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理事・常務理事・各委員会の委員長及
び副委員長の陣容が発表されました︒
新役員の皆さまには︑１期２年の任期
ですがさらなるご活躍を祈念するとと
もに︑退任される役員の皆様におかれ
ましては︑就任中のご尽力に対し改め
て感謝を申しあげます︒
休憩後再開された事業計画案の議案
説明では︑大迫会長より︑主に委員会
活動の活性化が訴えられ︑次に各委員
長より事業計画が発表されて︑予算案
とともに議案すべてが︑提案どおり承
認可決されました︒
会議終了後︑３期６年以上にわたり
役員を務め︑退任される前田俊雄監事
及び荒添美穂理事に対し︑大迫会長よ
り感謝状が授与されました︒次に︑例
会皆勤者の表彰があり︑岡村信幸会
員︑笹井昭宏会員︑森山勇太佳会員の
三氏が受賞されました︒表彰終了後︑
玉井行人副会長により閉会挨拶が述べ
られ︑第一部が終了しました︒
休憩をはさみ︑ 時 分過ぎから第
二部懇親会が開会︒当法人名誉会員の
日本銀行北九州支店宮田慶一支店長に
よる乾杯のご発声で宴が始まりまし
た︒
懇親会の中で︑改めて新役員が自己
紹介され︑それぞれ今年度活動につい
て抱負を語っていただき︑懇親会は大
いに盛り上がりました︒
その後︑北九州市今永博副市長の万
歳三唱と︑小野功新副会長の閉会挨拶
をもって第 回定時社員総会は盛会の
うちに無事閉会となりました︒
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回定時社員総会開催
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当法人の定時社員総会は︑平成 年
５月 日 時からホテルクラウンパレ
ス小倉において開催されました︒
本総会では︑当法人社員︵正会員︶
総数３０４名のうち２３９名︵うち委
任状出席１３９名︶の出席を得て︑榎
本満秀副会長による開会挨拶に続き︑
国歌斉唱︑中経協宣言の後︑大迫益男
会長より平成 年度の活動報告を含め
た挨拶がありました︒
引き続き︑議場において堺俊治副会
長を議長︑荒添美穂理事を副議長に選
任し︑議案の審議に入りました︒
今年度は役員改選の年にあたり︑平
成 年度の事業報告・決算報告の議案
が粛々と承認されました︒役員選任の
議案では︑役員選考委員会より推薦さ
れた第 期の理事・監事が全員承認さ
れました︒
その後の休憩の間に次期理事会が開
催され︑次年度の会長に大迫益男会長
を選任︒再開された会議において︑そ
の旨とその他選任された副会長・専務
28
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直方建機
株式
会社

平成 年５月 日
ホテルクラウンパレス小倉
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建設機械 整備・販売・レンタル

長

大迫 益男
今期︑副会長を拝命させて頂
く事となりました橋本でござい
ます︒
何分にも初めての役職で︑不
慣れな点での不行届等︑多々あ
ろうかと思いますが︑北九州中
経協の更なる発展を願い微力な
がら責務を果たしていく所存で
ございます︒

副会長

今年度︑副会長の要職を拝命
いたしました︒２年間よろしく
お願いいたします︒なにぶん中
経協そのものをこれまでよく知
りませんでしたので︑現在︑猛
勉強中です︒
日本経済は︑中小企業によっ
て支えられています︒北九州市
には優秀な技術やサービスを誇

副会長

すが︑固定費が１８００万円か
かっています︒面白い︑楽し
い︑ためになる講師を例会に呼
ぶためにも︑必要な経費です︒
余裕のない運営の中で︑今期は
一人でも多くの新しい会員を増
やす事で︑一面は新たな人脈作
りと︑一面は会費収入が増える
ことで︑安定した執行部運営の
ためにも︑常駐の専務理事の確
保をしていきたいと思っていま
す︒
これからも︑素晴らしい会員
の皆さんとの交流の場であり︑
意義ある例会参加できる北九州
中経協を目指していくつもりで
すので︑皆様のご協力をよろし
くお願いします︒

会

役員あいさつ
副会長・会長補佐

中経協連携担当

又併せて︑総務︑広報両委員
会を担当させて頂く事にもなり
ました︒
各委員会の委員長︑副委員長
と連携を取りながら委員会活動
にも積極的に参加して会員相互
の交流を深め︑元気で明るい委
員会を作っていかなければと考
えております︒
先ずは故郷である北九州とい
う地域が豊かに活性化していく
事を願って︑この二年間の役割
を有意義に︑かつ少しでも皆様
のお役に立てるよう努めてまい
りたいと思います︒
今後共︑皆様の変わらぬご指
導︑ご鞭撻の程何卒よろしくお
願い申し上げます︒

