豊かさを地域に築く商工会議所

2021.6

ぶぜん

会議所ニュース

かわさき №
e-mail : kawa2238@lime.ocn.ne.jp

URL : http://www.bk-cci.or.jp

126

令和３年６月１５日発行

【貴社の紹介をお願いします！】

浅野商店

川崎町商店街にて、野菜や果物、お惣菜を販売しています。

【貴社の特徴は？】
食の安心・安全を常に心がけ、馴染み深い家庭の味をお気軽に楽しんで
頂けるよう、真心を込めてお惣菜を毎日手作りしております。
お客様のご要望に応えることができるように、日々精進しております。

【現在、力を入れていることは?】
毎週水曜日、本町商店街で開催される「いいばい朝市」での販売です。
来場されるお客様の笑顔から、いつも元気をもらっています。

【事業をされていての喜びを教えてください】
商品を購入されたお客様から『美味しかったよ』
『あの○○は良かったよ』などの言葉を掛けて頂いた時です。

【将来の展望を教えてください】
コロナ禍で先が見通しづらい状況ですが、コロナに負けず店を守って
いきたい。

【読者へPRをお願いします!】

［所在地］田川郡川崎町大字川崎414
［連絡先］0947-73-2308

新規会員のご紹介

晩御飯のおかずに困ったときは、当店自慢のお惣菜をどうぞ！
お近くに来られた際は、お気軽にお立ち寄りください。
ご来店をお待ちしております！

(順不同・敬称略）

ご入会ありがとうございます！

事業所名

業 種

所在地

電話番号

スナック のぶ

飲食業

川崎町川崎188ー4

７３－２１０７

お吟

飲食業

川崎町川崎１０９０－１

７５－９３５５

ガーデンアモリール

造園業

川崎町池尻１４７７

080-2892-3980

桃の美工房

サービス業

川崎町池尻７０４

090-4481-7610

尾田運送

運送業

川崎町池尻３７６－１０

090-5930-5778

協和工業

建設業

川崎町田原２１８－１

080-6450-0168

※ 情報公開にあたりましては希望者のみ掲載しております。 (令和 3年 1月 1日 ～ 5月 31日 ： 11事業所加入)
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令和３年度

第８３回

一般会計収支予算書

●収入の部 合計：32,435,484円

●支出の部 合計：32,435,484円
事業費

会費

15,506,700円

5,200,000円

管理費

事業収入

11,616,000円

6,829,000円

小規模事業特別会計収支予算書

●収入の部 合計：44,882,841円

●支出の部 合計：44,882,841円
人件費

県補助金

41,349,241円

37,555,310円

事業費

手数料

2,568,000円

5,203,000円

県指定事業費

負担金

●支出の部 合計：1,640,000円
賃貸借料

555,000円

報奨金

1,500,000円
旅費交通費

繰入金

120,000円

140,000円

その他経費

965,000円
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議案第４号

●収入の部 合計：1,640,000円
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役員(監事)の選任について
会頭より、安眞木地区 (株)
顧問 藤川 善和 氏を監事として指名
↓異議なく承認されました。

労働保険特別会計収支予算書

彰

令和３年度

表

692,000円

会頭表彰並びに日商表彰(伝達)
議案審議終了後、表彰を行った。被表彰者の出席が
なかったため、事務局より内容と氏名が読み上げられた。
年表彰 原田 紀雄 氏
退任表彰 故 辻野 隆志 氏 (
監事)

補助対象外事業費

尚、本年度の一般会計・小規模事業特別会計・労働保険
特別会計は左記のとおりです。

273,600円

2,124,531円

議案第１号

令和３年度

令和３年３月 日(金)午後５時 分より、商工会
議所会議室において、第 回通常議員総会を開催致
しました。

2,538,253円

5,677,484円

令和３年度事業計画(案)の承認について
↓異議なく承認されました。

予備費

繰越金

議案第２号

2,564,531円

13,439,000円

議案第３号

繰出金

交付金

令和３年度一般会計、小規模事業特別会計、労働保
険特別会計、財政調整積立金特別会計、退職給与積
立金特別会計 収支予算書 案( の)承認について
↓異議なく承認されました。

