
観光部会長 竹井 正彦 

新年あけましておめでとうございま

す。現実的には未だコロナに翻弄され

ている「観光」です。しかしながら、今

の日本の「観光」は第 7 派以降、国か

らの行動制限も出ることなく「全国旅

行支援」に始まる全国各地の旅行喚起

策によりコロナ前の賑わいへと戻りつ

つあります。前述の国内旅行に続き、

入国規制緩和や円安といった要因から

のインバウンド需要もかなりのペース

で復活の傾向にあります。これらの勢

いに追随すべく、観光部会としまして

も「太宰府観光」を更に盛り上げてい

く為の支援事業を展開してまいりま

す。本年一年、どうぞ宜しくお願い致

します。 
 

女性部長 菊地 裕子 

新年明けましておめでとうご

ざいます。昨年の女性部事業につ

いては、コロナ禍ではありました

が感染防止対策を徹底した上で、

熊本への視察研修や部員親睦交

流会を開催し、また、女性部員増

強運動においては、皆様のご協力

により部員数が大幅増加となり、

商工会女性部全国大会において

表彰されるなど大変充実した 1

年でした。今年も女性部一丸とな

って、ウサギが跳ねるように大き

な飛躍の年となるよう事業運営

に取り組んでまいります。 

会長 佐伯 隆幸 
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副会長 永田 昌人 

新年あけましておめでとうございます。会員の皆様

におかれましては新年の清々しい気持ちでお迎え

のこととお慶び申し上げます。昨年はコロナ禍の中

商工会事業に力添えいただき誠にありがとうござ

いました。本年も会員の皆様の更なる事業拡大や発

展に役員、職員一体となって支援を行ってまいりま

すので一層のご協力をお願い致します。 

副会長 有吉 耕造 

新年明けましておめでとうございます。昨年も、一

昨年同様コロナ経済対策に終始した一年でした。政

府は今春には新型コロナの分類を 5 類に引き下げ

するようですが本年も会員の皆様の経営の一助と

なるべく国・県・市の政策を注視しながら役職員一

丸となって取り組んで参ります。本年が皆様方にと

って幸多き年になりますよう心より祈念申し上げ

ます。 

 

商業部会長 井手 幸治 

新年明けましておめでとうございます。

昨年はコロナの影響を受けながら材料

不足、仕入価格の高騰など大きく揺れ動

く年でもありました。新しい年を迎え、

インボイス制度も 10 月に導入されま

す。これから又新しいスタートと考え経

験を活かし、さらなる改革や見直しも必

要と思います。力強い事業継続のお手伝

いが出来るように商業部会も取り組ん

で参ります。本年もどうぞよろしくお願

いいたします。 

工業部会長 斉藤 誠 

新年あけましておめでとうございます。 

新型コロナウイルスの影響のみではな

く、世界的にも不安定な状況が続いてお

り原材料の高騰や円安などにより事業

継続にも影響がでております。 

そんな中でも、工業部会としては少しず

つできる事業を行って参りました。今後

も皆様の事業継続支援につながるよう

な取組を行っていきますので、本年もよ

ろしくお願いいたします。 

 

青年部長 浦籔 義文 

明けましておめでとうご

ざいます。昨年は 3 年ぶり

に屋外での家族親睦会、そ

して視察研修（広島）を行

うことができ、少しずつ青

年部活動を行えるように

なりました。本年は「青年

部創立 50 周年」を迎えま

す。青年部の歴史に上書き

ではなく時代に適した新

しいアイデアを積み重ね

ていけるような節目の年

にしたいと思います。今年

の青年部にご注目下さい。 

 
     
 

 

 

新年明けましておめでとうございます。昨年は原材料の高騰や品不足、景気の低迷で会員の皆様にとりまし

て、厳しい年であったと思います。コロナウイルス感染症の影響はいまだ続いておりますが、規制緩和によりイ

ンバウンドをはじめ経済活動の活性化を期待するところです。本年も、太宰府市並びに関係団体と連携し、会員

の皆様への寄り添った伴走支援を行っていきます。事業所への巡回訪問を行い、商工会と事業者を密にし、売り

上げ回復を図るための支援を行なってまいります。皆様の一番身近な支援団体として商工会の真価が問われて

いると思います。役職員一体となって取り組んでまいりますので、本年もどうぞよろしくお願いします。 
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地区 事業所名 業種 代表者名 地区 事業所名 業種 代表者名 

