
「IT技術の飛躍的な進化で、産業・就業構造は大き
く変化する」と語る播磨氏近年のIoT・ビッグデー
タ・人工知能（AI）等の発展は目覚ましく、従来の
産業・社会構造が大きく変革しており、これらの新
技術を積極的に活用した「攻めのIT経営」を推進し
ていくことが望まれています。
講師に、元株式会社富士通エフサス社長で、現在
は特定非営利活動法人ITコーディネータ協会会長の播磨　崇　氏を招き、今後の産業・就業構造の変革について事
例を交えて講話頂きました。播磨氏は、「IoT・ビッグデータ・AIの活用は既に国内外で多くの企業が活用しており、今
後、自社の商品やサービス提供そのものが変化することが予想されます。その変化に対応できる企業力を身に付け、
新しいビジネスへの展開、業務の効率化を進めていくことが、更に企業価値を高めていくでしょう。産業の構造が大き
く変わる中で、是非とも新技術を経営に役立てて、佐賀の企業の皆様も成長して頂きたい。」と述べられました。また、
会場に集まった５５名を対象としたアンケートによると、最新事例の紹介への満足度が最も高く、先進的技術を知る
ことからの気づき等、大変好評なご意見を多数頂きました。
これらに関連する補助金情報等の提供を望む声も参加者から多かったことから、今後も、当所では、中小・小規模事
業者を対象としたIT活用をテーマとしたセミナー開催に力を入れ、ニーズに対応していきたいと考えます。
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商工時報S HOUKOU J I HOU

佐賀商工会議所 ≪ 総務課 ≫
〒840-0826 佐賀市白山２丁目１-１２ 佐賀商工ビル６Ｆ TEL：0952-24-5155  FAX：0952-26-2831 ＵＲＬ http://www.saga-cci.or.jp/

資格取得は自分の能力をアピールできるものです。この機会にキャリアアップを図りましょう！

携帯・スマホからも
ホームページへ

●お申し込みとお問い合わせは 佐賀商工会議所へ http://www.saga-cci.or.jp/  TEL0952-24-5155

平成 2 9 年度各種検定試験施行一覧

日商検定 主催／日本商工会議所・佐賀商工会議所

企業経営者のための「気づき」セミナー 特別講演会

『IoT・ビッグデータ・人工知能の
　　　　　新時代到来』を開催

H30 4. 2(月)

8.14(月)～ 9.20(水) １級 2,300円

２級 1,700円

３級 1,500円

10月22日(日) 10. 30(月)

H30 2.19(月)

H30 3.12(月)

１級 7,710円

２級 5,660円

３級 4,120円

11月19日(日) 9.11(月)～10.19(木)

12.18(月)～H30 1.25(木)

12.18(月)～H30 1.25(木)

12. 4(月)～H30 1.10(水)

H30 1.9(火)

H30 3.12(月)

12.4(月)

１級 7,710円

２級 4,630円

３級 2,800円

H30 2月25日(日)

H30 2月21日(水)

H30 2月11日(日)

合 格 発 表 受　験　料検   定  科  目 施   行   日 申 込 受 付 期 間

 （第147回）

 （第148回）

 （第81回）

（第211回）

（第212回）

簿     記

リテール
マーケティング

(販売士）

珠     算

     1級

2～3級

2～3級

1級

2～3級

1～3級

1～3級

●お申し込みとお問い合わせは 東京商工会議所へ http://www.kentei.org/　TEL03-3989-0777

東商検定 主催／東京商工会議所・佐賀商工会議所
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〒840-0826佐賀市白山２丁目１-12
佐賀商工ビル６Ｆ
TEL0952-24-5155(代)／FAX0952-26-2831
http://www.saga-cci.or.jp/
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去る5月16日、佐賀商工ビル７階大会
議室において、中小企業庁委託事業
「にっぽん全国IT経営力強化塾運営
事業」の一環として、企業経営者のた
めの気づきセミナーを開催しました。

合 格 発 表 受　験　料検   定  科  目 施   行   日 申 込 受 付 期 間

カラー
コーディネーター

ビジネス
実務法務

福祉住環境
コーディネーター

環境社会
（eco）

ビジネス
マネジャー （第6回）

２～３級

 （第23回）

 （第39回）
     １級

 （第42回）
     １級

２～３級

２～３級
 （第43回）

     １級

11月12日(日)

12月 3日(日)

12月17日(日)

11月26日(日)

12月10日(日)

8.29(火)～9.29(金)

10.3(火)～11.2(金)

9.12(火)～10.13(金)

9.26(火)～10.27(金)

9.19(火)～10.20(金)

12.15(金)

H30 2.2(金)

H30 1.12(金)

H30 3.16(金)

H30 1.19(金)

H30 3.16(金)

H30 1.5 (金)

H30 1.19(金)

 6,480円

 5,400円

１級 10,800円

２級 6,480円

３級 4,320円

１級 10,800円

２級 6,480円

３級 4,320円

１級 9,440円

２級 7,340円

３級 5,250円

なお、当所WEB（http://www.saga-cci.or.jp）に現在掲載中の“補助金・助成金情報”も是非チェックしてみて下さい。

5/16　

「IT技術の飛躍的な進化で、産業・就業構造は大きく変化する」と語る播磨氏

『タカタ株式会社関連相談窓口』を設置しました
タカタ株式会社、タカタ九州株式会社などグループ企業3社が民事再生法の適用がなされたことを受け、県内事業者において、資金繰り
等に影響がでる可能性があるため、当所の中小企業相談所内に相談窓口を設置致しましたのでお知らせ致します。