る素晴らしい中小企業がたくさ
んあります︒それらの企業の経
営者のみなさんと交流し︑お互
いに刺激を与え合って高め合え
ることを楽しみにしています︒
今年度は女性部会を担当させ
ていただきます︒これまでの日
本は︑残念ながら女性の活躍の
舞台が限られていました︒しか
し︑安倍首相も﹁女性が輝く社
会に向けてウィメノミクスを発
信する﹂と明言したように︑新
しい時代に突入しました︒
私は女性部会の平真理子部
会長とともに︑北九州の女性
たちがさらに輝くお手伝いを
する覚悟です︒どうぞ︑よろ
し く お 願 いいたします︒

今般︑副会長の任を拝しまし
た伊倉と申します︒入会したば
かりで未だ知らないことばかり
で至らぬ点が多いことと思いま
すが︑会員の皆様のご協力をい
ただきながら︑大迫会長のサ
ポート役を務めさせていただき
ます︒
国内経済は︑概ね景気回復基
調にありますが︑当地域を含む
地域経済を見渡しますと︑首都
圏・中京圏・関西圏等特定地域
への集中や少子高齢化の進行等
の影響で︑景気回復の実感を抱
きにくい状況にあります︒
このような状況下︑微力では
ありますが︑会員の皆様ととも
に︑より活力あふれる街北九州
を目指し︑地域活性化に貢献し
てまいりたいと思っておりま
す︒
皆様のご支援︑ご協力をよろ
しくお願い申し上げます︒

伊倉 信彦

会長あいさつ

が︑なにぶん初めての役職であ
り︑不慣れな点が多々あると思
いますが︑両委員会の皆様に少
しでもお役にたてることが出来
る様に努力してまいります︒

会にて北九州市内の留学生と交
流させていただき︑北九州およ
び日本に対する率直な意見を聞
くことができました︒その経験
を元に︑北九州の発展︑北九州
の国際舞台での立場について︑
会員企業の皆様と活発な意見交
換をさせていただきたいと思い
ます︒
北九州中経協の更なる発展を
願い努力して参ります︒未熟で
はございますが︑皆様のご指導
とご鞭撻をよろしくお願い申し
上げます︒

ヤルホテル小倉さんとの協調な
くしてできなくなっています︒
各委員会の会員数が 名を超
え︑委員会開催場所の確保が大
変になってきている一方で︑ス
リーピング会員が増えてしまっ
ている実情もあります︒せっか
く会員になったからには︑北九
州地域の素晴らしい経営者及び
管理者の方々との人脈作りをし
ていただきたいのですが︑残念
ながらそのような環境作りがで
きていない事が一番の問題かも
しれません︒
今期は︑地域へのアピール
や︑参加型のイベントを開催す
るよりも︑各委員会の活性化︑
会員が出席したいと思える委員
会開催をお願いしています︒ま
た︑現在会員数は３００名強で

北九州中小企業経営者協会

新しい年度を迎え︑
更なる飛躍にむけての会員の調和

今年度︑３期目を迎えまし
た︒１期目は︑﹁進歩・自由
夢﹂と題して︑北九州市民参加
型の講演等を開催してたくさん
の方に参加していただき︑意義
のある会を開催できました︒
２期目は︑北九州市制 周年
に参加する中で︑﹁ Xʼmas
﹂とし
Fantasy in Kitakyusyu
て︑冬花火を遂げることができ
ました︒午後からのイベント︑
ゆるキャラ大集合から始まって
レーザーと花火で締めくくら
れ︑北九州市民の皆さんに喜び
を与えることができました︒
どうしても︑隔年開催行事に
なってしまいますが︑毎年度行
うビールフェスタだけは︑ 年
経っても毎年参加人数を更新し
ていて︑開催会場のリーガロイ

副会長

今年度︑副会長の任を拝命致
しました︒何分初めての役職で
あり不慣れな点はあるかと思い
ますが︑２年間よろしくお願い
致します︒
今年度は地域交流委員会と国
際交流委員会を担当させていた
だきます︒昨年︑国際交流委員

副会長

このたび︑副会長という重要
な役職を拝命させていただくこ
とになりました︒
日頃の業務も多忙な中︑北九州
中経協の発展のために︑私の出
来る範囲で貢献していきたいと
思います︒
会員研修委員会と地区交流委員
会を担当させていただきます
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女性部会担当
総務・広報担当

