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新年賀詞交歓会報告

新年賀詞交歓会
206名が出席
1月7日 商工会館にて

会長挨拶

Kasuga city society of commerce and industry

平成22年

春日太鼓保存会

春日市商工会 会長あいさつ
あけましておめでとうございます
会員の皆様方におかれましては、
ご家族お揃いで平成22年の新年を
迎えられましたことを心よりお慶び申し上げます。
さて、昨年も様々な事が起こりました。
中でも一番大きな出来事は夏
の総選挙で、民主党へと政権が変わり大きな転機を迎えております。
春日市商工会 会長

小幡

義光

経済は百年に一度と称された世界的な経済危機が、
日本経済に深刻
な影響を与え、失業率は過去最高水準に達しています。
一部のメディアでは、景気は僅かながら上向きつつあると言う報道

もされている様ですが、景気後退の波は地方経済を直撃し小規模、零細事業者の経営環境は深刻度を増
しており、不透明感は更に強くなって来ると危惧されております。
会員各位におかれましては、消費者の皆様にご愛顧頂けるよう、
それぞれの立場で懸命に努力し、
自ら活
路を切り開くという前向きな姿勢で困難を乗越え、飛躍発展に繋げていただきたいと存じます。
また、逆境こ
そチャンスであり、
これまでの事業を見直し経営革新に取り組んでほしいものでもあります。
一方、春日市商工会は会員の皆様にご満足頂けるような商工会を目指すとともに、地域の総合経済団体
として社会貢献できるよう役職員一同なお一層の努力を重ねて参る所存でございますので、皆様のご理解
とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
終わりに、皆様のご健勝ご多幸を祈念いたしまして、新年のご挨拶といたします。
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新年賀詞交歓会報告

春日市長ごあいさつ
皆さん、明けましておめでとうございます。
新年を寿ぎ、平成２２年春日市商工会新年賀詞交歓会が、盛大に行
われますことを、心からお慶び申し上げます。
会員の皆様には、
日頃から、本市商工業の発展にご尽力いただいて
おりますことに、深く敬意と感謝の意を表する次第です。

澄和

春日市長

来賓挨拶

井上

さて、昨年は、世界的な経済危機や、派遣切りに始まった雇用不安、政
権の交代と激動の年でありました。
特に、経済においては、
１１月中に政府のデフレ宣言がなされるな

ど、
さらなる物価下落と景気後退が懸念されるところです。
このような中、貴商工会におかれましては、商品
券事業による地域の需要喚起や、
九州大学と連携したものづくり交流会によるビジネスチャンスの掘り起こ
しなど、会員に対する支援に努めてこられました。
今年も、
引き続き、小幡会長を中心に、会員一丸となって、商工業振興や消費の拡大に向けて、積極的に
取り組んでいただけるものと期待しており、市といたしましても、厳しい財政状況ではありますが、工夫、努力
して、有効性の高い中小企業支援を打ち出していきたいと考えております。
最後に、貴商工会のますますのご発展と、
お集まりの皆様のご健康とご多幸を祈念いたしまして、私の挨
拶といたします。

春日市議会 議長ごあいさつ
皆様、新年明けましておめでとうございます。
春日市商工会の皆様方には、平素より市政運営に深いご理解とご協
力を賜り、厚くお礼申し上げます。また、貴商工会は、強固たる基
盤と充実した活動により、その成果を高めておられますことは、誠に
喜ばしいことであり、心より敬意を表する次第であります。

松尾

浩孝

さて、世界的な金融危機と同時不況に直面する日本経済は、本年
春日市議会議長

においても厳しい状況が続くことが確実視されております。春日市政
にあっても、市税収の減額等、極めて厳しい行政運営となることが
予測されております。

また、商工会の会員の皆様方におかれましても、不況の波が押し寄せる中、ご苦労されているものと
拝察をいたしております。今こそ、ピンチをチャンスに変え、この難局を乗り切ることが肝要であります。
私ども春日市議会も、執行部と共にこの難局に立ち向かっていく所存であります。
皆様方には、本年も地域商工業の発展、充実のために益々の研鑽をご期待いたしますと共に、地域福
祉増進のためにも一層のご協力とご尽力をお願い申し上げる次第であります。
春日市商工会の今後益々のご発展と会員皆様方のご健勝、ご活躍をご祈念申し上げまして年頭の挨拶
とさせていただきます。
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各部会報告
ほか
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商品券事業結果報告
平成２１年８月１日より実施しました春日市商工会共通商品券事
業は平成２２年１月３１日をもちまして終了となりました。
お蔭様で４７１のお店等に取扱加盟店登録いただき、商品券にお
いては８月２６日時点で早期完売となり大変好評いただきました。
誠にありがとうございました。
※加盟店につきましては、商品券の換金期限は２月２５日
（木）
までと
なっておりますので、
ご注意下さい。