210,000円

1,290,000円

定款の一部改正(案)の承認について
↓異議なく承認されました。

雑費

雑収入

通常議員
総会開催
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令和３年度 豊前川崎商工会議所 行事予定
令和３年６月～令和４年３月（毎月）：正副会頭会議／経営改善資金審査会／税理士定例訪問／青年部役員会議、定例会議
６月

７月

・令和３年度常議員会
・第８４回通常議員総会

・労働保険年度更新
・青年部創立４０周年
記念事業

１１月

１２月

８月

・労働保険料１期分
口座振替

１月

・まつりふっとうてん（予定） ・川崎宵ゑびす祭り（予定） ・仕事初め式
・グルメ冊子「CHIKAPPA」 ・青年部イルミネーション
・会員事業所新年祝賀会
発行
・税務講習会
事業
・令和３年度永年勤続優良
・会報№１２８ 発行
従業員表彰式

９月

・経営セミナー（予定）

２月

・創業セミナー（予定）

１０月

・かわさきパン博２０２１
（予定）
・会報№１２７ 発行

３月

・予算査定会
・令和３年度常議員会
・第８５回通常議員総会
・確定申告提出
（所得税・消費税）

※ 各種セミナーについては、新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮して開催します。

２

青 年 部

～ 食と技じまんフェア ～
が開催されました!!

４月２１日（水）１８：００より、豊前川崎商工会議所において、
豊前川崎商工会議所青年部「第３９回通常総会」を開催し、
審議事項の議案すべてが承認されました。
また昨年に引き続き、新型コロナウィルス感染症防止の観点
から、例年行っております報告会は中止とさせていただきました。
●令和３年度新役員は次のとおりです。
会

４月２５日（日）１１：００ より、川崎町農産物直売所De・愛で
「第８回竹とり物語」が開催されました。
昨年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で中止になりました
が、今年度は屋外でもあり、感染対策を徹底して開催することがで
きました。当日は、天候にも恵まれて、竹で作った迷路やステージ
イベント等もあり、子供から大人まで楽しむことができました。

中村 孝司

筆頭副会長

薙野 陽介

〃

に認定されました!!

丸山 亮

直前会長
副 会 長

『健康経営優良法人2021』

経済産業省が認定する「健康経営優良法人認定制度」より、
中小規模法人部門における「健康経営優良法人2021」に、
昨年に引き続き認定されました。

長

矢野 琢磨
松岡 寛太郎

専務理事

西村 淳

監

事

最所 豊

顧

問

森

吾朗

＜かわさき活性交流委員会＞

委員長 城戸 貴敬

＜風土と薫育委員会＞

委員長 是澤 清正

＜SNS委員会＞

委員長 藤岡 美沙姫

働き方改革地域実践事業（第１期）のお知らせ
今こそ!魅力ある職場づくりに取り組んでみませんか？
福岡県では、魅力ある職場づくりに向けたワークショップとアド

【かわさきまちプレミアム付き商品券】
販売中止のお知らせ
地域消費喚起のために、例年販売しておりました
「かわさきまちプレミアム付き商品券」は、本年度は販売中止と
なりました。登録店の皆様、ご理解のほど何卒よろしくお願いい
たします。

バイザーの個別伴走支援により、働き方改革の実践まで支援す
る「働き方改革地域実践事業」の参加企業を募集しています。
皆様のご参加をお待ちしております！
詳細はコチラ ↓↓↓

http://www.acr.gr.jp/hatarakikata/

【登録申請受付開始：令和３年１０月１日～】

令和５年１０月１日から、

登録申請は、e-Taxをご利用いただくと

消費税の仕入税額控除の方式として、「適格請求書等保存方式」

手続きがスムーズです。

いわゆる

インボイス制度

が導入されます。

※インボイスとは、登録番号や一定の事項が記載された請求書や
納品書、その他これらに類するものをいいます。

【フリーダイヤル】 0120-205-553
【 受 付 時 間 】 9：00～17：00 （土日祝除く）
詳しくお知りになりたい方は、
国税庁ホームページの
【インボイス制度特設サイト】を
ご覧ください。