地域交流・国際交流担当
会員研修・地区交流担当

佐久間 庸和
橋本 美登里
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田中 邦夫
功
小野

3次元網状構造形状

● 地域交流委員会
副委員長

秦

幸司

副委員長

● 地区交流委員会
副委員長

● 総務委員会

交流を深め︑中経協メンバーの距離
感を無くす事が︑継続した使命であ

地区交流委員会は地域又会員間の

岡田 真治

当委員会は︑行政及び関係経済団
体と連携しながら︑中経協独自の活
動に取り組んでおります︒

委員長

神谷 辰生

委員会・部会ご紹介

おります︒
実りある例会にする為には︑経営
に対して即効性のある内容はもちろ
ん︑時事問題から世界経済に至るま
で︑幅広く学ぶ事の出来る魅力ある
講師を選定しなければなりません︒
中経協が掲げる﹁北九州地域経済
の発展﹂に少しでも貢献出来るよう
努力して参りますので︑会員企業の
皆様の御理解︑御協力を是非ともよ
ろしくお願い申し上げます︒

ますが︑中経協の会員であることの
メリットや中経協の組織力︑そして
地域への影響力が十分に認識されて
いないのが現状です︒また︑中経協
の魅力を体感しないままに退会する
会員も後を絶ちません︒これら諸問
題の解決に取り組むべく当委員会で
は︑会員の出席率と定着率の向上を
目的とした会員向けの研修やセミ
ナー等の事業を実施します︒
中小企業基盤整備機構と連携し︑
会員のみならず中経協以外の企業も
対象とした公益性の高い事業を実施
し︑地域経済発展に貢献します︒

委員長

● 例会委員会

当委員会は︑一人でも多くの方に
ご参加頂ける充実した例会運営を目
標に︑委員一丸となって取り組んで

● 会員研修委員会

今年度は会員研修委員会を担当さ
せていただきます︒現在︑中経協は
約３００社の会員企業を擁しており

流委員会会員の皆様︑月ごとの委員
会への出席を是非お願い致します︒
委員会は皆様がオープンに意見を
交わせる場にしたいと思っていま
す︒
また委員会の後の懇親会では︑
久し振りの会員様でも︑すぐにと
け込める様な︑アットホームな雰
囲気です︒
九月の観月会︑十二月の忘年会の
企画・実行をしてまいりますが︑有
意義な会となる様︑皆様のご協力を
よろしくお願い致します︒

員会ですが︑新枦副委員長と力を合
わせ︑盛り上げていきたいと思いま
す︒
活動方針としては︑ＮＰＯ北九州
市大連交流協会のサポート︑国際理
解を目的とした留学生との交流会︑
近隣諸国への視察︑そして︑今期初
の試みとして︑視察前に大学教授等
を招いた歴史勉強会等を考えており
ます︒
会員皆様方のご指導のほど︑よろ
しくお願い申し上げます︒

ます︒
さて︑今年度の当委員会の重要な
ミッションは︑本年十月二十七日に
福岡市で開催される﹁福岡県中小企
業経営者協会連合会四十周年事業﹂
に積極的に参画し︑その成功に尽力
することです︒こちらは県連合会事
務局を通じ︑県内の他地区の中小企
業経営者協会との連携を深める絶好
の機会でもあります︒この実践によ
る福岡県内の経済活性化を通じ︑地
域貢献を果たす事が可能ともなりま
すので︑会員の皆様のポジティブな
ご協力を心よりお願い致します︒

三井 良彦

● 広報委員会

や団体にありますが︑どちらかとい
うと地味なイメージを持たれている

﹁総務﹂部署は︑ほとんどの企業

阿部 潤二
淳

● 青年部会

また広告のプロも参加して頂いたこ
とから︑今まで以上に充実した紙面

広報委員会は今期会員数も増え︑

坂本

● 会員交流委員会

様々な場を通して︑会員の皆様の
交流の和を広げていきたいと思って
おります︒そのためにも︑まずは交

● 国際交流委員会

この度︑田中委員長の後任として
国際交流委員会の委員長を仰せつか
りました中村です︒３年目の若い委

● 中経協連携委員会

会員企業の皆様方が楽しく親しく
なれる委員会活動を通して︑地域経
済の発展に尽くす事を目指しており

今年度︑青年部会の部会長を務め
させていただきます︑井手口です︒
よろしくお願いします︒当部会は︑

● 女性部会

女性部会長を拝命しました平真理
子でございます︒今年度女性部会は
女性会員並びに会員企業の女性役員

具体的には︑①﹁進歩自由夢﹂の
開催︑②青少年育成イベントの開催
︵ギラヴァンツ北九州サッカー教室
の開催等︶︑③ギラヴァンツ北九州
の支援︵ホームゲーム観戦の促進・
スポンサー協賛・ファンクラブ加入
の紹介等︶といった活動を行ってい
ます︒
そしてこのような活動に会員が多
数参加していただくことによって︑
会員同士の交流がますます盛んにな
るように運営していきたいと思って
おります︒