・佐賀県産業労働部経営支援課
  （新行政棟9階）
  TEL：0952-25-7093
・佐賀県信用保証協会 業務部
  TEL：0952-24-4342

・佐賀商工会議所 中小企業相談所
  TEL：0952-24-5158 他各商工会議所
・佐賀県商工会連合会、各商工会
・佐賀県中小企業団体中央会

設置場所 設置期間

平成29年6月26日（月）から当分の間

受付時間

平日：午前9時から午後５時まで

1707sszho.indd   2 2017/06/29   14:30
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佐賀商工会議所
佐賀県事業承継支援センター・
佐賀県事業引継ぎ支援センターのご紹介

中小企業経営者の高齢化が進むなか、特に親族内における後継者の確保が困難となってきています。十分な事業
承継対策を行っていなかったために会社の業績が悪化してしまったケースも存在しており、中小企業にとって事業
承継問題は非常に重要な問題です。
当センターは、このような現状に対処して円滑な事業のバトンタッチを支援し、次世代への経営資源のスムーズな
承継を促進させるために佐賀商工会議所が委託を受け、設置されたものです。
親族又は第三者への事業引継ぎの相談口として、事業承継に関するお悩みに、相談員が対応いたします。事業承
継問題に取り組む際の、ご子息など親族に事業を承継するうえでの課題や、第三者への事業譲渡を通じて事業の
引継ぎを行ううえでの課題など、様々な事柄に対処いたします。また、ご希望に応じて事業譲渡の相手企業へのご
紹介についても、お手伝いいたします。

Saga Chamber of
Commerce & Industry

佐 賀 商 工 会 議 所

●病気になってしまい、事業の先行きが不安だ…。
●妻の介護をすることになり、事業に手がつかない…。
●後継者が身内・従業員にもいない為、どうすればいいか…。
●赤字かつ負債を抱えているが、事業を譲渡できるか不安だ…。

こんな事業者の悩みに迅速に対応します！

●早めの事業譲渡ができて本当に良かったです！
●一人で悩みを抱えていたので、安心できました！
●後継者を探す以外の方法があるということが分かりました！
●譲渡するのは厳しいと思っていたが、相手が見つかりました！

相談者の喜びの声
平成27年9月中小企業診断士登録。中小企業診断士の資格取得後
は創業支援、マーケティング戦略策定実施による売上拡大、生産性
向上を目的とした現場改善業務、事業承継等を手掛ける。
机上の理論ではなく現場に行き、企業の実効性を見極め、企業に
遭った改善策を提案。内部の事情にとらわれない第三者の視点か
ら、「現場をみて」、「全体を見て」、「先を見る」。コンサルタントである
前に人として良識と責任をもって仕事に取り組む姿勢を続けている。

佐賀商工会議所
佐賀県事業引継ぎ
支援センター
専門相談員
伊藤　公尊氏

事業承継に関しては、早い段階での相談をお薦めしま
す。あなたがこれまで築き上げて来られた愛着のある企
業・お店を、あなたと同じ気持ちで取り組もうと考える相
手が見つかった時の喜びは大きいものとなります。何が一
番重要かを掴み、早期に相談することが、自社を取り巻く
ステークホルダーへの負担を最小限に抑えます。
事業承継でお悩みの方は、秘密厳守・相談無料の当セン
ターへお気軽にご相談ください。私達と一緒にあなたの
企業・お店の将来について考えてみませんか？なお、直接
ご訪問することを可能です。皆様のご相談を心よりお待
ち申し上げます。

※相談員には法律により秘密を守る義務が課されており、ご相談の際に情報が外部に漏れる事は
　ありませんので、ご安心ください。当センターへのご相談については無料です。

佐賀商工会議所 佐賀県事業承継支援センター・
佐賀県事業引継ぎ支援センター ＴＥＬ0952-20-0345

10年前より、主にM＆Aを専門として、数多くの企業マッチング
を手掛け続けている。
事業承継に係る相談件数は、これまでに延べ150件を超える

実績を持つ。これまで培ってきた様々な経験を
活かし、常に冷静かつ親身に対応することを心
がけ、日々、相談に対応し続けている。

佐賀商工会議所
佐賀県事業承継支援センター
サブコーディネーター 石﨑　広文氏
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Vol.2

中小企業相談所通信2017_vol.2

佐賀商工会議所では、会員事業所の皆様の経営に関するお悩みや疑
問などの解決を全面的にバックアップするため「中小企業相談所」を
設けています。経営指導員によるきめ細やかな経営相談、セミナーや
相談会など各種事業を展開しています。

ご参加いただける方
●創業して概ね5年以内の方

●第二創業や事業承継をされた方
●これから創業を考えておられる方

※法人・個人、業種・業態は問いません。

創業者クラブの活動ポイント
経営課題を解決しよう!実 践
創業者同士、ディスカッションしながら経営課題を共有し、
課題解決策を具体的に実践しましょう!

経営実務を学ぼう!研 鑽
先輩起業家や専門家から、経営に必要な実務を学び、
自社の現状を見つめ直しながら経営力を高めましょう!

