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春日市商工会女性部
創立50周年記念樹
「ヤマボウシ」
令和元年12月に春日市商工会
「女性部創立50周年記念」と
して植樹いたしました。
商工会館入口より、正面奥へ
進んでいただくと、ガラス窓よ
りご覧いただけます。
商工会へお立ち寄りの際には
是非ご覧ください。

Contents

マスコットキャラクター

ぐり坊

○ 総代会報告・まちナビ…………………… 2
○ 各部会・各部活動報告・保険無料診断 3・4
○ 福祉共済・貯蓄共済……………………… 5

○ 商品券・健康診断・かすがモノづくりNEXT…6
○ 給付金窓口・テイクアウトグルメ事業 …… 7
○ コロナ対策施策 …………………………… 8

総代会を開催しました
令和2年5月21日（木）午後4時から、第42回通常総代会を開催いたしました。今般の新
型コロナウイルス感染症への対策として初めて
『書面による議決権行使』を用いた少人数
出席での開催形態とせざるを得ませんでしたが、総代各位のご協力により96名の総代出
席（本人出席1名・書面出席95名）
となりました。上程した4議案すべてに
ついて満場一致で可決承認となり、力強い後押しを頂きました。今後も、総
代の皆様からの負託に応えるため、円滑な事業運営に努めて参ります。
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【議事】
第1号議案 令和元年度事業報告及び収支決算並びに特別会計決算承認の件
（監査報告）
第2号議案 令和2年度事業計画
（案）
及び収支予算
（案）
並びに特別会計予算
（案）
決定の件
（附帯決議）
県補助金の確定等に伴う予算更正の権限を理事会に一任する
第3号議案 一時借入金限度額決定の件
第4号議案 定款の一部改正の件

令和2年7月20日
（月）
午後4時から、
令和2年度臨時総代会を開催いたしました。
新型コ
ロナウイルス感染症拡大の影響により、事業内容によっては旧来の手法では開催が困難な
場合が生じているほか、
コロナ禍における消費マインドの低下に対する経済対策として発
行総額3億6千万円の商品券事業の実施や『新しい生活様式』に対応した
新規事業を実施すること等を総代の皆様にお諮りし、
賛成多数でご承認い
ただきました。
未曾有の事態が続きますが、社会情勢を捉え柔軟に変化しながら商工
会事業を実施することで、
会員事業者の皆様への経営改善サポートはもち
ろん、
地域経済のいち早い回復に寄与して参ります。
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【議事】
第1号議案 令和2年度事業計画修正
（案）
及び収支補正予算
（案）
並びに特別会計補正予算
（案）
決定の件
（附帯決議）
県補助金の確定等に伴う予算更正の権限を理事会に一任する

会員事業所紹介
「春日まちナビ」
第2回春日まちゼミ開催延期、
コロナに負けない！
！ 元気な春日まちナビ事業実施のご案内
令和2年10月に開催を予定しておりました「第2回春日まちゼミ」は、新型コロ
ナウイルス感染症が収束していない状況を受け、
参加者及び関係者の安全を考慮
し次年度以降に延期とさせて頂きます。参加を予定されていたお客様、参加店の
皆様にはご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解とご協力の程よろしくお願い致し
ます。
そこでコロナ禍という難局に立ち向かう事業として、
「コロナに負けない！
！元気
な春日まちナビ」
を作成します。
会員事業所情報をパンフレットとして取りまとめ、
2020年9月末から10月上旬にかけて春日市内へ配布します。パンフレットには
事業所ＰＲに加えて各店舗独自の割引クーポン券や実施している来店者向けの
新型コロナウイルス感染防止策を掲載しておりますので是非ご活用ください。
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コロナに負けない！
！
元気な春日まちナビ
パンフレット
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商業部会活動報告
部会報告会（総会）開催
7月14日（火）に部会報告会（総会）を開催し、令
和元年度の事業報告ならびに令和2年度の事業説
明・意見交換、役員の補欠選任を行いました。今年
度は新型コロナウイルスの影響により、視察研修
や三部会合同異業種交流会の中止など、事業内容
が大幅に変更となりました。
今後の事業展開につきましても動向を踏まえ、
協議を重ねてまいります。
感染拡大防止策をとりつ
つ、会員事業所の皆様にとって有意義な企画を検
討いたします。

建設工業部会活動報告
部会報告会（総会）開催
7月17日（金）に部会報告会（総会）を開催し、令
和元年度の事業報告ならびに令和2年度の事業説
明・意見交換、役員の補欠選任を行いました。今年
度の活動計画としましては、
新型コロナウイルスの
感染拡大防止のため事業内容を大幅に変更せざ
るを得ない状況となりましたが、
また改めて会員
事業所の皆様にとって有意義な企画を検討してい
きたいと考えております。