３

『国』の補助金申請には、GビズIDが必要です！
【GビズID】とは、１つのアカウントで様々な行政サービスにアクセスできる認証システムです。
GビズIDのうち「ｇBizプライム」でIDとパスワードを取得することで補助金の電子申請が可能に!!
アカウントは無料で取得できますが、作成には２～３週間を要しますので、公募開始前からの
ご準備をお願いします。
●下記の補助金申請は、電子申請システムでの受付となっています。

GビズIDプライムアカウントの取得

が必要です。

ID取得は
コチラから

①ものづくり補助金
②小規模事業者持続化補助金（一般型）※電子申請希望者のみ
③小規模事業者持続化補助金（低感染リスク型ビジネス枠）
④事業再構築補助金
⑤IT補助金

『商工会議所福祉制度キャンペーン』実施のお知らせ
ベストウイズクラブでは、
「福祉制度キャンペーン」を

5/6～6/30

に

実施いたします。本キャンペーンは、
『商工会議所福祉制度』を会員の皆様にご理解

いただき、会員事業所の福祉向上にお役立ていただくことを主な目的としています。
『商工会議所福祉制度』は、経営者・役員の皆様の保障や退職金準備他、入院・介護

・老後に備えた様々な保障ニーズにお応えするものです。

商工会議所職員とアクサ生命保険株式会社の担当社員がお伺いした際には、
是非ご協力いただきますようお願い申しあげます。

※「ベストウイズクラブ」は、商工会議所共済制度・福祉制度の普及・推進を目的とし全国各地の商工会議所およびアクサ生命保険株式会社により運営されている組織です。

CO O L B I Z
【実施期間】 ５月１７日

コラム
憩

～ ９月３０日

『5秒でスタートダッシュ』

当商工会議所では、地球温暖化防止及び、省エネルギー
対策の一環として「クールビズ運動」を実施しております。
実施期間中は、原則軽装（ノーネクタイ、ノージャケット等）で
勤務を奨励しております。
皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

早いものでゴールデンウィークも終わり、仕事に対するやる気が
起きなくなっている方も多いのではないでしょうか？私も、そんな
一人ですが、そんな方におススメな方法をご紹介します。
それは「5秒ルール」です。

３月 日に聖火リレーが開始され、いよい
よ東京オリンピックの開催に向けて動きが加
速しています。コロナ前は、多くの外国人が
この大会を観るために、日本を訪れ、リピー
ターとなり、日本経済に好影響を与えると期
待していたので、外国人観客の受け入れがな
くなり、非常に残念です。また、ワクチン接
種も滞る中で、開催されるということもあり
、日本と世界にとって「一大感染イベント」
とならないか心配です。
しかし、この大会は日本が震災を克服し、
コロナと懸命に戦っている姿を発信する絶好
の機会であり、また実際に目の前でアスリー
トたちの素晴らしいプレーが繰り広げられれ
ば、ラグビーワールドカップの時のような盛
り上がりをみせるのではないかと期待もして
います。
開催が懸念されていますが、国中を漂う閉
塞感や暗い気持ちを打ち破り、社会を明るく
してくれる大会になることを切に願います。
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松岡
徹

行動しようと思った時、心の中で「５，４，３，・・」とカウントダウン
をして、ゼロになるまでに「必ず実行に移す」というもの。
人は先のことを考えすぎると、なかなか行動しない性質がありま
すが、行動すると脳が自然とやる気になります。やる気があるから
行動するのではなく、行動することでやる気が起きるんです。
ですので、この「5秒」のカウントダウンを行うことがキッカケとな
り、強制的に行動して、自分の意志とは関係なく、やる気を出すこ
とができます。
「目を閉じて、数字をカウントダウンする。」
このシンプルな行動だけで、あれこれ悩むことが
なくなり、すぐ行動に移せます。
仕事だけでなく、日常生活でも使えるので、
試しにやってみてはいかがでしょうか？

４