創業間もない起業家の経営支援と、これから創業を考えておられる方の創業後の不安を和らげ、人脈形成や情報交換、
経営力向上等、可能性を広げる場として、『さが創業者クラブ』を開設しています。現在、45名の起業家や起業を目指す方
に登録を頂いています。

今年度さが創業者クラブの第1回目は、先輩起業家としての体験談をお話しいただきまし
た。経営者として心身ともに健康であることの大切さ、ネガティブをポジティブに変換すると
いう、美しい生き方の秘訣を学ぶことができました。

昨年も講師を務めて頂き、大好評。今年の講座では、独自の店舗プロデュースで連日たくさ
んのお客さんが来店する「新しい花屋のカタチ」をテーマに成功の秘訣を教えていただきま
した。

※本研修会・交流会にご参加いただく際は、「さが創業者クラブ」への参加申込が必要となります。（参加費無料）
　参加申込書は右記からダウンロードできます。

創業者支援事業

Vol.2

各機関が実施する販路開拓支援　ぜひ参加してみましょう! !

http://www.saga-cci.or.jp/main/913.html

中小企業相談所では、皆様の経営課題について、様々な機関や専門家と連携し、経営課題の   解決を図ります。是非、ご活用ください。 佐賀商工会議所・中小企業相談所 0952-24-5158

5/12（金） 19:00～ 参加者：15名　
第1回 『先輩企業家の体験談』

株式会社エコール・ジ・マーサ  代表取締役 井　雅代氏

6/9（金） 19:00～ 参加者：29名　
第2回 『魅力ある店舗づくりの秘訣』

有限会社たかつか 代表取締役　髙塚　保光氏

第3回目  9／8（金）開催予定!

平成29年度も『九州食の展示会』へ佐賀商工会議所のブースを出展
する計画をしています。
『九州食の展示会』は、オール九州の食を集めた業界関係者のための展示商談会です。
農業生産者・食品関係事業者様等約200の事業者が出展し、全国からの数多くの来
場者や予約商談会に参加するバイヤーも招聘されています。佐賀商工会議所では会員
事業所の商談成立を目指して本出展の支援を行いたいと計画しています。昨年度は大
変好評を頂きました。参加希望の事業所は是非ご連絡ください。

加工食品の「販路別セミナー＆個別相談会」を開催中
売りたい販路は決まっているが売込み方法がわからないなど自社商品に対する販
路選択は適切なのかメーカー毎に異なる悩みを食品流通業の専門家が解決しま
す。計7回で開催されています。
■日時／7月21日(金)（第2回）　■場所／佐賀県地域産業支援センター テーマ：卸への提案の手法
■主催／さが県産品流通デザイン公社

スタートアップ講座 ■日時／7月10日(月) 13:30(武雄市)、 7月11日(火) 13:30(佐賀市)、 7月12日(水) 13:30(唐津市)

日時／7月11日(火)13:30～17:00　会場／佐賀市文化会館
主催：佐賀県、（一社）佐賀県中小企業診断協会

お問合せ、申し込みは （一社）佐賀県中小企業診断協会 ☎0952-23-7345

レベルアップ講座 ■日時／8月7日(月) 13:30(武雄市)、 8月8日(火) 13:30(佐賀市)、 8月9日(水) 13:30(唐津市)

ネットショップ出店セミナー受講者募集

佐賀県では、Yahoo!ショッピングへの出店を目指す事業所のサポートを実施しています。専門講師に
「稼げる」ネットショップになるためのノウハウを自分のものに出来る内容で、初心者からのスタート
アップ講座、レベルアップ講座と全2回の講座は佐賀県内3か所で実施されます。

販路開拓支援 今年も一緒に参加しましょう!!

「知的資産経営」企業のかくれた強みを柔軟に活用する経営。今後、企業が着実に成長していくために必要な経営として注目を浴び
ています。ｼﾝﾎ ｼ゚ ｳ゙ﾑの後も講座や勉強会も開かれ個別相談にも応じていただけるセミナーです。県内企業や支援機関を対象として知
的資産活用の理解を深め、さらには企業を個別に支援する流れまでの事業を佐賀県が取組み、(一社)佐賀県中小企業診断協会が
受託して実施されます。佐賀商工会議所も共に本セミナーに取り組んで、経営支援の在り方を勉強したいと考えています。皆様もご
一緒に参加しましょう。

佐賀県中小企業経営資源活用促進事業シンポジウム よかとこ活用経営

日時／平成29年11月8日(水)～9日(木) 10:00～　
場所／グランメッセ熊本
●佐賀商工会議所ブースへの出展実績（平成28年度：4店）
　大串製菓店・ケーキのハルツ・MIYAHARA FARM・和糀

※写真は平成28年度の出展の様子
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佐賀商工会議所では、会員事業所の皆様の経営に関するお悩みや疑
問などの解決を全面的にバックアップするため「中小企業相談所」を
設けています。経営指導員によるきめ細やかな経営相談、セミナーや
相談会など各種事業を展開しています。

ご参加いただける方
●創業して概ね5年以内の方

●第二創業や事業承継をされた方
●これから創業を考えておられる方

※法人・個人、業種・業態は問いません。

創業者クラブの活動ポイント
経営課題を解決しよう!実 践
創業者同士、ディスカッションしながら経営課題を共有し、
課題解決策を具体的に実践しましょう!

経営実務を学ぼう!研 鑽
先輩起業家や専門家から、経営に必要な実務を学び、
自社の現状を見つめ直しながら経営力を高めましょう!