ると考えています︒
そのため︑委員会のルールとして
﹁出席率の向上﹂︑﹁イベント・催
事への積極的な参加﹂を基本として
考えています︒
委員会活動としては︑地区交流部
会による委員会を横断した中経協メ
ンバーの交流の場を設けることによ
り︑新たなビジネスパートナーの拡
大や継続性・信頼性のあるコミュニ
ティの創造などを行っていきます︒
更なる中経協の発展に寄与するべ
く︑二年間の短い時間を有効に使え
るよう頑張ってまいります︒

方が多いと思います︒
私どもは︑当委員会がホスピタリ
ティあふれる運営を図ることによ
り︑会員各位や委員会の活動が円滑
に執行されるようサポートしていき
たいと考えています︒また︑委員会
ではホームページをもっと活用し
て︑会員プロフィールや会員企業活
動を幅広くご紹介できれば︑会員各
位の事業に貢献できると考え︑ホー
ムページの活性化を図ります︒当委
員会自体も委員相互の理解を深めて
いけるよう配慮いたします︒二年間
どうぞよろしくお願いいたします︒

を目指していきたいと思っていま
す︒
会員の皆様に認められる広報誌と
して努力するのは勿論のこと︑広く
一般の方にも喜ばれ︑さらには会員
増加に繋がるような誌面になること
が理想だと思っています︒
また︑新たな試みとして会員の皆
様に有益な上︑さらには中経協の事
業活動になるような事も検討中で
す︒
今期二年間︑委員会全員力を合わ
せ頑張ります︒どうぞ︑よろしくお
願いします︒
若手会員︵ 歳以下 を
) 中心に︑北
九州地域経済の発展を目的として︑
北九州を学び︑北九州の地域経済発
展のために何をすべきかを考え︑具
現化できる活動を行います︒また︑
他中経協との交流や親睦を深める活
動の企画運営を行います︒６月・７
月には︑北九州市役所の産業経済局
の担当部長と課長に講演していただ
き︑北九州の現状や魅力について学
ぶことができました︒今後も︑精力
的に活動していきますので︑ 歳以
下の方は︑是非︑青年部会にご参加
ください︒よろしくお願いします︒

や社員の方々を対象に専門分野の方
にご指導をいただき︑専門分野以外
の情報を得て︑参加していただいた
方々の企業の発展を目指します︒歴
代の諸先輩方にご指導いただきなが
ら女性ならではの視点で皆様が楽し
める企画をして参ります︒私自身も
女性経営者の方々に学び︑そして楽
しみながら二年間という任期を一生
懸命努めますので︑皆さんの温かい
ご支援とご協力を宜しくお願い致し
ます︒また男性会員の参加も大歓迎
でございますので︑ご案内が参りま
したらどうぞご参加くださいませ︒
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相知 賢二
篤
松本

浩
山本
高築 あい

副委員長
副委員長

副委員長
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新枦 達也
順
柏木

石川 浩司

古賀 勇基

古宮 清孝
田名網亜衣子

委員長

副委員長
副委員長
副委員長
副委員長
副 委員長

井手口智一
平 真理子

中村 慎次

委員長

大平 俊彦

山重 浩二
江渕 泰生
福永 瞳士

部会長
部 会長

委員長
委員長
委員長
委員長
委 員長

２０１４年度

ビールフェスタ開催
過去最高の
８００人近くの
参加者が来場
今年は５月 日に︑総会が
行われ例会委員会委員長を承
認され︑６月２日に理事会の
間にチケット印刷︑イベント
内容等︑時間の的に制約の
中︑初めての事で大変でし
た︒
先輩諸氏のアドバイス及
び︑委員会メンバーの大変な
協力で７９６名と過去最高の
入場者数となりました︒
ステージイベントでは︑癒
し系おやじバンド﹁ＯＦＦ﹂
の 年代 年代洋楽を中心と
した演奏や︑フラダンス︑で
楽しんで頂いた後︑恒例の豪
華賞品が当たる大抽選会が行
われました︒
グアム・ペア旅行︑台湾・
ペア旅行︑お伊勢さん・ペア
旅行のほか︑ダイソンの羽無
し扇風機︑そして特別賞とし
てホンダのバイク等︑豪華賞
品︵３００点近い協賛品︶等
で盛りだくさんでした︒
大迫会長の挨拶から︑橋本
副会長の閉会の辞まで︑３時
間近い間︑楽しんで頂けまし
28

たでしょうか︒
初めて委員会として迎えた
ビールフェスタ︒考えること
ばかりです︒
最後に︑協賛品を用意して
頂いた皆様と︑お手伝い頂い
た例会委員会の皆様︑そして
当日ビールフェスタに来てい
た皆様に感謝します︒ありが
とうございました︒
︵例会委員長 大平 俊彦︶

