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　　　　　　　　　　今日、我が国を取り巻く状況は、政
　　　　　　　　　治においても、経済においても誠に厳
　　　　　　　　　しいものがあります。
　　　　　　　　　　また、会員の皆様方にも今まで違っ
た難しさを感じておられるのではないでしょうか。企業間
の競争はもとより、大手企業対地場企業又は地域間競争が
日を増すごとに激しくなっています。

　そして社内では事業者や従業員の高齢化なども一層複雑
で厳しいものになっています。
　ここで私達合志市商工会員は、地域唯一の総合経済団体
の一員であることに誇りを持ち、強い団結と研鑚を積み、
視野を広くし、今まで以上に、行政や住民と緊密な連携を
図り、もって経営を安定させ、納税や雇用で地域に貢献す
るように努めようではありませんか。
　今後とも、会員皆様方の一層の御理解とご協力・ご支援
をお願い致します。

全国に500園、
園児数 16,000 名、
お預かりしている
日本最大の保育園
です。

ごあいさつ
会長　上林　節郎

保育所

　ちびっこランド
　　　　　　西合志黒石園

保育所

　ちびっこランド
　　　　　　西合志黒石園 須屋 ℡242-3760

マルシェ・オ・パン

手もみ処  ビー・ステーション

マルシェ・オ・パン
豊岡 ℡288-0909

頭の教育だけでなく
　心の教育にも力を注ぐ
　保育を実践しています。

フラワーショップ  カルペ・ディエムフラワーショップ  カルペ・ディエム
幾久富 ℡245-7737

手もみ処  ビー・ステーション手もみ処  ビー・ステーション
須屋 ℡288-2198

毎日食べていただきたいので、
　良質な材料・旬の食材を使用し、
　　リーズナブルなお値段で
　　　　　提供いたしております。

毎日食べていただきたいので、
　良質な材料・旬の食材を使用し、
　　リーズナブルなお値段で
　　　　　提供いたしております。

花束･アレンジ・生花スタンド・生花全般、
真心込めて製作させていただきます。
まだまだ始めたばかりで右左よく分りませんが、
一生懸命頑張って行きますのでよろしくお願いします。

花束･アレンジ・生花スタンド・生花全般、
真心込めて製作させていただきます。
まだまだ始めたばかりで右左よく分りませんが、
一生懸命頑張って行きますのでよろしくお願いします。
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女性部だより 平成２4年度女性部 年間行事（抜粋）

青年部だより

✿女性部通常総会　４月１９日㈭　支所
✿第３３回県商工会女性部連合会ミニバレーボール大会　    
　　６月１９日㈫　宇城市
✿女性部講習会（ビーズを使ったアクセサリー作り）
　　７月２６日㈭　支所
✿ 合志市夏祭り ( 出店 )　　　　　　　　　　　　　　
　　８月１８日㈯　カントリーパーク
✿県女性連主張発表大会　　　　　　　　　　　　
　　１０月２４日㈬ 　菊池市
✿くまもと物産フェア・郷土料理出店　　　　　　 
　　１１月３日㈯　グランメッセ熊本
✿城北地区女性部連絡協議会ミニバレーボール大会　　　 
　　１１月７日㈬ 　山鹿市
✿女性部県外研修　
　　１１月１７日㈯～１８日㈰　山口県
✿新春意見交換会　　　　　　　　                
　　平成２５年１月下旬予定
✿県女性連レクリェーション大会　　　　　　　    　
　　２月１５日㈮ 　宇土市
✿竹迫初市　３月３日㈰　市庁舎前

大嶋　馨（㈲大嶋造園）
緒方幸代（㈱緒方エッグファーム）　田村裕美（㈱ラックプラン）

　部長あいさつ　　　　　　池永けい子
　日頃から会員の皆様のご支援、ご協力があ
り、若い部員さんも少しずつ増え、益々元気な
女性部です。ミニバレー・アクセサリー作り・
県外研修旅行・夏祭りへの参加などを通して
楽しく仲間作りをし、活動を行っております。