創業間もない起業家の経営支援と、これから創業を考えておられる方の創業後の不安を和らげ、人脈形成や情報交換、
経営力向上等、可能性を広げる場として、『さが創業者クラブ』を開設しています。現在、45名の起業家や起業を目指す方
に登録を頂いています。

今年度さが創業者クラブの第1回目は、先輩起業家としての体験談をお話しいただきまし
た。経営者として心身ともに健康であることの大切さ、ネガティブをポジティブに変換すると
いう、美しい生き方の秘訣を学ぶことができました。

昨年も講師を務めて頂き、大好評。今年の講座では、独自の店舗プロデュースで連日たくさ
んのお客さんが来店する「新しい花屋のカタチ」をテーマに成功の秘訣を教えていただきま
した。

※本研修会・交流会にご参加いただく際は、「さが創業者クラブ」への参加申込が必要となります。（参加費無料）
　参加申込書は右記からダウンロードできます。

創業者支援事業

Vol.2

各機関が実施する販路開拓支援　ぜひ参加してみましょう! !

http://www.saga-cci.or.jp/main/913.html

中小企業相談所では、皆様の経営課題について、様々な機関や専門家と連携し、経営課題の   解決を図ります。是非、ご活用ください。 佐賀商工会議所・中小企業相談所 0952-24-5158

5/12（金） 19:00～ 参加者：15名　
第1回 『先輩企業家の体験談』

株式会社エコール・ジ・マーサ  代表取締役 井　雅代氏

6/9（金） 19:00～ 参加者：29名　
第2回 『魅力ある店舗づくりの秘訣』

有限会社たかつか 代表取締役　髙塚　保光氏

第3回目  9／8（金）開催予定!

平成29年度も『九州食の展示会』へ佐賀商工会議所のブースを出展
する計画をしています。
『九州食の展示会』は、オール九州の食を集めた業界関係者のための展示商談会です。
農業生産者・食品関係事業者様等約200の事業者が出展し、全国からの数多くの来
場者や予約商談会に参加するバイヤーも招聘されています。佐賀商工会議所では会員
事業所の商談成立を目指して本出展の支援を行いたいと計画しています。昨年度は大
変好評を頂きました。参加希望の事業所は是非ご連絡ください。

加工食品の「販路別セミナー＆個別相談会」を開催中
売りたい販路は決まっているが売込み方法がわからないなど自社商品に対する販
路選択は適切なのかメーカー毎に異なる悩みを食品流通業の専門家が解決しま
す。計7回で開催されています。
■日時／7月21日(金)（第2回）　■場所／佐賀県地域産業支援センター テーマ：卸への提案の手法
■主催／さが県産品流通デザイン公社

スタートアップ講座 ■日時／7月10日(月) 13:30(武雄市)、 7月11日(火) 13:30(佐賀市)、 7月12日(水) 13:30(唐津市)

日時／7月11日(火)13:30～17:00　会場／佐賀市文化会館
主催：佐賀県、（一社）佐賀県中小企業診断協会

お問合せ、申し込みは （一社）佐賀県中小企業診断協会 ☎0952-23-7345

レベルアップ講座 ■日時／8月7日(月) 13:30(武雄市)、 8月8日(火) 13:30(佐賀市)、 8月9日(水) 13:30(唐津市)

ネットショップ出店セミナー受講者募集

佐賀県では、Yahoo!ショッピングへの出店を目指す事業所のサポートを実施しています。専門講師に
「稼げる」ネットショップになるためのノウハウを自分のものに出来る内容で、初心者からのスタート
アップ講座、レベルアップ講座と全2回の講座は佐賀県内3か所で実施されます。

販路開拓支援 今年も一緒に参加しましょう!!

「知的資産経営」企業のかくれた強みを柔軟に活用する経営。今後、企業が着実に成長していくために必要な経営として注目を浴び
ています。ｼﾝﾎ ｼ゚ ｳ゙ﾑの後も講座や勉強会も開かれ個別相談にも応じていただけるセミナーです。県内企業や支援機関を対象として知
的資産活用の理解を深め、さらには企業を個別に支援する流れまでの事業を佐賀県が取組み、(一社)佐賀県中小企業診断協会が
受託して実施されます。佐賀商工会議所も共に本セミナーに取り組んで、経営支援の在り方を勉強したいと考えています。皆様もご
一緒に参加しましょう。

佐賀県中小企業経営資源活用促進事業シンポジウム よかとこ活用経営

日時／平成29年11月8日(水)～9日(木) 10:00～　
場所／グランメッセ熊本
●佐賀商工会議所ブースへの出展実績（平成28年度：4店）
　大串製菓店・ケーキのハルツ・MIYAHARA FARM・和糀

※写真は平成28年度の出展の様子
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8/8（火） 情報化セミナー 『SNSを活用した販売戦略』
8/29（火） 経営安定セミナー 『第一印象強化セミナー』
未定 情報通信部会セミナー 『人工知能（AI）セミナー（仮称）』

9/7 （木） 経営安定セミナー 『法定期対処法とトラブル防止策』
9/8 （金） 第3回創業者クラブ
9/21（木） 消費税軽減税率対策セミナー 『あなたの会社の資金繰りを楽にするお金の借り方もらい方』

10/初旬 健康経営セミナー 『ハラスメントセミナー（仮称）』
10/13（金） 第4回創業者クラブ
10/20（金） 消費税軽減税率対策セミナー『増税に向けて、今こそ販路開拓を！』

11/10（金） 第5回創業者クラブ
11/17（金） 消費税軽減税率対策セミナー『POSレジ・会計システム導入活用法』
11/22（水） 情報化セミナー　　　　　　『スマホを駆使した最新営業術』