サービス部会活動報告
部会報告会（総会）開催
サービス部会は、部会報告会（総会）を7月28日
（火）
に開催いたしました。
報告会では、
令和元年度
の事業報告と令和2年度の事業計画について意見
を交換し、
また、
欠員に伴う役員並びに部会総代の
補欠選任についてもご承認いただきました。今年
度は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点か
ら、部会活動の縮小を余儀なくされておりますが、
引き続き感染防止対策を取った上で、会員事業所
の皆様方のご意見をお伺いし、有意義な情報をお
届けできるような事業を展開してまいります。
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青年部活動報告
夏休み清掃活動を開催！
8月20日
（木）
、
青年部による清掃活動を行いました。
この清掃活動は、
自分たちが住んでいる地域のために何かできるこ
とはないかという思いから平成23年より実施し、
今年で10年目を迎
えます。
毎月1回、
仕事の前に青年部員たちが集まり、
西鉄春日原駅周
辺及び商工会館周辺を中心に清掃を行っています。
新型コロナウイル
ス感染症の影響により、
事業活動が難しい中、
総勢18名で商工会館周
辺の美化に取り組みました。
また、公務ご多忙の中、井上市長・中牟田県議にご参加をいただき
ました。

新しい出会いと大きな可能性がある青年部で、
一緒に活動しませんか。
春日市商工会青年部は、
部員数100名を超える若手経営者・後継者の団体で、
女性の方もご加入できます。
青年部では、
1年間を通して、
各種研修会や交流会、
地域振興事業などさまざまな事業を実施しており、
部員間で交流や親睦を深めてい
ます。
あなたも地域振興のパイオニアとして、
一緒に地元春日市を盛り上げ、
発展させていく原動力となりませんか。
【入部資格】春日市商工会の会員又はその親族若しくはその後継者と認められる者であり、かつ、会員の営む事業所で働
いている方で、
年齢が満45歳以下の男女
【会費】
年間12,000円
（1,000円／月）

女性部活動報告
〇第49回通常総会
令和2年5月15日
（金）
に、
第49回通常総会を開催いたしました。
今年度は、
新型コロナウイルス感染症拡大の状況及び緊急事態宣言が発出
されたことに鑑み、
書面による議決権行使を用いた少数人数出席による開催
といたしました。
本人出席2名、書面出席74名、合計76名の出席があり、①令和元年度事業
報告および収支決算承認の件
（監査報告）
、
②令和２年度事業計画
（案）
および
収支予算
（案）
決定の件を上程し、
すべて承認されました。
女性部は、
昨年度創立50周年を迎えました。
今後も様々な事業を計画しており、
新入部員も随時募集しております！
皆様のご参加をお待ちしています！

保険無料診断を実施中!
今後の経営のために保険を見直ししませんか？
※春日市商工会では保険無料診断を実施中です！
事業を再開したが思うように売上が上がらない
⇒毎月の固定費である保険料を見直しては？
コロナ特別貸付等により借入が増えた
⇒今加入中の保険で保障は足りますか？
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★専門のアドバイザーが対応しますので事前予約制となって
おります。
詳しくはお電話にてお申込み下さい。
★会場は春日市商工会です。
事業所やご自宅にお伺いすることも可能です。
★現在ご加入の保険証書をご用意下さい。
（事前にコピーを頂くと相談時間が短縮できます）
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福祉共済があなたの暮らしをまもります。

商工会の福祉共済
全国商工会会員福祉共済
「けが」
の補償

「病気」
の補償

「がん」
重点補償

満6歳〜80歳*1

満6歳〜74歳*2

満6歳〜74歳
〜74
4歳

けがによる死亡・後遺障害、
入院、
手術、
通院を補償します

疾病による入院、
手術等を
補償します※

がん・けが・疾病による 入院、
手術等を補償します

傷害プラン2,000円コース
傷害プラン3,000円コース
傷害プラン4,000円コース

+

医療特約

「がん」
重点補償プラン

+

シニア医療特約

シニア「がん」重点補償プラン

傷害ライトプラン
シニア傷害プラン

大切な、
商工会会員の皆さま、
だからこそ加入できる
特別な制度です!
全国商工会会員福祉共済はライフ
スタイルと必要補償額に応じて、加
入プランをご検討いただけます!