北谷・御笠 (株)平島工務店 
戸建新築・リ

フォーム 
平島 洋一 

青山・梅香

苑 
ヘア フェイス 理容業 中島 加津彦 

太宰府西 
太宰府西     

そろばん教室 
珠算教室 今村 晶子 朱雀 

セブンイレブン 

通古賀南店 

コンビニエ

ンスストア 
増田 成泰 

坂本・国分 KoKuYō 
建設現場の保

全・安全管理 
國料 誠 三条・内山 クワパーク九州 昆虫の販売 龍田 記美雄 

天満宮参道 Loop a Bread パンの製造 二見 和利 水城 アームズ 自動車修理 矢野 亨一 

新町・石坂 林 塗装 建築塗装 林 優佑 都府楼 
（有）イノウエ 

商会 

水道機械の

販売 
井上 清 

新町・石坂 
アーティストク

ラブ K ハウス 
美容業 山内 和行 三条・内山 

MIZOGUCHI 

architect（株） 
建設業 溝口 泰樹 

賛助 （株）バング 
ユニフォーム

企画制作 
松本 正靖 水城 

（株）サン 

システム 
電気工事業 梶山 仁久 

賛助 
（株）ジャステ

ィス 
賃貸管理業 原田 明典 水城 

アイベックス  

ライフ（株） 

滑り止め塗

料の販売 
小林 美勝 

太宰府政庁 ♡ルピナス♡ 

エステマシ

ン・スキンケ

ア商品販売 

宮﨑 三重子 令和 4年 12月末現在の会員数 1,335 名 

 

～１２月度の新会員さまをご紹介します～（敬称略） 

太宰府市商工会会員の行政書士による、無料相談会を下

記のとおり開催いたします。 

【相談内容】遺言・相続・成年後見・悪徳商法対策・ 

公正証書・創業手続き・営業許可など 

【日時】1 月 20 日（金） 2 月 17 日（金） 

【時間】14 時～16 時 

【場所】太宰府市商工会 2 階 【参加費】無料 

※事前の予約は不要です。ご希望の方は直接商工会へ 

 ご来館ください。また、上記の日にちでご都合が 

合わない場合は一度商工会へご連絡下さい。 

太宰府市事業復活支援金 

 

商品券の使用・換金期限について 

県は福岡県版 Go To Eat 食事券「うまかけん福岡」（発行

総額６０億円）を発行します。 

・発行総額：６０億円（プレミアム分１２億円を含む） 

・販売額：８，０００円で１０，０００円分の食事券 

（１，０００×１０枚）を販売。１回あたり２セットまで

購入可能 

・販売場所：全国のｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ、ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ、ﾛｰｿﾝ 

・利用期間：令和５年２月１日（水）から令和５年４月 

３０日（日）まで 

・店舗登録方法：「うまかけん福岡」公式 

ホームページからオンラインで登録 

※1月 16 日（月）から公開されます。→ 

詳しくは下記へお問合せください。 

商工部中小企業振興課 092-643-3425 

事務局受付：8:30～17:15(土・日・祝除く) 太宰府市観世音寺 1-2-1 

○TEL：922-4345  FAX：922-4579 ○URL：https://www.dazaifu.com/ Vol.342(05/01/16) 

 

/1) 

太宰府市商工会 NEWS 

お客様の使用期限 

 

 

※工事券は令和 4 年 9 月 1 日以降開始し、令和 5

年 1 月 31 日までに完了・支払いした工事が対象

となります。期限後は使用できませんので、お客様・

加盟店様ともにお気を付けください。 

 

 

 

※工事券換金は施工前・施工後の写真、領収書（写）

請求書等工事明細が分かるものの添付が必要です。 

 

行政書士無料相談会 

 

工事券・紙らく商品券 

⇒【1月31日まで】 
 

福岡県版 GoToEat食事券「うまかけん福岡」 

国の「事業復活支援金」に一定額を限度に加算して給

付する太宰府市の支援金申請が開始されています。申

請のお忘れ無きよう再掲します。 

給付対象 

① 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者 

② 国の事業復活支援金の給付を受けた事業者 

③ 太宰府市内に主たる事業所を有する事業者 

給付額：中小法人事業者ともに上限 10 万円 

    詳しくは商工会にお尋ね下さい。 

申請期限：令和 5 年 1 月 31 日（火）まで 

相談対応日：月、火、金曜日 担当：綱本 

※期限が近づいていますのでお忘れのないよう 

申請をお願い致します。 

加盟店様の換金期限 

工事券・紙らく商品券⇒【2 月 14 日まで】 

に商工会窓口へ 
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