7月開催予定のセミナー・講習会
東名（ひがしみょう）遺跡をご存知ですか？

８月～１１月開催予定のセミナー・講習会スケジュール

定員３０名
参加費無料

消費税軽減税率対策セミナー 『“値決め”の基本講座』

講師：ステップビズ合同会社 代表
　　　流通経営アドバイザー・中小企業診断士 千本　隆司氏

内　容●原価の仕組みと計算から活用まで
　　　　学び業績改善を図る 
時　間●１４:００～１６:００
場　所●佐賀商工ビル７階大会議室B

7 21金

定員３０名
参加費無料

経営安定セミナー 『社長！社員が定着しない原因はあなたです！』

講師：一般社団法人 学生就職支援協会
　　　代表理事　小石原　隆史氏

内　容●社員定着の為の知識を理解し、
　　　　自社の課題と改善策を考える 
時　間●１３：３０～１６：３０
場　所●佐賀商工ビル４階大会議室G

7 24月

タイトル・内容が、一部変更となる場合がございます。予めご了承下さい。

※上記セミナーについては、事前にお問い合わせ下さい。

８月　

9月　

10月　

11月　

第15回出会い応援パーティー
25歳～45歳の独身男性
25歳～40歳の独身女性

日　時：平成29年7月9日（日）
　　　 18：00～20：30（受付17：30～）
会　場：四季彩ホテル千代田館

参加費：3,000円（飲食代含む）

夏休み宿題おたすけ隊

『親子で味噌つくり体験』

場　所／丸秀醤油㈱ （佐賀市高木瀬西6-11-9）佐賀大和工業団地内
対象者／市内の小学４～６年生と保護者（保護者同伴で申し込みください）
定　員／子ども２０名と保護者　参加料／一組1,000円（味噌作り材料・容器代として）
内　容／①丸秀醤油㈱工場見学　②味噌作り体験
カリキュラム◆丸秀醤油㈱の工場見学、醤油製造工程の説明
　　　　　◆味噌作り体験（材料から手作り、味噌１kgお持ち帰りが出来ます）  協力企業：丸秀醤油㈱、㈱サガシキ

日　時／平成２９年８月８日（火）９：００～11：００

佐賀市高木瀬町東高木216-1 TEL0952-32-5115

主催：佐賀商工会議所 女性会・佐賀伊勢会
当日ご持参ください。

定　員:男性15名、女性15名（申込者多数の場合、抽選になります）

本パーティーでご成婚カップルにはお祝贈呈いたします。

［お申込み方法］
申込書は女性会ホームページよりダウンロードし必要事項を
ご記入の上、右記へご郵送ください。
※お申込受付後、参加証を郵送致します。当日、参加証と参加費をご持参ください。

［お申込・お問合わせ］
佐賀商工会議所女性会 事務局（中小企業相談所内）
〒840-0826 佐賀市白山２丁目１-12 TEL：0952-24-5158  FAX：0952-26-2914
WEB: http://www.saga-cci.or.jp/main/933.html

①佐賀商工会議所、佐賀伊勢会いずれかの会員事業所の役員・従業員・家族
②佐賀商工会議所、佐賀伊勢会いずれかの会員推薦による。推薦者の自署が必要。
　（本人確認のため、推薦者にご連絡する場合もあります）

対象者

往復はがき、もしくは FAXで住所、氏名、電話番号、小学校名、学年、同伴の保護者氏名を記入し
下記までお送りください。締切は７月１０日（月）。　※申し込み多数の場合は抽選。

●申込方法●

佐 賀 商 工 会 議 所 女 性 会  〒840-0826 佐賀市白山2-1-12  TEL0952-24-5158  FAX0952-26-2914お申し込み・お問い合わせ

佐賀商工会議所女性会では、地域の子育て支援の一つとして、
夏休みの自由研究課題を親子で取組む体験教室を行います。
佐賀商工会議所女性会の企業見学や社会体験をすることで、子どもの健全育成と
保護者の子育てを支援し、地域のつながりを再構築することを目的としています。

郷土歴史探訪

東名遺跡は、佐賀市金立町千布にある今から8,000年前の縄文時代
の遺跡です。東名という土地の名前（地名）から遺跡名をつけました。
国土交通省による巨勢川調整池建設工事に伴って発見されました。標
高3m前後の微高地上につくられた集落と、標高0ｍ以下の谷部につく
られた貯蔵穴を伴う6カ所の湿地性貝塚からなります。貝塚としては
九州最古級で、縄文貝塚が見つかっていなかった佐賀平野で、初めて
発見されました。佐賀平野の発達史の鍵を握る遺跡で、九州における
貝塚のはじまりを知る資料として重要です。
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8/8（火） 情報化セミナー 『SNSを活用した販売戦略』
8/29（火） 経営安定セミナー 『第一印象強化セミナー』
未定 情報通信部会セミナー 『人工知能（AI）セミナー（仮称）』

9/7 （木） 経営安定セミナー 『法定期対処法とトラブル防止策』
9/8 （金） 第3回創業者クラブ
9/21（木） 消費税軽減税率対策セミナー 『あなたの会社の資金繰りを楽にするお金の借り方もらい方』

10/初旬 健康経営セミナー 『ハラスメントセミナー（仮称）』
10/13（金） 第4回創業者クラブ
10/20（金） 消費税軽減税率対策セミナー『増税に向けて、今こそ販路開拓を！』

11/10（金） 第5回創業者クラブ
11/17（金） 消費税軽減税率対策セミナー『POSレジ・会計システム導入活用法』
11/22（水） 情報化セミナー　　　　　　『スマホを駆使した最新営業術』