新春！講演会 開催しました
（建設工業部会主催）

日

程 １月２１日
（木） 午後７時〜

開催場所 商工会館２階
講

師

講 演 名

参加人数 ３６名

大野 尚 氏（ビッグ・フィールド・マネージメント㈱ 代表取締役）
人を、企業を、元気に明るく！
企業経営者に贈る、元気が湧き出る“辛口”アドバイス

今回は、新春講演会ということで、気分が一新され
元気が湧き出てくる様な内容を企画しました。

チャンスに変えてきた大野氏の仕事への熱い思いが語
られました。

「大変な時代」、
「売上不振で大変」
など、“大変”とい

「とにかくお客様の視点に立ち、“ありがとう”と心底

う言葉をよく耳にしますが、私は
「“大きく変われるチャ

思って頂けるような仕事をする。
それが次に繋がる」、

ンスがある”と捉えています」
と冒頭、大野氏は述べられ
ました。

「地道に会社のムダを１つずつ改善して
（省いて）
いくこ
と。
やり続けることで大きな目標を達成できる」。

福岡のマンションの１室、所長（大野氏）
とスタッフ１

数々のエピソードを交えつつ、
あっという間の２時間

名しかいないＨＩＳ福岡支 店（ 独 立 採 算 制 ）。年 間

でしたが、仕事や人生に起こる様々な出来事から逃げ

3000万円に満たなかった九州中国内の売上を百数十

出さず、
自分の想いに素直に立ち向かう大野氏の姿勢

億円まで押し上げ、
その後、
スカイマークエアラインズ

に参加者全員、非常に感銘を受けました。

（現：スカイマーク）
のテコ入れに携わり、危機的状況を

商工会ＨＰにリンクしませんか？
当ホームページから会員様ホームページへのリンク
リンクをご希望の会員様は下記メールアドレスまで、

春日市商工会ホームページへのリンクをご希望の方は、

ホームページリンク希望の旨とご連絡先を記載の上、

バナーを用意しておりますのでご利用ください。

送信してください。

詳しくは当会ホームページ

折り返し、
申込書を返信いたします。
【メールアドレス】
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会員様ホームページから当ホームページへのリンク

info@kasuga21.com

（http://www.kasuga21.com/links̲c.html）
でご確認下さい。

労働局からのお知らせ

Kasuga city society of commerce and industry

新 会 員 紹 介
代表者名
出村 孝洋
樋口 智信
小村 安男
背戸 裕章
江崎
輝
久津輪 健
熊谷 成幸
宮原 正人
松嵜 幸平
薙野 英児
八木 貴英

2月
No
事業所名
1 DoDoCo
2 ナビ・エコ㈱
3 馬渡塗装
4 ケイテック㈱
5 桑原工業
6 真設備計画
7 ㈱トクダコーポレーション
8 ㈱ララナチュル
9 原建設工業
10 マミーズ春日店

代表者名
宮原
中町
馬渡
中島
桑原
入江
赤時
古賀
原
長友

芳紀
薫
和也
勇
直斗
真澄
正信
政一
昭二
嘉宏

ほか

1月
No
事業所名
1 ㈱旭商会
2 建築パースBISO
3 靴工房 コムラ
4 背戸建設
5 江崎組
6 久津輪組
7 熊谷組
8 ㈲宮原組
9 ㈲松嵜製作所
10 ナギノグループ㈱
11 華美鳥

会社・法人登記の取扱庁が変わります
福岡法務局筑紫支局が管轄して
おります筑紫野市、大野城市、太宰
府市及び春日市の会社・法人に関す
る登記事務は、平成２２年５月６日
（木）から福岡法務局法人登記部門
で取り扱います。
平成２２年５月６日以降の事務の
取扱いは、次の表のとおりです。