※「病気」の補償は「けが」の補償に加入されている方のみがお申込みいただけます。
*1.継続加入は満85歳まで *2.継続加入は満80歳まで

■傷害と医療に対する補償
福祉共済制度は、傷害（ケガ）
と医療（入院・手術）をカバーしております。福祉共済（傷害共済）は、被共済者がケガをした
際に死亡・後遺障害・手術・入院・通院の共済金が支払われます。
医療特約は、
福祉共済を補完するため新たに設けた制度
で、
被共済者が疾病を被った際に入院・手術の共済金が支払われます。
■福祉共済制度に加入できる人とは
商工会の会員
（法人企業の役員の方も含みます）
及びその家族、
商工会の会員事業所の従業員及びその家族。

商工貯蓄共済
商工貯蓄共済
月額1口
2,000円
安くて安心!
商工会会員だけの
お得な共済

ためる

貯蓄
貯蓄
知らず知らずに
貯まります

活かす

融資
一時払い出し制度

安心

保険
保険

急な資金が必要となった時に、 全国規模の集団扱いなので、
積立金からスピーディーに
安い保険料で大きな保障
引き出せます

■制度の趣旨
商工貯蓄共済は、会員の皆様の福利厚生の充実、健全経営のための有効な資金活用を目的として、各市町村の商工会が
運営する共済制度です。
■制度の特徴
商工貯蓄共済制度は、
小さな掛金
（月額1口2,000円）
で、
将来の資金づくりのための貯蓄、
事業をサポートする低利な融
資、
万が一のための生命保険の3つの機能を備えた三位一体の共済制度です。
■加入できる方
（掛金払込者）
○個人事業･･･事業主とその家族・従業員 ○法人事業･･･会社、
社長ほか役員・従業員
■加入期間と口数
○加入期間･･･10年間または、
5年間です。 ○掛金･･･月額1口 2,000円 ○加入口数･･･被保険者1人につき20口ま
でが上限となります。 ○積立金の払戻･･･満期には10年間の貯蓄積立金と配当金を加入者へお返し致します（
。5年の場
合は5年間）
中途解約は自由です。
その際には、
それまでの貯蓄積立金等を加入者へお返し致します。
解約の場合は解約払
戻金が支払われる場合もあります。
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令和2年度春日市商工会スマイル商品券
発行金額

3億6千万円

プレミアム率

20%

10,000円で12,000円分のお買い物ができます。
1セットの内容：地域券6,000円分
（12枚）
共通券6,000円分
（12枚）
・地域券は大型店を除く加盟店でのみご利用可能です。
（大型店とは店舗面積500㎡以上の大型小売店舗）
・共通券は全ての加盟店でご利用可能です。
発行金額：3億6千万円

ステッカー
(大型店以外用)

今年は事前申し込み制です。

※商品券の購入には、
購入券が必要となります。
のぼり
申込期間：8月15日
（土）
〜9月11日
（金）
※消印有効
(大型店以外用)
※申込書は春日市商工会のホームページよりダウンロードして下さい。
※郵便はがきに貼るか、
必要事項をはがきに直接ご記入の上、
郵送にてご応募下さい。
販売期間：令和2年10月10日
（土）
〜10月16日
（金）
商品券使用期間：令和2年10月10日
（土）
〜令和3年2月28日
（日）
商品券換金期間：令和2年10月19日
（月）
〜令和3年3月18日
（木）
今年は3億6千万円分の商品券が流通します。
商品券取扱い加盟店の申込は随時行っておりますので、
ぜひ加盟店に登録し
商品券事業をご活用下さい。

健康診断の実施について
健康診断を10月21日
（水）〜28日（水）の平日のみ、
ガイドラインに基づき、新型コロナウイルス感染症予防策を行い実施します。
皆様の安全な受診のために、
以下の事項にご協力ください。
❖密集、
密接を避けるため、
受診者数を制限させていただきますので、
受診時間の厳守にご協力ください。
受診時間の変更をご希望の場合は、
事前に商工会へご連絡ください。
❖健診中はマスクの着用をお願いいたします。
❖入口等にアルコール消毒液を用意いたしますので、
適宜手指消毒をお願いします。
❖健診中は、
定期的に換気を行います。
❖以下の方は受診をご遠慮ください。
・健診当日37.5度以上の発熱のある方
・いわゆる風邪症状が続いている方
・健診当日、
体調不良の方
・健診の2週間以内に海外渡航歴のある方や、
外国人の方で2週間以内に帰国または、
渡航歴のある方
・2週間以内に新型コロナウイルス感染症の患者やその疑いのある患者との接触歴のある方