7月開催予定のセミナー・講習会
東名（ひがしみょう）遺跡をご存知ですか？

８月～１１月開催予定のセミナー・講習会スケジュール

定員３０名
参加費無料

消費税軽減税率対策セミナー 『“値決め”の基本講座』

講師：ステップビズ合同会社 代表
　　　流通経営アドバイザー・中小企業診断士 千本　隆司氏

内　容●原価の仕組みと計算から活用まで
　　　　学び業績改善を図る 
時　間●１４:００～１６:００
場　所●佐賀商工ビル７階大会議室B

7 21金

定員３０名
参加費無料

経営安定セミナー 『社長！社員が定着しない原因はあなたです！』

講師：一般社団法人 学生就職支援協会
　　　代表理事　小石原　隆史氏

内　容●社員定着の為の知識を理解し、
　　　　自社の課題と改善策を考える 
時　間●１３：３０～１６：３０
場　所●佐賀商工ビル４階大会議室G

7 24月

タイトル・内容が、一部変更となる場合がございます。予めご了承下さい。

※上記セミナーについては、事前にお問い合わせ下さい。

８月　

9月　

10月　

11月　

第15回出会い応援パーティー
25歳～45歳の独身男性
25歳～40歳の独身女性

日　時：平成29年7月9日（日）
　　　 18：00～20：30（受付17：30～）
会　場：四季彩ホテル千代田館

参加費：3,000円（飲食代含む）

夏休み宿題おたすけ隊

『親子で味噌つくり体験』

場　所／丸秀醤油㈱ （佐賀市高木瀬西6-11-9）佐賀大和工業団地内
対象者／市内の小学４～６年生と保護者（保護者同伴で申し込みください）
定　員／子ども２０名と保護者　参加料／一組1,000円（味噌作り材料・容器代として）
内　容／①丸秀醤油㈱工場見学　②味噌作り体験
カリキュラム◆丸秀醤油㈱の工場見学、醤油製造工程の説明
　　　　　◆味噌作り体験（材料から手作り、味噌１kgお持ち帰りが出来ます）  協力企業：丸秀醤油㈱、㈱サガシキ

日　時／平成２９年８月８日（火）９：００～11：００

佐賀市高木瀬町東高木216-1 TEL0952-32-5115

主催：佐賀商工会議所 女性会・佐賀伊勢会
当日ご持参ください。

定　員:男性15名、女性15名（申込者多数の場合、抽選になります）

本パーティーでご成婚カップルにはお祝贈呈いたします。

［お申込み方法］
申込書は女性会ホームページよりダウンロードし必要事項を
ご記入の上、右記へご郵送ください。
※お申込受付後、参加証を郵送致します。当日、参加証と参加費をご持参ください。

［お申込・お問合わせ］
佐賀商工会議所女性会 事務局（中小企業相談所内）
〒840-0826 佐賀市白山２丁目１-12 TEL：0952-24-5158  FAX：0952-26-2914
WEB: http://www.saga-cci.or.jp/main/933.html

①佐賀商工会議所、佐賀伊勢会いずれかの会員事業所の役員・従業員・家族
②佐賀商工会議所、佐賀伊勢会いずれかの会員推薦による。推薦者の自署が必要。
　（本人確認のため、推薦者にご連絡する場合もあります）

対象者

往復はがき、もしくは FAXで住所、氏名、電話番号、小学校名、学年、同伴の保護者氏名を記入し
下記までお送りください。締切は７月１０日（月）。　※申し込み多数の場合は抽選。

●申込方法●

佐 賀 商 工 会 議 所 女 性 会  〒840-0826 佐賀市白山2-1-12  TEL0952-24-5158  FAX0952-26-2914お申し込み・お問い合わせ

佐賀商工会議所女性会では、地域の子育て支援の一つとして、
夏休みの自由研究課題を親子で取組む体験教室を行います。
佐賀商工会議所女性会の企業見学や社会体験をすることで、子どもの健全育成と
保護者の子育てを支援し、地域のつながりを再構築することを目的としています。

郷土歴史探訪

東名遺跡は、佐賀市金立町千布にある今から8,000年前の縄文時代
の遺跡です。東名という土地の名前（地名）から遺跡名をつけました。
国土交通省による巨勢川調整池建設工事に伴って発見されました。標
高3m前後の微高地上につくられた集落と、標高0ｍ以下の谷部につく
られた貯蔵穴を伴う6カ所の湿地性貝塚からなります。貝塚としては
九州最古級で、縄文貝塚が見つかっていなかった佐賀平野で、初めて
発見されました。佐賀平野の発達史の鍵を握る遺跡で、九州における
貝塚のはじまりを知る資料として重要です。
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場所

入場
無料

ブース出展企業も募集しています！ブース出展企業も募集しています！募集

佐賀市新栄東三丁目7番8号　TEL 0952-23-0111佐賀市新栄東三丁目7番8号　TEL 0952-23-0111

佐賀商工会議所青年部　事務局
〒840-0826 佐賀市白山 2 丁目 1 番 12 号
TEL.0952-24-5155 FAX.0952-26-2831

http://www.saga-yeg.jp
e-mail.info@saga-yeg.jp

佐賀　YEG

さが大産業交流展2017さが大産業交流展2017

マリトピア 3F 秀峰の間 マリトピア 3F 秀峰の間 

あなたの想いを形に変える出会いにチャレンジ！あなたの想いを形に変える出会いにチャレンジ！

佐賀の企業と語り、無限の可能性を引き出す！佐賀の企業と語り、無限の可能性を引き出す！

連絡先

土 日9月16日     　17日9月16日     　17日日時

13：00～18：30 10：00～16：00

　
9

Saga Chamber of
Commerce & Industry

佐 賀 商 工 会 議 所

平成２９年度

環境経営・省エネセミナー
～環境経営から経費削減を考える～

13:30～13:35
13:35～14:25

14:25～15:25

15:25～15:35
15:35～16:15

16:15～16:30

あいさつ
講　　演

説　　明

休　　憩
事例紹介

おしらせ

佐賀県県民環境部環境課
平成29年度省エネの進め方と
無料診断事例
省エネルギーセンター野中敏朗氏

（エネルギー使用合理化専門員）

エコアクション21の取組事例紹介
有限会社鳥栖環境開発綜合センター
伊地知武郎氏

佐賀県、佐賀市からのお知らせ
佐賀県県民環境部環境課、
佐賀市環境部環境政策課、
佐賀県中小企業団体中央会

株式会社シグマ池上敏昭氏
 （環境カウンセラー兼エコアクション２１審査人、
   エコクリップ支援相談人）

選ばれる中小企業のための新しい
エコアクション２１（2017年版）と
環境省CO₂削減プログラム
（Eco-CRIP）
補助事業の活用について

日時

対　象

会　場

申込・
問い合わ
せ先

県内の事業者の
皆様など
（業種不問）

佐賀県県民環境部
環境課
〒840-8570 佐賀県佐賀市城内1-1-59

電 話：0952-25-7079 ﾌｧｸｼﾐﾘ：0952-25-7783

E-mail kankyou@pref.saga.lg.jp

アバンセ第１研修室
佐賀市天神三丁目2-11
(どんどんどんの森内)

