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まるごと応援券・補助金案内・共済案内・青色申告会
中心商店街活動・会員交流会・商談会
青年部・女性会・新規会員様のご紹介・スケジュール
かしまビジネスサポートセンター・会報へのチラシ折込みについて

新年ご挨拶・従業員表彰のご案内
まるごと応援券・補助金案内・共済案内・青色申告会
中心商店街活動・会員交流会・商談会
青年部・女性会・新規会員様のご紹介・スケジュール
かしまビジネスサポートセンター・会報へのチラシ折込みについて

　鹿島・武雄の商工会議所と観光協会の４者が連携し、武雄温泉駅発着で武雄市・
鹿島市・太良町を巡る日帰りバスツアー（１１月～１２月）を企画し、その発表会を
行いました。
　西九州新幹線の開業効果を周辺自治体にも広げるための観光連携事業となり
ます。新幹線利用客を呼び込み、鹿島市の認知度向上と交流人口を増加させる目
的です。このツアーをきっかけに県内外の多くの人に鹿島をおとずれていただく
ことを願っています。

武雄・鹿島観光連携事業発表式を開催しました。左から武雄市観光協会 山下会長、武雄商工会議所 溝上会頭、鹿島商工会議所 森会頭、鹿島市観光協会 中村会長
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　明けましておめでとうございます。
　令和５年の新春を迎え、謹んでお喜び申し上げます。
　新型コロナウイルス感染症の発生から４年目を迎えようとしていますが、いまだ収束は見通せず、更
にはロシアのウクライナ侵攻や過度の円安などによる原油や資材・物資の値上がりなど、なかなか先の
見通せない状態で新年を迎えることとなりました。
　商工会議所といたしましては、国や県、市の支援策を活用しながら、「まるごと応援券」の追加発行
や、金融や補助金等の相談対応など、事業者の皆様に寄り添った支援をさせていただいてまいりまし
た。これからも、皆様と共にコロナ禍を乗り超えてまいりたいと思っております。
　昨年秋にリレー方式による西九州新幹線が開業し、長崎本線は上下分離となってしまいました。特急
の本数が１４本と激減し、肥前浜駅から先は非電化になるなど、懸念した通り、利便性が低下してしまい
ました。このことについて、昨年１０月、知事に対して、利便性の確保についての要望をおこないました。
さらに、それに代わる道路網の整備についても、国道４９８号の鹿島市から長崎自動車道までの高規格
道路「鹿島・武雄道路」の整備を要望し、併せて、有明海沿岸道路の「福富・鹿島間」の整備促進と、諫早ま
での延伸も要望いたしました。今後も更に強く要望してまいりたいと思っております。ただ、長崎本線を
今後も我々の大切な足として守っていくためにも、ぜひ利用していただきますようお願いいたします。
　なお、広域交通ネットワークの推進や新幹線開業効果を活かす観光ルートの開発には、近隣市町との
連携が不可欠であります。手始めとして、昨年１１月と１２月、武雄商工会議所と連携し、武雄温泉駅発
着の鹿島・太良をめぐるバスツアーを企画し催行いたしました。今後は、今まで以上に連携を強化し、鹿
島の観光やサービス資源を基に、地域の浮揚に貢献していきたいと思っております。
　結びに、事業承継支援や創業支援、かしまビジネスサポートセンターにおける様々な支援など、県や
市と連携しながら、会員の皆様に「相談してよかった」と言っていただけるよう、
取り組んでまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
　コロナ後を見据え、輝きと希望に満ちた年となりますようお祈り申し上げまし
て、新年の挨拶とさせていただきます。

新年ご挨拶

令和５年正月　鹿島商工会議所　会頭　森　孝一

会員事業所永年勤続・優良従業員等表彰のご案内
　永年にわたる事業所への貢献に感謝を込めて、また従業員の方々の志気高揚策として、
ぜひ活用ください。

●表彰式 　 令和５年3月22日（水）　【鹿島商工会議所通常議員総会での表彰式です】
●詳しくは、同封の「会員事業所永年勤続・優良従業員等表彰のご案内」をご覧ください。

