
　今年の6月と7月の2ヶ月間を共済加入の推進月間として捉え、会員の皆様に貯蓄共済

とその医療特約、又、福祉共済とその医療特約について、それぞれ加入をお願いした結果、

次の通りの実績となりました。

①貯蓄共済 医療特約　8口

②福祉共済 医療特約　3口

全部の合計

　スタート月の6月にやや出遅れの感が有りましたものの、皆様のご協力を得まして、上

記の成績となりました事に、心より感謝申し上げます。

　しかしながら、貯蓄共済と福祉共済につきましては、目標数に到達していない為、改め

て来年の早い時期に再度企画させて頂き、お願いをしたいと考えておりますので、その節

はご協力を賜りますよう、お願いいたします。

　もちろん、随時加入の受け付けをしておりますので、お気軽にお声を掛けていただきま

すよう、宜しくお願いいたします。（共済の詳しい説明は4ページにあります）

平成20年10月18日（土）～19日（日）

10月18日（土） 10月19日（日）

主催・問い合せ ヒマワリ･コスモス大花壇の会場近くで、さざえのつぼ焼き・ マラソン大会のスタート･ゴール付近で、お弁当･野菜･あま

金印まつり実行委員会 さわら弁当・魚の干物などを販売します。 おうジャムなどの加工品･魚の干物などを販売します。

TEL　092-603-6706 志賀島の味をお楽しみいただけます。

（志賀公民館）

古代、志賀島を拠点として日本国内はもとより、東アジアを 博多湾のクルージングを楽しみながら、かつて志賀の浦と歌

またにかけて活躍していたといわれる「阿曇族（あずみぞ に詠まれた博多湾や志賀島の歴史について学べます。

く）」の活躍を検証するとともに、万葉集に詠われた志賀島 地引き網も体験できます。 （参加申込締切9/22）

の歴史的な風景を考証し、古代における志賀島のロマンに

思いを馳せます。 （参加無料　申し込み丌要）

コースは志賀島1周、10kmで、初心者でも参加しやすい

マラソン大会です。 （参加申込締切9/19）

能古島と百道浜を望む海辺の広場に、地域住民、ボランティアと行政が共働で約3,000㎡の大花壇をつくりました。

ヒマワリとコスモスが見ごろを迎えます。19日には、花や緑を使った体験プログラムも実施します。

128口

5口

144口

産 直 市 

第2回志賀島歴史シンポジウム 

産 直 市 

志賀島歴史体験クルーズ 

第33回志賀島金印マラソン 

               ヒマワリ・コスモス大花壇 
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（加入期間：平成19年4月～平成20年9月末まで）