80
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放送大学教授

高橋 和夫
氏

６月の例会講師は︑放送大
学教授の高橋和夫先生です︒
高橋先生は︑地元の小倉西
高校から大阪外国語大学外国
語学部ペルシャ語科を卒業さ
れ︑中東情勢や歴史における
中東研究の第一人者です︒
また︑湾岸戦争前に日本人
で唯一サダム・フセイン大統
領と面会しました︒
当日の演題は﹁イラク核問
題とシリア内戦﹂でした︒日
本国内からは中東問題は新聞
や︑テレビのニュースでしか
知りえないですが︑非常に参

６月例会報告

講演会開催

北九州の現状と未来
青年部会活動報告
◆第２回青年部会

二次会では上田講師を交え
講演では聞けなかった内容な
ど︑また違う意味での良い懇
親会になりました︒
青年部会では今後も講師を
招いて講演を予定しておりま
す︒青年部会の皆様は是非参
加していただき︑共に有意義
な時間を過ごして情報交換で
きればと思います︒
青年部会から北九州を盛り
上げましょう
︵青年部会長 井手口智一︶

い︑参加メンバーで北九州市
の観光産業の未来について
ディスカッションしました︒
とても充実した内容でした︒

考になりました︒
高橋先生の講演の後︑今ま
た中東情勢はイスラム武装勢
力による︑イスラム国や︑日
本人の誘拐事件︑リビアのト
リポリ空港制圧等︑緊迫した
情勢です︒
今回の例会は参加者数が少
し寂しい気がしました︒
例会委員会は会員の資質の
向上︑会員の皆様が︑﹁参加
したい﹂﹁社員の方を連れて
きたい﹂と思われるような例
会を目指します︒
︵例会委員長 大平 俊彦︶

講演を行う高橋和夫教授
第２回二次会の様子

◆第１回青年部会

び女性の労働参加率が︑全国
に比べて低いため︑高齢者・
女性の就業機会を増やす事が
できれば︑北九州市の活性
化・財政負担の抑制に繋がる
可能性があるとのことでし
た︒
鈴木講師の講演後︑各会員
の業種の観点において質問を
行い︑参加メンバーでディス
カッションを行いました︒北
九州市の現状と未来につい
て︑とても内容のある充実し
た時間を過ごす事ができまし
た︒
例として不動産業界では︑
学校区をアピールするより病
院や公共の交通機関︑高齢者
向けの住宅や施設をもっとア
ピールし︑高齢者のお客様を
取り込むことが必要だという
ことでした︒
その後行われた二次会は︑
鈴木講師も交え︑講演では聞
けなかった内容などを聞く事
ができ︑良い懇親会になりま
した︒

７月８日に北九州市産業経
済局 環境・ものづくり観光
担当課長 上田ゆかり様より
﹁北九州市の魅力確認﹂を
テーマとし講演を行っていた
だきました︒
上田講師は北九州市出身
で︑観光に携わって７年にな
るとのことで︑北九州市の観
光産業は他の市から視察に来
られるほど︑魅力があるとの
ことでした︒
お話を聞いていくと︑北九
州市民の私でさえ︑知らない
ことがたくさんあり︑北九州
の魅力について再確認させて
いただきました︒
その一方で︑来てくれる観
光客の宿泊率が低いという現
状を教えていただき︑北九州
の観光産業の課題を勉強しま
した︒
北九州市の魅力・課題を上
田講師よりご教授いただいた
後で︑各会員より質問を行

!!

!!
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青年部会では︑６月３日に
第１回部会を中経協事務局に
て開催しました︒
当日は︑北九州市産業経済
局産業振興部長︐鈴木優香様
に﹁北九州経済の現状につい
て﹂をテーマとし講演を行っ
ていただきました︒
鈴木講師が持つ北九州市の
イメージは︑﹁危ない・学研
都市・エコタウン・がれき受
け入れ・北九大﹂などでした
が︑実際に北九州に住んでみ
ると住みやすい都市だという
印象だそうです︒
また︑北九州市は高齢者及

第１回青年部会の様子

事務局だより
●新入会員
入会月
H26.05
社名／黒崎播磨㈱
会員／伊倉 信彦（いくら のぶひこ）
役職／取締役社長
担当／溝口
徹（みぞぐち とおる）
担当役職／総務グループマネージャー
所在地／〒806-8586 北九州市八幡西区東浜町 1-1
TEL 093-622-7224 FAX 093-622-7200
業種／製造業
所属委員会／中経協連携 所属地区／洞海
＜PR＞1919 年創業の耐火物製造、販売をメインと
する会社です。海外では、中国・アメリカ・スペイン・
オランダ・インドに拠点を構えています。