会社・法人登記事務の内容
会社・法人登記の申請手続き

法 人
登記部門
○

会社・法人の登記の登記事項証明書の発行

○

○

会社・法人の印鑑証明書の発行

○

○

会社・法人の登記事項要約書の発行

○

会社・法人の紙の登記簿の閲覧及び謄本等の発行

○

会社・法人の印鑑の届出
（改印を含む）

○

会社・法人の印鑑カードの発行・再発行・廃止

○

○

会社・法人の電子署名の届出

○

○

△㊟

○

会社・法人の登記手続のご質問・ご相談
㊟

筑紫支局

会社・法人の登記手続に関するご質問・ご相談は，
引き続き筑紫支局でもお受けいたしますが、
その内容によりま

しては、福岡法務局法人登記部門でのみ、
お取り扱いするものがございますので、
あらかじめご了承ください。
＊取扱庁の変更に伴い、必要となる登記申請手続等はございませんが、会社法人等番号が変わりますので、
ご注意
ください。現在お持ちの印鑑カードは、
そのままご利用できます。
＊不動産登記事務につきましては，管轄の変更はございません。
詳しくは，下記へお問い合わせください。
・福岡法務局法人登記部門

TEL０９２−７２１−９３０６

・福岡法務局筑紫支局
（登記部門） TEL０９２−９２２−２８８３

筑紫野警察署からのお願い
殺虫剤、農薬販売時の注意！
少年が、石灰硫黄合剤など硫化水素を発生させるおそれのある殺虫剤や農薬を購入しようと
する時は、使用目的を尋ねるなど、悪用されないために十分注意をしてください。
不審な時は１１０番又は筑紫野警察署（TEL ９２９−０１１０）少年係にご連絡を。
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商工会からのお知らせ
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口座振替のお知らせ（４月２３日引き落とし） 商工会無料法律相談日のお知らせ
開 催 日 原則として、
毎月第１水曜日

商工会費（22年度上半期分）

午後１時〜午後４時
（予定）
３月３日
（水）、
４月７日
（水）、
５月１２日
（水）、6月２日
（水）

引き落とし額は、
６,０００円
（４月〜９月）
税務相談手数料（22年度第１期分）

税務相談所へご加入の会員様は、商工会費と
合わせて振替えさせていただきます。
それぞれ、
ご指定の銀行口座より振替させて
いただきますので、
ご準備の程よろしくお願いい
たします。

場

所 春日市商工会館 １階相談室

弁 護 士 春山弁護士事務所
相 談 料

無

申込受付

相談日の午前８時３０分より、商工会
窓口にて先着６名様まで受付けます。
※会員様のみ電話受付可。

料

確定申告の時期が近づいてきました。

確定申告と納税は正しくお早めに
○所得税の確定申告が必要な方

申告期限：3月15日（月）

① 昨年中の所得金額の合計額が基礎控除、配偶者控除、扶養控除
などの所得控除の合計額を超える場合において、配当控除前の所得
税額が配当控除額を超える方
② サラリーマンで、給与の年収が2000万円を超える方や、給与所得
や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える方など

○消費税及び地方消費税の
確定申告が必要な個人事業者

申告期限：3月31日（水）

①
②

平成19年中の課税売上高が1000万円を超える事業者
平成19年中の課税売上高が1000万円以下の事業者で
「消費税
課税事業者選択届出書」
を提出した事業者

○贈与税の申告が必要な方

これらの税は、
あなた自身が所得と
税額などを計算し、正しい申告と納税
をする申告納税制度をとっています。
所得金額や税額などは正しく計算
し、申告と納税は期限内にお済ませく
ださい。
春日市商工会では、税務相談所を
設けて、日々の記帳指導や確定申告
のご指導を行っております。
（有料）
詳しくは当商工会税務相談所へお
尋ね下さい。

申告期限：3月15日（月）

① 個人から年間110万円を超える財産をもらった方
② 相続時精算課税の適用を受ける方(既に相続時精算課税の適用
を受け、昨年中に特定贈与者から財産をもらった方を含む。)

適格退職年金制度は平成２４年３月３１日に廃止されます
適格退職年金制度は、平成24年（2012年）4月1日以降は税制上の優遇措置を受けられなくなります。
引き続き税制上の優遇措置を受けるためには、確定給付企業年金制度、確定拠出年金制度、厚生年金基金制度、
中小企業退職金共済制度といった企業年金制度に移行する必要があります。
適格退職年金から他の企業年金制度への移行手続には1年ほどかかります。
そのため、移行を検討されている場合
は、早めの手続きをお願いいたします。
手続きのご相談は厚生労働省九州厚生局
【092-707-1115】
や企業年金連合会
【03-5401-8713】
、
各受託機関へ。

【発行所】春日市商工会／伯玄町2丁目24番地
【ホームページ】http://www.kasuga21.com/

☎092-581-1407

【編集発行人】小幡義光