永年勤続従業員表彰

優 良従業員表彰

☆

☆

…会員事業所に10年以上勤務され、勤務成績が優秀な従業員を表彰

…会員事業所の従業員として、業務上有益な考案等をし、企業の発展に貢献し、その
功績が顕著な従業員を表彰



Kashima Chamber of commerce and Industry 32023年1月号

「小規模事業者持続化補助金」＜一般型＞

青色申告会共済案内

まるごと応援券 補助金案内

　コロナの影響および物価高が続く中、低迷する
消費を回復させようと、鹿島市民１人につき応援
券５，０００円が追加発行となり、これに伴い有効
期間も令和５年３月１２日（日）まで延長となりま
した。
　引き続き加盟店舗も募集しておりますので、こ
の機会にぜひご加盟下さい！

補助金を利用して販路開拓に取り組みませんか？
【取り組み事例】
・違うターゲットへサービス強化するための「店舗改装」
・自社サービスを明確にした「看板設置」
・新サービスや商品を提供するための「新しい設備導入」

【対象者】※常時使用する従業員数
・商業、サービス業（宿泊業・娯楽業除く）：５人以下
・サービス業のうち宿泊業、娯楽業、製造業その他：２０人以下

【補助金額等】
・補助率：対象経費の２／３以内
・補助額：５０万円以内（通常枠）

２００万円以内（創業枠）
１００万円以内（インボイス枠）

【申請期限】
・申請受付締切：令和５年２月下旬予定

【お問い合せ先】
鹿島商工会議所　電話：０９５４－６３－３２３１

『かしまを元気に！まるごと応援券』
引き続き加盟店募集中です

『かしまを元気に！まるごと応援券』
引き続き加盟店募集中です

個人事業主の方は、確定申告のご準備をお願い
します！

確定申告がはじまります

詳しい内容や税務署からの申告会場の
お知らせは、下記をご覧ください。

令和5年２月１６日
～３月１５日まで

所得税申告期間

国税庁 確定申告会場のお知らせ

〈見本〉

〈見本〉
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会員交流会 商談会

　令和４年１２月７日（水）に鹿島商工会議所会員
で50歳未満の代表者もしくは事業承継予定者を
対象に「若手経営者向けリーダーシップセミナー」
と懇親会を開催いたしました。
　講師に、かしまビジネスサポートセンターのメイ
ンアドバイザーでもある林中小企業診断士事務
所の林幸一郎氏をお招きし、経営理念の必要性
や立て方などについて講演いただきました。その
後の懇親会では異業種ということもありこれまで
話す機会が少なかった方々とお話でき、貴重な交
流の場となりました。
　これからも様々な交流会やセミナーを実施予
定ですので是非ご参加ください。

　令和4年11月9日（水）～10日（木）の2日間、
マリンメッセ福岡において、食品・飲料・設備・サービ
スが集結する九州最大級の展示商談会が開催さ
れ、今年度は県内商工会議所がまとまり同じ区画
内で出展しました。鹿島商工会議所からは4事業
所が出展し、新たな販路開拓・拡大を図りました。
　コロナ禍ではありましたが、2日間の来場者数
は15,541人と盛況で、出展事業者は来場バイ
ヤーとの商談を通じて自社商品をＰＲされました。
　今年度初出展された事業所の方もいましたが、
前向きな商談もあり、今後の継続した販路拡大が
期待されます。

中心商店街活動

　令和４年１０月２３日（日）、鹿島市中心商店街の美化活動の一環として「まちなか花いっぱい運動」を開
催し、個店に花のプランターを設置したり、太陽の広場・空の広場の花壇の花植え、各通りの除草・清掃活動
を行いました。
　コロナ禍の中で３年ぶりの開催となりましたが、当日は秋晴れの中、商店主および鹿島高校生・ＰＴＡのボ
ランティアの方達、総勢約１８０名の参加がありました。おかげで街中もきれいになり、気持ちよく通行でき
るようになりました。

【出展事業者】
㈲東津商店／恵鳳
井手商店／Seven Bays

『まちなか花いっぱい運動』で鹿島市中心商店街が綺麗になりました！

「Food Style Kyushu 2022」に出展
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（令和４年9月1日～11月30日）