入会月
H26.05
社名／㈱ JB マネジメントオフィス
会員／久壽米木 正一（くすめぎ しょういち）
役職／代表取締役
所在地／〒800-0221
北九州市小倉南区下曽根新町 15-5-403
TEL 093-953-8558 FAX 093-953-9558
業種／コンサルタント
所属委員会／総務 所属地区／小倉南

入会月
H26.05
社名／㈱タカギ
会員／髙城 寿雄（たかぎ としお）
役職／代表取締役
担当／久保 忠志（くぼ ただし）
担当役職／取締役総務部長
所在地／〒802-8540 北九州市小倉南区石田南 2-4-1
TEL 093-962-0941 FAX 093-963-5792
業種／製造業
所属委員会／地域交流 所属地区／小倉南
＜PR＞弊社は浄水器、園芸散水用品、金型等を製造・
販売しているメーカーです。主力製品の蛇口一体型
浄水器は新築市場での採用で全国№1、散水用品で
もホームセンターでのシェア№1 です。海外ではベ
トナムに生産工場があり、また欧州や韓国への販売
も展開しています。
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入会月
H26.07
社名／㈱都市空間
会員／足立 浩啓（あだち ひろのぶ）
役職／代表取締役
所在地／〒808-0024 北九州市若松区浜町 1-4-7
TEL 093-761-3061 FAX 093-761-2877
業種／不動産業
所属委員会／国際交流 所属地区／洞海
＜PR＞当社は昭和 32 年若松区に若築建設㈱が所有
する埋立地を管理する目的で設立されました。平成
に入り、八幡西区や門司区において宅地開発事業へ
の取組みを開始し、最近では小倉北区泉台の宅地開
発事業を手がけました。今後もこれまでに培った開
発ノウハウを活かし、北部九州を中心にお客様が所
有する土地の有効活用のご提案や事業化のお手伝い
に取り組んで行きたいと思っています。

入会月
H26.07
社名／サンナイト プランニング
会員／内藤 則雄（ないとう のりお）
役職／代表
所在地／〒802-0841 北九州市小倉南区北方 1-16-10
ホワイトパレス北九大前 1105
TEL 093-964-3411 FAX 093-964-3110
業種／サービス業
所属委員会／地域交流 所属地区／小倉南
＜PR＞ブライダル・フューネラルサービススタッフ
の業務請負・ウエディングプランナーの教育、派遣・
結婚式場、レストラン運営のコンサルティング・多
様なイベント、式典の企画運営。

(あべ

九州朝日放送 北九州支社
北九州支社長 穴井 健一
晃 (おざわ
→ 小澤

あきら)

西松建設㈱
福岡営業所長 前田 紳太
→ 田中 広起 (たなか

㈱ＳＰ̲Ｌｉｎｋ
取締役 古賀えみ子
→ 古賀 勇基

ひろき)

㈱井筒屋外商サービス
代表取締役 後藤 博
→ 江渕 泰生 (えぶち

西日本フードサービス㈱
代表取締役 西村 繁利
→ 西村 繁 (にしむら しげる)

＜PR＞許認可、法人設立専門の行政書士事務所です。
建設業許可申請をはじめ、介護ビジネス、障害福祉
施設の立ち上げのお手伝いをしております。

九州朝日放送 北九州支社
副部長 新規登録
→ 花口 和巳 (はなぐち

＜PR＞港湾事業に関する公共工事や北九州地区にお
ける民間土木を行い、品質の向上・環境問題・社会
的責任の重大性を認識し、ISO 国際規格を取得して
いる。また、地域社会への貢献を心掛け、技術開発
にも力を注いでいる。

＜PR＞民家を改装した小規模デイサービスを運営し
て 1 年半、手作りの昼食や檜風呂でおもてなしいて
います。同業者も多く苦戦しております。北九州市
の経済動向や経営について学ぶ機会を頂ければ幸い
です。

入会月
H26.08
会員／蒲生 佳華（がもう よしか）
社名／しらゆりデンタルクリニック
役職／院長
所在地／〒800-0213
北九州市小倉南区中曽根 2-13-18
TEL 093-383-6480 FAX 093-383-6480
業種／歯科医院
所属委員会／国際交流 所属地区／小倉南

しんじ)

日産自動車九州㈱
代表取締役社長 児玉 幸信
→ 柴崎 康男 (しばさき

みのる)

●担当変更

入会月
H26.07
社名／㈱白海
会員／上野 世志史（うえの よしふみ）
役職／代表取締役
所在地／〒808-0021 北九州市若松区響町 3-1-33
TEL 093-751-0350 FAX 093-751-0837
業種／建設業
所属委員会／国際交流 所属地区／洞海

＜PR＞司法書士法人 五反田司法事務所は、北九州
を拠点とし、地域に根ざした地元密着型の司法書士
事務所として、懇切・丁寧・誠実な法務サービスを
提供してまいります。