KKT テレビタミン番組取材
「あんもちだご汁」 

総　会 ティッシュケース作成 合志市夏祭り

カントリーマラソン 県外研修 城女連研修城女連研修

総　会 ティッシュケース作成 合志市夏祭り

カントリーマラソン 県外研修

◆ワンパクすもう大会の開催
◆ソフトボール大会
◆青年部合同研修会
◆部員視察研修
◆合志市夏まつり出店
◆弁天行列
◆竹迫初市出店他

　商工業の後継者として、商工会の事業を積極的     
に推進する新たなメンバーを紹介します。     　

　池田雅和（池田内装）　　　　　　　　　　
　松岡貞則（㈲松岡組）　　　　　　　　　　
　増田貴之（焼鶏家　吾山）

☆新入部員紹介☆

主な年間行事（平成 24年度）

新入部員紹介

渡部真一（植木屋わたべ）　     　　　　　　　　　　　　
松永浩二（㈱松永塗装）　　              
井上正彦（勝工業㈱）　　　

　部長挨拶　　　　　平田　陽一
　我々商工会青年部は、商工会の事業を積極的に推進するとともに商工業の
後継者たるべき経営者としての資質を向上させるために組織された団体です。
そこで、部員の発想力と行動力をフルに発揮して合志市の中心となれるよう
頑張って行きたいと思います。是非、青年部へ入会いただき、共に行動しよ
うではありませんか。

ワンパクすもう大会頑張りました
東京スカイツリーで一休み東京スカイツリーで一休み

チームワークでは優勝です

東京証券取引所において
日本経済を研修

青年部ＯＢ松村参議と
意見交換会を実施

ワンパクすもう大会頑張りました チームワークでは優勝です

東京証券取引所において
日本経済を研修

青年部ＯＢ松村参議と
意見交換会を実施

主な商工会行事報告
くまもと物産フェア
　特産品ブース磨き上げ事業
　

工業部会研修会

パソコン講習会

親睦ゴルフ大会

会員親睦ボウリング大会

竹迫初市

クリーンキャンペーン

新入社員合同研修会 工業部会研修会

パソコン講習会

親睦ゴルフ大会

会員親睦ボウリング大会

竹迫初市

クリーンキャンペーン

新入社員合同研修会

　商工会連合会が取り組む新たな事業として、
合志市商工会が選定された。
くまもと物産フェア
への出展業者数は、
合志市商工会が県下
で最多の２０業者で
あった。

ビジネスマナー講習会ビジネスマナー講習会

平成 24年度通常総会平成 24年度通常総会
出展勉強会出展勉強会 くまもと物産フェアくまもと物産フェア
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商工会のホームページを利用して、自社のPRやサービス&商品の紹介をしてみませんか。
ホームページでは、いろんな情報を発信しています。一度、アクセスしてご確認ください。

自社を商工会のホームページに登録してみませんか。
（アドレス http://www.koshi-sk.net/）

☞ 会員紹介ぺ一ジへの登録方法は、次のとおりです。【無料】 
会員紹介ページへの
登録希望を商工会へ
ご連絡ください。
電話でもOK

商工会から自社専用
のパスワードを発行
します。

会員紹介ページで会
員ログインする。
（自社専用のパスワード
　でログインする）　

事業所登録・編集画
面で自社情報をそれ
ぞれ入力する。

事業所一覧への表示
にチェックして、登
録・更新をクリック
する。

以上で、会員紹介ペー
ジへの新規登録が完了。
商工会ホームページで
確認する。完成。

共済加入をお願い致します。
　　　委員長　峯　隆吉

共済委員会
　峯　　隆吉　鬼塚　聖臣　田口　　勝
　城　　和雄　大塚　　歩　平田　陽一　　　
　池永けい子
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　　　　　　　　戦々恐々としている隣国間の渦中、日本国  
　　　　　　　としての立場が問われる現在、平和ぼけして
いる日本国民にとって、何ができるのか、又、何を信じてい
けばいいのか考え直す時かも知れません。
　同様に我々中小企業の中国への進出、又、韓国との従来の

交易が今までと違った形になり得るかも知れないという経済
悪化も懸念されるからです。
　こういう時こそ、我々商工業者は、政局は政治家に任せ、
経済悪化に備え、商工会を中心に一丸となって内需拡大に頑
張ろうではありませんか。　　　　広報委員長　水上　一巳 

