーメイド靴の業界に携わり、平成27年1月にショッ
プ兼工房をオープン致しました。現在、主に30～60代の男性の
お客様を中心にオーダー靴の製造や修理を行なっております。
靴は履く人の生き様が表れると言われます。その靴の深みと味
わいが魅力であり、「1人ひとりのお客様と一生を共にできる履
きやすい靴」をご提供して参ります。将来、この佐賀の地で活躍
できる靴職人を育てていくことが夢です。是非ご来店下さい。

52 0 1 7
MAY

1705.ss.z.indd   12 2017/04/24   20:10



議事では、第1号議案「平成29年度事業活動計画（案）につ
いて」、続いて第2号議案「平成29年度収支予算（案）につい
て」審議され、原案通り承認されました。（事業計画のあら
ましは下表参照）また、第3号議案「常議員の変更（案）につ
いて」も審議され、議員職務代行者の変更に伴う後任の常
議員として、㈱佐賀新聞社 代表取締役社長  中尾 清一
郎氏が選任されました。また、㈱イズミゆめタウン佐賀店 
支配人  髙橋 邦典氏が新たに議員として就任されました。
任期は平成31年10月末日までとなります。
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商工時報S HOUKOU J I HOU

佐賀商工会議所 ≪ 総務課 ≫
〒840-0826 佐賀市白山２丁目１-１２ 佐賀商工ビル６Ｆ TEL：0952-24-5155  FAX：0952-26-2831 ＵＲＬ http://www.saga-cci.or.jp/

資格取得は自分の能力をアピールできるものです。この機会にキャリアアップを図りましょう！

携帯・スマホからも
ホームページへ

●お申し込みとお問い合わせは 佐賀商工会議所へ http://www.saga-cci.or.jp/  TEL0952-24-5155

平成 2 9 年度各種検定試験施行一覧

日商検定 主催／日本商工会議所・佐賀商工会議所

平成29年度事業計画・収支予算を決定
～平成28年度通常議員総会を開催～

２．中小企業等に対する支援事業

（1） 事業承継支援センター設置による事業継
続の支援

（2） ICTを活用した生産性向上と経営力強化
支援

（3） RESASを活用した地域分析に関する支援
（4） 海外展開に関する経営支援
（5） 消費税率引き上げ対策支援
（6） マイナンバー制度の施行に係る対策支援
（7） 知的資産の発掘支援
（8） BCP(事業継続計画)策定、危機管理に

関する支援

（9） 電力小売全面自由化に関する支援
（10） バイオマス産業に関する支援
（11） 6次産業化、農商工連携に関する情報

収集
（12） 第二創業、ベンチャー企業の育成
（13） HPの充実による行政の施策事業や補助

金、助成金の情報提供３．中小企業再生支援及びその関連事業

（1）中小企業再生支援協議会による連携支援、協力
（2）経営改善支援センターによる連携支援、協力
（3）事業引継ぎ支援センターによるM&A等承継支援、協力
　 ・佐賀県事業承継支援センターとの連携による活動を実施

●平成29年度 主な事業活動計画（経営支援計画関係）
１．小規模事業者に対する支援事業

（1）経営発達支援計画に基づく伴走型小規模事業者支援の
実施

（2）経営改善普及事業による小規模事業者支援の実施
（3）地域人材・しごとマッチング事業の実施

H30 4. 2(月)

6月25日(日) 4.17(月)～ 5.24(水)

8.14(月)～ 9.20(水)

7. 3(月) １級 2,300円

２級 1,700円

３級 1,500円

10月22日(日) 10. 30(月)

H30 2.19(月)

H30 3.12(月)

7月8日(土) 5.8(月)～ 6.15(木) 7.26(水)

7. 31(月)

１級 7,710円

２級 5,660円

３級 4,120円

6.26(月)

11月19日(日) 9.11(月)～10.19(木)

12.18(月)～H30 1.25(木)

12.18(月)～H30 1.25(木)

12. 4(月)～H30 1.10(水)

H30 1.9(火)

H30 3.12(月)

6月11日(日) 4.3(月)～ 5.11(木)

12.4(月)

１級 7,710円

２級 4,630円

３級 2,800円

H30 2月25日(日)

H30 2月21日(水)

H30 2月11日(日)

合 格 発 表 受　験　料検   定  科  目 施   行   日 申 込 受 付 期 間

 （第146回）

 （第147回）

 （第148回）

（第80回）

 （第81回）

（第210回）

（第211回）

（第212回）

簿     記

リテール
マーケティング

(販売士）

珠     算

     1級

2～3級

     1級

2～3級

2～3級

2～3級

1級

2～3級

1～3級

1～3級

1～3級

●お申し込みとお問い合わせは 東京商工会議所へ http://www.kentei.org/　TEL03-3989-0777

東商検定 主催／東京商工会議所・佐賀商工会議所

合 格 発 表 受　験　料検   定  科  目 施   行   日 申 込 受 付 期 間

カラー
コーディネーター

ビジネス
実務法務

福祉住環境
コーディネーター

環境社会
（eco）

ビジネス
マネジャー

（第5回）

（第6回）

 （第22回）

２～３級

 （第23回）

 （第39回）
     １級

 （第38回）２～３級

 （第42回）
     １級

２～３級

２～３級

 （第41回） ２～３級

 （第42回）２～３級

 （第43回）
     １級

11月12日(日)

12月 3日(日)

12月17日(日)

7月16日(日)

7月23日(日)

11月26日(日)

7月9日(日)

12月10日(日)

7月 2日(日)

6月18日(日)

5.2(火)～6.2(金)

8.29(火)～9.29(金)

10.3(火)～11.2(金)

5.9(火)～ 6.9(金)

9.12(火)～10.13(金)

4.25(火)～ 5.26(金)

9.26(火)～10.27(金)

9.19(火)～10.20(金)

4.18(火)～ 5.19(金)

4. 4(火)～5. 2(金)

8.18(金)

12.15(金)

8. 4(金)

8.25(金)

8.10(木)

7.21(金)

H30 2.2(金)

H30 1.12(金)

H30 3.16(金)

H30 1.19(金)

H30 3.16(金)

H30 1.5 (金)

H30 1.19(金)

 6,480円

 5,400円

１級 10,800円

２級 6,480円

３級 4,320円

１級 10,800円

２級 6,480円

３級 4,320円

１級 9,440円

２級 7,340円

３級 5,250円

112
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〒840-0826佐賀市白山２丁目１-12
佐賀商工ビル６Ｆ
TEL0952-24-5155(代)／FAX0952-26-2831
http://www.saga-cci.or.jp/
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3月28日、議員71名の出席（委任状行使者含む）により、佐賀商工ビル７F大会議室にて通
常議員総会を開催致しました。議事に移る前に、この度、議員就任50年を迎えられた永池
常議員（㈱永池 代表取締役会長）が日本商工会議所役員・議員表彰を受賞されましたの
で、表彰式も執り行いました。

新常議員

中尾　清一郎

株式会社佐賀新聞社
代表取締役社長

新議員

髙橋　邦典

株式会社イズミ
ゆめタウン佐賀店 支配人

当所のホームページにて平成29年度 事業活動計画がご確認できます。是非、ご覧下さい。
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