☎0952-26-0011

参加無料
定員100名

研修会概要

主 催： 佐 賀 県 ・ 佐 賀 市

 
 

                                 

                                        

【広報用資料】 平成29年第12号 佐賀県警察本部サイバー犯罪対策室

色んな種類のウイルス付きメールがあります！ 【ウイルス付きメールの件名の具体例】

ウイルス付きメールに注意!

感染すると大変なことに・・・ すぐに対策をしましょう！

【ご注文ありがとうございました】　　　請求書　　　領収書を添付させていただきます
予約完了[○○トラベル]　　　駐禁報告書　　　支払条件確認書　　　請求額のご連絡

【賃貸管理部】駐車場　　　全景写真添付　　　ＥＭＳ配達状況の確認―郵便局－日本郵政　

●ネットバンキングのパスワード
などが盗まれる

●パソコンに保存しているデータ
が暗号化される

●個人情報が流失する

●メールの添付ファイルを安易に開かない！
●メールの本文に記載されたリンク
　（http://～）をクリックしない
●ＯＳ（Windows など）を最新の状態に更

新する

●ウイルス対策ソフトを導入して最新の状態
にしておく

●データを定期的にバックアップしておく

平成29年

13:30～16:30
（受付13:00～）

（金）

7月14日
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会 員 の お 店 紹 介
当ページにて掲載いたしました会員様は、当所のホームページでも

ご紹介させて頂いております。

ポーラ化粧品はなえ営業所
昭和52年に開業し、現在は、親子2代で佐賀・福岡・熊本を中心
に営業しております。主に20～90代の女性のお客様に、美と喜
びをご提供させて頂いております。おかげさまでお客様のご家
族様に代々愛され続け、佐賀でもトップセールスを達成するこ
とが出来ました。商工会議所をうまく活用し、異業種交流が出
来たことで人脈が広がり助かりました。これからの販路と、人と
の繋がりをより活発に行いたいと考えております。「お客様の喜
びが私達の喜び！」をモットーに、これからも地域のお客様に
愛される仕事を続けて行きたいと思います。

TEL 0952-29-5305　木原2-13-13

アスリートSSC
おかげさまで、間もなく開業から４年目を迎えます。当店は整
骨・美容鍼・鍼灸鍼のほか、低周波・超音波装置による施術や
酸素カプセルによる疲労回復等をご提案しております。
スポーツでの怪我などのケアはもちろん、交通事故に遭われた
お客様の治療も行っております。場所は佐賀商業高等学校すぐ
そばです。どうぞお気軽にお越し下さい！

TEL 0952-97-7157　神野東３丁目１２－３１

㈱ヨシモト 匠の店 佐賀工房
佐賀バルーンミュージアム店 はやぶさパソコン教室

パソコン教室を開業して６年になります。現在は学研教室とパソコン教
室を、子供さんの学習から、パソコンのスキルアップを目指す方々に幅
広くご利用頂いております。集客用のホームページ作成講座を開催して
おりますが、特に個人事業を営まれている方の中で、「既存のホームペー
ジを自社で運用したい！」、「リニューアルをおこなって集客アップを図り
たい！」と考えていらっしゃる方は、ご指導からアフターフォローまでを
行うことができますので、ぜひご相談ください。もちろん、チラシやポス
ターを自社で作成してみたいといった方々もご対応させていただきま
す。教室は駐車場も完備しておりますので、ぜひお越しください！

TEL0952-60-1356　巨勢町大字牛島402-18TEL 0952-37-0007　佐賀市松原(ﾊ ﾙ゙ｰﾝﾐｭｰｼ ｱ゙ﾑ内)
代表者　吉原　成子　
[定休日] 年中無休　[営業時間]10:00～19:00
[駐車場]有り