西鉄旅行㈱
支店長 林 直史
稔
→ 安部

㈱ファースト・クリエイト
ＩＴ事業部長 後藤 創一
→ 岡田 真治 (おかだ

入会月
H26.08
社名／行政書士 武村綜合事務所
会員／武村 欽也（たけむら きんや）
役職／代表
所在地／〒802-0802 北九州市小倉南区城野 4-1-5
TEL 093-952-5939 FAX 093-330-4149
業種／行政書士
所属委員会／中経協連携 所属地区／小倉南

入会月
H26.08
社名／㈱ RIVERSIDE 廣田
会員／廣田 千賀子（ひろた ちかこ）
役職／代表取締役
所在地／〒802-0976
北九州市小倉南区南方 1-18-13
TEL 093-967-0630 FAX 093-967-0631
業種／介護事業
所属委員会／会員交流 所属地区／小倉南

入会月
H26.07
社名／司法書士法人 五反田司法事務所
会員／石川 智宏（いしかわ ともひろ）
役職／代表社員
所在地／〒803-0818 北九州市小倉北区竪町 1-4-11
TEL 093-592-3401 FAX 093-592-3437
業種／司法書士業
所属委員会／中経協連携 所属地区／小倉西

●名義変更

(こが

やすお)

ゆうき)

やすお)

山内興産㈱
代表取締役 末吉 泰宏
→ 末吉 志江 (すえよし

(公社)福岡県高齢者能力活用センター
理事・北九州センター長 大串 一弘
→ 村上 守峰 (むらかみ もりお)

ゆきえ)

㈱三井住友銀行北九州法人営業部
部長 後藤 英夫
→ 松本 浩司 (まつもと こうじ)

日産自動車九州㈱
取締役執行役員 斉藤 淳
→ 田中 圭三 (たなか

けいぞう)

㈱福岡銀行北九州本部
北九州営業部長 有田 徹也
→ 有岡 正治 (ありおか

かずみ)

しょうじ)

東京海上日動火災保険㈱
次長兼業務グループリーダー 長曽 篤志
→ 今井 崇 (いまい たかし)

㈱三井住友銀行北九州法人営業部
部付部長 仁城 正雄
→ 小松 正則 (こまつ まさのり)

西部ガス㈱
北九州支社総務部長 高山 健司
→ 渡辺 茂 (わたなべ しげる)

㈲リリーフプランニング
主任 新規登録
→ 森 大祐 (もり

ホテルマネージメントインターナショナル㈱
ホテルクラウンパレス小倉
代表取締役 神部 誠二
→ 大垣 敏和 (おおがき としかず)
コカ・コーラウエスト㈱
九州ベンディング市場開発一課
ベンディング北九州支店支店長 衛 重信
→ 大平 道夫 (おおひら みちお)
㈱サニーライフ
営業統括部長 中島 禎一
→ 竹田 博幸 (たけだ

㈱スターフライヤー
代表取締役常務執行役員 米原 慎一
→ 高橋 信 (たかはし まこと)

コカ・コーラウエスト㈱
九州ベンディング市場開発一課
シニアテリトリーマネージャー 森山 護
→ 松岡 政昭 (まつおか まさあき)
㈱千草
外商マネージャー 内藤 則雄
→ 野田 昇一 (のだ しょういち)
㈱ギラヴァンツ北九州
事業本部・営業部営業グループ課長 新規登録
→ 藤本 悦男 (ふじもと えつお)

ホームページ・印刷のご相談にお応えします！
現在、広報委員会の事業はホットチャンネルの製作です。
今期の広報委員会には、印刷会社やデザイン、写真関連会社、そして
マスコミなど広く広告に関する会社が集まっています。
そこで、広報委員会がいわゆる「広告代理店」となり、会員企業様の会社で行う
広告や印刷、ホームページ等の相談・制作の窓口となり、会員企業の皆さんと一緒に
取り組んで行きたいと考えております。

見積り

広告主

業者募集

広報委員会

見積り

業者選定・管理

（中経協会員）

制作業者

（中経協会員）
支払い

（学）西日本工業学園 西日本工業大学
事務局長 鹿田 磨樹
→ 丸山 聡 (まるやま さとし)
住友生命保険相互会社北九州支社
北九州支社長 松山 雅映
→ 藤田 昌秀 (ふじた まさひで)
小倉ターミナルビル㈱ ステーションホテル小倉
代表取締役社長 田中 章二
→ 馬場 義文 (ばば よしふみ)
㈱西日本シティ銀行北九州総本部
取締役常務執行役員北九州総本部長 川本 惣一
定野 敏彦 (さだの としひこ)
→
㈱福岡放送 北九州支社
北九州支社長 小串 隆二
→ 山下 省吾 (やました