【西戸崎】

PR JR西戸崎駅前のお店 PR 明るく楽しい施設です PR 金印ドッグでおなじみ

住所 東区西戸崎1-2-43-901 住所 東区西戸崎5-8-55 住所 東区西戸崎6-8-8

代表者 松林　幹雄 代表者 福満　東馬 代表者 高木　新

電話 605-2333 電話 603-6321 電話 603-0791

PR 仕事が丁寧です PR ＴＯＴＯ施工店 PR 環境に強い味方です

住所 東区西戸崎5-17-18 住所 東区西戸崎3-8-1 住所 東区西戸崎6-2-13

代表者 坂本　敬子 代表者 佐々木　芳弘 代表者 藤崎　早苗男

電話 603-0795 電話 603-1532 電話 603-0998

PR 海外にも交流を持ってます PR 気軽に立ち寄れるお店です PR タコスが大変美味しいです

住所 東区西戸崎1-2-43-1006 住所 東区西戸崎3-2-28 住所 東区西戸崎2-1-29-205

代表者 弦巻　奨 代表者 正木　洋子 代表者 山下　大徳

電話 603-1535 電話 603-6966 電話 090-9485-1222

PR ワイン・チーズ教室等多彩 PR 蜂蜜等豊富な品揃えです PR 伝統の焼肉が復活しました

住所 東区西戸崎1-16-2 住所 東区西戸崎3-18-34-707 住所 東区西戸崎1-6-25

代表者 朝長　律子 代表者 安永　志保 代表者 丸岡　秀樹

電話 603-1179 電話 207-1333 電話 603-6210

【大岳】

PR 色んな魚があります PR 西戸崎地区初コンビニです

住所 東区大岳2-4-17 住所 東区大岳1-249-62

代表者 中島　幸徳 代表者 堺　道雄

電話 603-1386 電話 603-1311

【志賀島】

PR アレンジフラワーもステキ PR 社会保険等取り扱ってます

住所 東区志賀島696-3 住所 東区志賀島651-1

代表者 折居　智泉子 代表者 高木　洋次

電話 090-5730-1791 電話 608-2226

【地域外】

PR 頑張ります！ PR 石には自信あります PR 自動車整備はおまかせ！

住所 東区奈多3-7-17 住所 東区松島1-3-16ﾌﾛｰﾗﾙ松崎 住所 糟屋郡新宮町下府5-9-12

代表者 徳山　慶博 代表者 折居　弘人 代表者 松下　良平

電話 405-1177 電話 603-6733 電話 963-0188

九州技術交流協同組合 折居石材 あいあいオート

魚介類販
売

コンビニエ
ンスストア

港屋 ミニストップ福岡大岳店

高木社会保険労務士事務所百花（もか）

自動車整
備

生花・花苗
等小売

社会保険
労務士

飲食業味園園㈱ブリッジ販売請負 加工食品
販売・卸

原材料と資材
の共同購入

石材業

冷凍水産物
の輸出入

スナックまさき庵 移動販売飲食店

住宅設備
機器販売

室内空気質
測定

タコプルコ

飲食業

藤崎住宅環境

㈲ワイディーワンみつみ介護老人保健施設

Ｙ.Ｓ商会内装工事

モーポルジャパン㈱

海中市場

坂本内装

リッツサービス

飲食業 医療・介
護
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「1人でも雇ったら、必ず入るもの。それは「労働保険」です！」

※※※　10月は「労働保険適用促進月間」です　※※※

　労働者を雇用するすべての事業所は労働保険に加入しなければなりません。ところが

労働保険について事業主が処理しなければならない事務は相当複雑で厄介な手続きがい

ろいろあります。

労働保険事務組合は、事業主に代わってその複雑な事務手続きの一切を代行いたします。

　まだ加入手続きをとられていない事業所はご相談下さい。

事業主側の事務処理負担が軽減される。

労働保険料を3回に分割納付できます。

事業主及び家族従業員も労災保険に特別加入できます。

（注）使用労働者数により委託できない場合があります。

〈問い合わせ先〉

◎福岡労働局総務部労働保険適用室

　ＴＥＬ　092-434-9835

　福岡労働局ホームページ　http：//ｗｗｗ.fukuoka.plb.go.jp/

◎労働保険事務組合　志賀商工会

　ＴＥＬ　092-603-0112

　経営革新とは｢自らの事業所で新しい革新的な試みを始め、「新たな取り組み」とは

今後5年かけて計画的に経営を伸ばしていこうということを 新商品の開発や生産

県に認定してもらうと、公的融資や税制面などで様々な特典 商品の新たな生産や販売の方法の

を得られる｣というものです。 導入

　従来までは、このような制度は主に製造業中心でしたが、 新サービスの開発や提供

当制度については、小売業、サービス業、建築業など、個人 サービスの提供方法の導入やその他

事業所ほとんど全ての業種、そして、法人事務所、個人事業 の新たな事業活動以上のことを意味

所関係なく対象となっております。 します。自社にとっての新たな取り

　商工会では、各事業所の皆さんがこの｢新事業活動促進法｣ 組みであれば、他の事業者が採用し

の認定を受けるためのサポートを行っておりますので、興味 ていることでも構いませんが、すで

のある方は是非一度ご相談下さい。 に相当程度普及しているものは含ま

れません。

○委託した場合の特典 
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こんな時でも安心です！

知らず知らずに貯 長期で低利の有利

まります。定期預金 さです。積立金範囲

扱いで自己資金を 内、保証協会付融資

貯蓄 があります。

人間ドック

全国規模の集団扱い 検診助成制度

なので、安い保険料 人間ドックの検診費用が最高

で大きな保証 10,000円まで助成されます。

商工会の会員とその家族、 ※加入口数が3口以上の方のみの

会員の従業員とその家族 ご利用となります。ご了承ください。

まで補償します！

病気やケガなどで 入院や手術が

★掛け金･共済金は年齢･性別･職種に関係なく一律！ 貯蓄共済に加入 入院・手術のときは…なかったときは…

★充実した入院･通院補償 されている方の

★手術にも手厚い補償 みがご加入いた

★国内外･24時間フルカバー だけます。

★1日あたり約65円でビッグな補償とワイドな内容
うれしい無事故給付金付

万一の自動車事故の場合、共済金は契約者であるあなたにお支払します。

人身事故で加害者となった場合に、お見舞費用や、香典料など多額の自己負担額が必要になる

場合があります。相手側に対する道義的責任（誠意）についての補償は自動車保険では必ずし

も十分とはいえません。万一のときあなたの経済的負担を幅広くサポートする共済、それが

県共済の自動車事故費用共済です。

契約車両の損害に対する補償（共済金額300万円の場合）

車両事故共済金特約 ◆共済期間内に起こした自損事故、他の車との衝突事故、

　盗難等第三者による被害または自然災害衝突（但し、

　地震・噴火・津波は除く）の結果、共済契約者の経済

（共済期間内に1回とします） 　的負担の額が3万円以上の場合にお支払します。

税務相談のご案内
ご希望の方は、事前のご予約をお願いします。 事務局の福島指導員につきまして、皆様

にご心配を頂いておりますが、職場復帰
にはまだ時間がかかりそうですので、ご

場　所／志賀商工会館 了承の程お願い致します。
ＴＥＬ／603-0112

各種共済のご案内

 全国商工会 会員福祉共済   商工貯蓄共済 

 まごころ共済 

事務局より 
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