かすがモノづくりNEXT 会員募集中!
かすがモノづくりNEXT は、
地域の若い経営者が信頼す
る友人を地元でつくってもらうために春日市商工会会員の
異業種交流会として発足し10年目になります。
我々零細企業も激動する国家間問題や世界経済を観測
しながら経営判断をする世情となりました。
そこで3ケ月毎
に外部講師を招き経営者が適正な判断を下すための勉強
会を実施しております。
一般の方もご参加いただけます。
連絡先／岳義弘 TEL：080-1770−7735
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E-mail：yo.take66@gmail.com
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給付金申請サポート窓口
持続化給付金、
家賃支援給付金の申請サポート窓口(春日)を開設しています。
春日市商工会において、国の持続化給付金·家賃支援給付金の電子申請が困難な方の入力操作を
対面で、
お手伝いいたします。
(完全予約制)
【対象】
・春日市商工会会員
・春日市商工会に入会していない方で、
春日市内に事業所がある中小企業者·フリーランスの方など
【対面対応時間】
祝日を除く、
月曜日〜金曜日 ①10:00〜12:00 ②13:00〜14:30 ③14:30〜16:00
新型コロナウイルス感染拡大防止の為、
「完全予約制」 とさせていただきます。 ご希望の日時に添え
ない場合がございますので予めご了承ください。
手続きには1時間から1時間半程度要しますので、
お
時間には余裕をもってお越しください。
【予約方法】
TEL:092-558-7007 (月曜日〜金曜日の祝日を除く10:00〜16:00)
予約時に希望の日時と申請したい内容をお知らせください。
また、
ご準備いただく書類等に関し文書
をお送りしますので、
FAX番号またはメールアドレスをご準備ください。
【持続化給付金・家賃支援給付金に関する問い合わせ先】
ご自身が給付の対象となるかなど、申請に関する詳細については、
コールセンターへ問い合わせくだ
さい。
○持続化給付金

持続化給付金
申請サポート窓ロHP

家賃支援給付金
申請サポート窓ロHP

持続化給付金HP

TEL:0120-115-570
9月〜12月 日曜日〜金曜日 8:30〜19:00 (土曜日・祝日除く)

○家貨支援給付金 TEL:0120-653-930
9月1日以降 日曜日〜金曜日 8:30〜19:00 (土曜日・祝日除く)

家質支援給付金HP

テイクアウトグルメ事業
テイクアウトに取り組む飲食事業者を応援
【コロナに負けない！春日テイクアウトグルメ】
チラシ・ホームページを作成しました！
新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい経営状況に
置かれている飲食店の売上確保、新規客獲得の為にテイクアウ
トメニューのPR事業を実施いたしました。
47店舗の事業者様が掲載されたチラシを、春日市内約
35,000世帯に配布を行いました。
掲載された店舗様からは、
「売上確保につながった!」
「新規客の獲得が出来ました!」
とご好
評の声をいただいております。
また、テイクアウト情報を掲載したホームページを作成し公
開しております。
テイクアウトを実施されている飲食事業者様は、ぜひホーム
ページへ掲載し、
お店の広報活動にお役立てください。

SCAN ME

テイクアウトグルメ事業HP
QRコード

テイクアウトグルメ事業チラシ
QRコード

春日テイクアウトグルメチラシ
※チラシの掲載内容は、
4/27の緊急事態宣言下のものとなります。
現在の営業情報は、
各店舗にお問合せください。

7

福岡県内の新型コロナウイルス感染症新規感染者は、
7月中旬以降
増加傾向にあることから、8月5日に「福岡コロナ警報」が発令されま
した。
県内の事業者及び県民に対し、感染拡大防止を図るための新たな
取り組みに関する協力要請と継続した感染防止対策の徹底が求めら
れています。
会員の皆様におかれましても、
以下のコロナウイルス感染症対策施
策をご活用いただき、
充分なコロナ対策にお役立てください。

2020年秋号

STOP! COVID-19

2.国・県・春日市等事業者関連
支援制度パンフレット

URL:http://www.kasuga21.com

国・県・春日市等
事業者関連支援制度
パンフレットQRコード

E-mail:info@kasuga21.com

現在、
さまざまな中小企業支援施策が講じられております。
春日市商工会では、
国・県・春日市等
の事業者支援制度をまとめたパンフレットを作成・更新しておりますので、事態への対処のため、
また、
コロナ禍収束時の経営V字回復を図るため、
最大限ご活用くださいますようご案内いたしま
す。
なお、施策によっては期限が迫っているものや、
すでに終了したものもございますので、
ご注意
ください。

福岡県春日市伯玄町2-24

福岡県内店舗・施設対象
感染防止宣言ステッカー
申請Webシステム
QRコード

〒816-0825

※業種別ガイドラインは、
内閣官房ホームページをご確認ください。
https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf

ステッカーには、
掲示する施設名・店舗名
および申請番号、
有効期限が入ります。

TEL:092-581-1407 FAX:092-575-0702

1.
「感染防止宣言ステッカー」
を貼って、
利用者に安心をPR！
！
「感染防止宣言ステッカー」
とは？
業種別ガイドライン※などの事業者が実施すべき感染防止対策をすべ
て実施していただくと、
「感染防止宣言ステッカー」が取得できます。
「感染
防止宣言ステッカー」
を店舗等の目立つところに掲示することで、
県民の皆
様が安心して利用できる施設であることをお知らせすることができます。
ぜひ、店舗等の利用者への安心の提供と感染拡大防止のため、
この取
組みにご協力ください。
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新型コロナウイルス対策
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