　秋の訪れを告げる彼岸花も真っ赤な色合いを脳裏に
残して枯れて行った。それと共に緑の葉が顔を出して
きた。花は葉知らず、葉は花知らず、誠に不思議な植
物である。
　しかし、私達商工会員にとって、このような現象に
なってはいないか考えた。つまり、物を売る、商いを
行う、そのことで生計を立てている訳だが、相方、お
客様の心情やお顔を知らずに物事を推し進めてはいな
いだろうか。それだったら何らかの形で地域の方に喜
んで頂ける事を、又、地域の方々に貢献できる事業を
取り組みたい。
　地域貢献委員会、合志市商工会の組織の一つとして
四年前に新たに発足。委員会メンー９名で冒頭に述べ
た思いでスタートし、色々な発案の元、取組みに頑張っ
ているところである。
　これまでに２つの事業に委員会として取り組んでき
た。その１つとして、子ども
達の通学時に尿意をもよおし
た時に、お店や事業所のトイ
レを気軽に使ってもいいです
よという、トイレの貸出し事
業「こまっトイレ」である。　
地図を広げ、通学路の事業所
をピックアップし、その後、
各店に出向き協力を求め、承
諾書を取り交し、看板を揚げ
て頂いた。また、その趣旨を
学校校長会にて説明、小学校
のみの企画であったが、中学校の校長先生から中学生
にも使わせて頂きたいとの申し入れもあった。新聞等

■役員
　会　長　上林　節郎（上林工業㈱）　　　
　副会長　古澤　完三（㈱エフ・ケイ工業）　　峯　　隆吉（㈱峯樹木園）
　理　事　木﨑　利勝（㈲アド・プラン）　　　原　　啓二（原　商　店）　　　　　　　水上　一巳（㈱水上建材建設）
　　　　　大嶋　基幸（㈲大嶋造園）　　　　　池永　幸生（㈲インテリアいけなが）　　鬼塚　聖臣（㈲合志輪業）
　　　　　冨永　康嗣（㈱トミナガ）　　　　　西嶌　隆博（㈲サンライズ）　　　　　　田口　　勝（田口不動産）　
　　　　　上村　裕輝（㈲堀川設備）　　　　　城　　和雄（㈱一城建設）　　　　　　　上田　耕三（㈲アサヒ住販）
　　　　　池田　裕一（㈲池田塗装工業）　　　工藤　隆行（お茶の慈芳堂）　　　　　　小牧　　巌（㈲小牧設備）
　　　　　大塚　　歩（㈱ゆうき建商）　　　　平田　陽一（㈲ジ・スペース）　　　　　寺本　卓也（㈲寺本工務店）　
　　　　　塚本　淳一（㈲ケイト建設）　　　　池永けい子（㈲インテリアいけなが）　　峯　登輝子（㈱峯樹木園）
　　　　　西崎　伸子（㈲フレンドフラワー）
　監　事　大久保秋男（㈲大久保商店）　　　　渡邊　　昭（㈲渡辺電設）
　顧　問　荒木　義行（㈱阿蘇ナチュラルＪファーム合志営業所）
■事務局
　•事 務 局 長：岩上　　寛
　•経営指導員：松岡　正弘（総務課長）　　馬場　幸徳（指導課長）　　藤木　裕子（業務課長）
　　　　　　　　松本　裕輝（支所長）
　•経営支援員：金子　克枝　　菅　　有子　　野田　真以
　•記帳指導員：内田　恵理

委員長　池　永　幸　生

にも取り上げられ、商工会の活動の PRにもなったと
自負する。
　現在は通学時だけではなく、日常的な遊びのときに
も自由に使えるように合志一円の会員の方にくまモン
マーク入り「こまっトイレ」参加店を募集中である。
それと共に子どもたちに声掛け、あいさつ、見守りに
と、地元に根付いている商工会員ならではの力を発揮
している。
　もう１つの事業は、ペットボト
ルのキャップ集めである。キャッ
プ８００個で１人分のワクチンが
出来る計算で、現在、小学校が取
り組んでいるボランティア活動の
助けにと、市内５ヶ所に特製ボッ
クスを設置、充分に溜まった時期
を見て各校に連絡搬入している。
もちろんボックスには合志市商工
会のネームを入れ、収集の意図も
書き入れて PRはしっかりやって
いる。
　今は、まだ２つの事
業の取り組みではある
が、地域の方々に少し
でも貢献出来て、喜ん
でもらえる、そんな商
工会であるように活動
したい。商工会知らず
の地元ではなく、地元知らずの商工会にならないよう
に！

地域貢献委員会メンバー
　池永　幸生　　冨永　泰嗣　　西嶌　隆博
　小牧　　巌　　大塚　　歩　　平田　陽一
　寺本　卓也　　塚本　淳一　　池永けい子
　峯　登輝子　　西崎　伸子

地域貢献検討委員会報告地域貢献検討委員会報告地域貢献検討委員会報告

役職員紹介