Ｔ Ｅ Ｌ

住所（大字）

松本　秀章Seven Bays
0954-62-0193

音成

業　種

海苔養殖・加工品販売

松本　茂樹
海苔ラボ
松栄丸 090-6091-9045

音成 海苔養殖・加工品販売

西村　勝典響商会
090-7534-5105

高津原 クレーン業

事 業 所 名 会 員 名

※情報公開にあたりましては許可を頂いた会員様
　のみ掲載しております。

講習会や個別相談会をはじめ補助金や
相談日などのスケジュールをお知らせします。

～随時会員募集しております～

１月
２３日（月）
２７日（金）

２日（木）
２８日（火）

２日（木）
１５日（水）
２８日（火）

弁護士相談日
電子帳簿保存法講習会

社会保険労務士相談日
弁護士相談日

社会保険労務士相談日
確定申告提出締め切り
弁護士相談日

２月

３月

※講習会・個別相談会・相談については事前予
約制となっております。

・個人　６，０００円～
・法人　９，０００円～
・団体　９，０００円～

スケジュール新規会員様のご紹介

　令和4年10月2日（日）に鹿島商工会議所青年
部創立40周年記念式典を開催いたしました。創
立40周年を迎えることができたのも偏に皆様の
ご協力の賜物と心より感謝申し上げます。
　「温故知新」のスローガンのもと40周年という
節目を活かし過去の活動の歴史を振り返ると共
に、交流・連携の輪を広げ自己研鑽に努める事を目
的に実施いたしました。これまでの40年間を振り
返り、そしてこれからの活動の意欲にもつながる
良い機会となりました。
　つきましては、40周年を記念いたしまして、特
設HPを作成致しました。式典当日の映像や、これ
までの青年部活動の歴史を掲載しておりますので
ご視聴のほどよろしくお願いいたします。

　コロナ禍のなかではありますが視察研修や3年
ぶりの開催となる合同研修会に参加するなど少し
ずつ活動を再開しております。久しぶりに会員同
士や他の商工会議所女性会の方々と直接お会い
しお話ができて大変有意義な時間となりました。

青年部 女性会

☆会員募集中です☆☆会員募集中です☆

１１月１６日　西九州新幹線武雄温泉～長崎駅視察研修　11名参加

１１月２２日　県内商工会議所女性会合同研修会　10名参加

【特設HP】
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かしまビジネスサポートセンター

◎かしまビジネスサポートセンターの
　LINE公式アカウント

◎LINE公式アカウント活用セミナーを開催しました！

▽ 各種補助金やセミナー情報
▽ 専門家による定例相談日の案内　など、配信しています。 かしまビズのＬＩＮＥ公式アカウント

　去る11月16日（水）、株式会社TIDE TIE TIES 代表取締役 野口英代氏を講師に迎え、「LINE公式ア
カウント活用セミナー」を開催しました。
　鹿島市内の事業者様12名にご参加いただき、個人用LINEとLINE公式アカウントの違いから、無料で
活用できるLINEチャット、クーポン配信、リッチメニュー等サービスについて事例を基にご紹介いただきま
した。
　LINEは日本の人口70％以上となる8,900万人
が利用しており、使っている人にとってLINEは生活の
一部＝スマホが必需品となっています。そのお客様と
直接つながる顧客獲得のツールとして様々な業種で
活用されていることをご説明いただきました。
　登録方法や運用方法について、直接操作してみな
いと分からないという事業者様が多いと思います。取
り組みを検討されている事業者様はぜひ、当センター
へご相談ください。

◎定例相談日のご案内

※相談日時によっては、予約が入っている場合がございます。
　相談日の変更もございますので、その際は当センターのLINE公式アカウントをご確認ください。

友達登録
お願いいたします

　鹿島商工会議所では会員･非会員問わず、御社の商品･サービス･
イベント等のチラシを会報へ同封し、会員企業である約850社にお送り
いたします。

　鹿島市を中心とする多数の企業に宣伝ができ、費用対効果も期待で
きます。費用等については右記のとおりです。ぜひご利用ください。

会報へのチラシ折込み募集中会報へのチラシ折込み募集中

※デザイン、印刷等は御社でしていただき、鹿島商工会議所では封入のみの作業となります。

費 　 　 用

チラシサイズ

枚 数

発 行 月

締 切 日

会　員（5，500円）

A4サイズ

約850部（前後する可能性があります）

発行月の１日まで。

４月、７月、１０月、１月の年４回。

はな よ

2月24日

（金）

2月17日

（金）

2月10日

（金）

2月9日

（木）

2月3日

（金）

2月2日

（木）

1月31日

（火）

1月30日

（月）

1月25日

（水）

1月・2月
コーディネーター
林幸一郎　氏