しょうご)

㈱肥後銀行北九州支店
支店長 森 浩文
→ 渡邊 城司 (わたなべ

じょうじ)

㈱井筒屋外商サービス
代表→担当へ
博 (ごとう
→ 後藤
西鉄バス北九州㈱
計画課課長 岡本 卓也
→ 松村 茂寿 (まつむら

ひろし)

しげとし)

一般社団法人 若松労務経営管理協会
職員 臼井 忠視
→ 地頭園 智恵 (じとうぞの ちえ)

だいすけ)

広報委員会がみなさまのお悩みを解決！

相談・発注

ひろゆき)

ＲＫＢ毎日放送㈱
北九州支社営業部長 古賀 照章
→ 塩塚 晃次 (しおつか こうじ)

市場価格より安価に作成

＜PR＞食品製造全般に関る技術開発、商品企画、プ
ロセス、設備開発設計・制作、そして製造生産をハー
ド、ソフト両面から技術支援するトータルコーディ
ネイト会社です。

入会月
H26.06
社名／ＭＫホテル運営㈱
会員／奥野 照章（おくの てるあき）
役職／代表取締役社長
担当／山縣 圭二朗（やまがた けいじろう）
担当役職／法人営業部支配人
所在地／〒801-8503 北九州市門司区港町 9-11
TEL 093-321-1111 FAX 093-321-7111
業種／ホテル事業
所属委員会／総務 所属地区／門司

表紙の写真について
幕末から明治時代にかけて日本の近代化に貢献した産業
遺産群、「明治日本の産業革命遺産

九州・山口と関連地域」

が、平成 27 年の世界文化遺産登録に向けてユネスコへ推
薦されています。この遺産群は、北九州市を含む 8 県 11
市にまたがる 23 資産からなり、北九州市からは、旧官営
八幡製鐵所関連施設が構成資産に選ばれています。
写真上段は、現在の「官営八幡製鐵所旧本事務所」で、
新日鐵住金八幡製鐵所の構内にあります。八幡製鐵所創業
2 年前の 1899 年に竣工した初代本事務所です。中央にドー
ムを持つ左右対称形の赤煉瓦建造物で、長官室や技監室、
外国人顧問技師室などが置かれました。（撮影：坂本

淳）

写真下段は、1900 年に開業前に行われた、伊藤博文総
理の視察時の記念写真です。写真には、伊藤博文をはじめ、
森鴎外等も写っています。現在、施設は新日鐵住金八幡製
鐵所として稼働中の構内にあり、非公開です。

納品

HOT! CHANNEL 12

北九州中経協

「冬花火」
今シーズンも開催予定
昨年、会員の皆様の御協力により開催し、市民をはじめ、沢山の方に好評だった冬花火が今年も開催に向けて動き
始めました。
今回は、中経協全体の事業ではなく、会員研修委員会・地域交流委員会・地区交流委員会の 3 委員会が主体とな
る事業で開催される予定です。昨年よりも事業規模を縮小して、予算も半分以下で行って行く予定です。
昨年行った、ステージイベント（ゆるキャラやバンド演奏等）は行わず、又、花火の打ち上げも海上から陸上に変
更し経費の削減を考えております。
現在、行政（市役所や警察、海上保安庁等）と開催日時や場所を含め、調整を行っており、前回同様、事故が無く
無事に開催出来る様に行いたいと思っております。
北九州の街の活性化に、北九州中経協が行う事業です。会員の皆様の、ご理解とご協力のほど、よろしくお願い致
します。
なお、開催日等詳しい事が決まりましたら、各委員会にて理事よりご報告いたします。

■発行日／２０１４年９月

誰 か に 伝 え た い も の が あ り ま す

そ の 想 い を 形 に

日

10

■編集発行／一般社団法人北九州中小企業経営者協会

あなたの想いを形にするために私たちはチームでサポートします

北九州市小倉北区船場町１ー
北九州市立商工貿易会館１Ｆ
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TEL 093-541-0620
FAX 093-541-0628
mail : info@chukeikyo.net http://www.chukeikyo.net/

htt p ://w w w .z p x .c o .j p /
■本社・工場／〒8 0 0 - 0 0 6 4 北 九 州 市門司区松原3丁目5番8号 TEL093（372）3333 ( 代 )
■北九州営業（ 1課・2 課・3課・流 通 営 業 部） ■福岡営業所 ■熊本営業所 ■東京営業所
事業内容

■業 務 用・販 促 用 他 商 業 印 刷

■ 住 宅 地 図 、業 務 用 地 図 他オリジナル地 図 印 刷

■書 籍・刊 行 物 他 企 画 出 版 印 刷

■特殊印刷

■情 報サ ービス

■ 光 沢 加 工（ P P・U Vニス他 ）