代表者　小宮　英喜
[定休日]日曜・祝日
[営業時間]平日9:00～21:00　土～17:00）
[駐車場]6台程度有り

代表者 角田　慎哉
[定休日]日曜・祝日
[営業時間]平日9:30～22:00受付21時迄
　　　　   土曜9:30～18:00受付17時迄

代表者 前　春枝
[定休日]年中無休
[営業時間]9:00～18:00　駐車場有り

新規加入会員のご紹介 ご入会ありがとうございます

4月入会

（有）小山陸運 佐賀市久保泉町大字川久保３２３１ 小山　憲次 運輸

川美 佐賀市水ケ江４丁目１－３５ 畠田  進 観光文化

（株）Ｂｏｎｈｅｕｒ 佐賀市高木瀬町大字東高木２４７－５ 堀  啓介 不動産サービス

ＴＫ企画  佐賀市久保泉町大字上和泉１９９１－４ 小栁　常幸 不動産サービス

 佐賀市兵庫北７丁目１５－３ 水田　広記 メディカル

（株）エイチ・コンサルティング 佐賀市呉服元町２－１５ＣＯＴＯＣＯ２１５ 川﨑　英樹 金融・士業

（株）マウナ・ケア 佐賀市鍋島１丁目９－６ 山﨑　崇弘 メディカル

Ｏ・Ｍメガネ 佐賀市神野東１丁目１－６－２Ｆ 鬼崎　和則 商業

（株）三栄佐賀営業所 佐賀市神野東４丁目７－１５ 山﨑　光子 不動産サービス

からだ元気治療院・佐賀店 佐賀市鍋島５丁目４－１２ 石丸　智庸 メディカル

天吹酒造（資） 三養基郡みやき町東尾２８９４ 木下　壮太郎 工業

司法書士法人アドヴァンス佐賀事務所 佐賀市城内2丁目９－２８オフィスＳＡＧＡ２１ ５－Ｄ 相原　宏 金融・士業

ＴＬＳ 佐賀市兵庫南１丁目２７－１８ 藤井　夕介 情報通信

江口金属（株） 杵島郡白石町築切４０２３－５ 江口　弘幸 工業

ｆｏｒｅｓｔ．ｈａｉｒ 佐賀市大財３丁目２－１２ 菰原　美樹 不動産サービス

茶夢 佐賀市駅前中央１丁目７－８－９０１ 馬場　洋子 商業

オフィス川原 佐賀市高木瀬西４丁目２０－４ 川原　明実 金融・士業

（株）甲斐野造園土木 佐賀市富士町古湯２１７５－１ 貝野　秀敏 建設

サガリペ 佐賀市東佐賀町１１－１３ロワイヤル東佐賀Ｅ 笠井　大輔 建設

サントニブンノイチ 佐賀市開成５丁目６－１５稲葉行政書士事務所内 稲葉　遼 商業

（株）ホンダカーズ中央佐賀 佐賀市巨勢町大字牛島２０４－７ 大橋　友文 運輸

サロンツジモト 佐賀市鍋島３丁目５－１５コスモ壱番館１０５ 辻本　敬尚 不動産サービス

（株）Ｃ．Ｈ．Ｃ 佐賀市材木２丁目３－１８ 吉原　崇己 観光文化

丸良設備 佐賀市若宮３丁目４－１２２２ 佐藤　諒 建設

ＴＲＵＮＫＭＡＮ 佐賀市多布施２丁目６－２２ 小手田　晃一 商業

（一財）あんしん財団九州支局 福岡市博多区上呉服町１０－１博多三井ビルディング６階 林　靖一 金融・士業

事業所名 住　　　所 代表者名 部　会

JR佐賀駅や九州佐賀国際空港内でもおなじみの名品館「佐賀
工房」が、平成28年10月1日にオープンしました佐賀バルーン
ミュージアム内に新規オープンを致しました。市内の特産品をは
じめ、県内のお取引先約70社の商品を取り揃え、来館される皆
様方をお出迎え致しております。中国・台湾・韓国などアジアか
らの団体・個人のお客様も数多くご来店を頂いております。まず
は、佐賀市民の方々に当店へ足を運んでいただき、他県へお出
かけになる際は、是非、佐賀のお土産品を楽しくチョイスしてい
ただけたら大変嬉しいと感じております。

みずた整骨院・ＳＡＧＡスポーツコンディショニングルーム

5月入会

（有）イ・オ設計室 佐賀市高木瀬東３丁目１４－１６ 内田　直希 建設

夏季塗装 佐賀市嘉瀬町大字荻野５８１－３ 西村　夏季 建設

慶勇技建 佐賀市嘉瀬町大字中原１９４７－１５ 右近　慶太 建設

ｃｈｏｕ ｃｈｏｕ 佐賀市鍋島町大字八戸溝１４０９－１ 坂田　陽太 不動産サービス

（学）永原学園 佐賀市神園３丁目１８－１５ 福元　裕二 観光文化

（株）エイチ・エーエル さいたま市大宮区桜木町４－２４２鐘塚ビル５階 水野　隆行 金融・士業

（株）ｓｔｕｄｉｏ ＷＩＤＥ 佐賀市嘉瀬町大字荻野２８４５ 諸泉　武浩 建設

ｆａｖｏｒｉ 佐賀市愛敬町１２－１ 江口　力秀 不動産サービス

事業所名 住　　　所 代表者名 部　会
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会 員 の お 店 紹 介
当ページにて掲載いたしました会員様は、当所のホームページでも

ご紹介させて頂いております。

ポーラ化粧品はなえ営業所
昭和52年に開業し、現在は、親子2代で佐賀・福岡・熊本を中心
に営業しております。主に20～90代の女性のお客様に、美と喜
びをご提供させて頂いております。おかげさまでお客様のご家
族様に代々愛され続け、佐賀でもトップセールスを達成するこ
とが出来ました。商工会議所をうまく活用し、異業種交流が出
来たことで人脈が広がり助かりました。これからの販路と、人と
の繋がりをより活発に行いたいと考えております。「お客様の喜
びが私達の喜び！」をモットーに、これからも地域のお客様に
愛される仕事を続けて行きたいと思います。

TEL 0952-29-5305　木原2-13-13

アスリートSSC
おかげさまで、間もなく開業から４年目を迎えます。当店は整
骨・美容鍼・鍼灸鍼のほか、低周波・超音波装置による施術や
酸素カプセルによる疲労回復等をご提案しております。
スポーツでの怪我などのケアはもちろん、交通事故に遭われた
お客様の治療も行っております。場所は佐賀商業高等学校すぐ
そばです。どうぞお気軽にお越し下さい！

TEL 0952-97-7157　神野東３丁目１２－３１

㈱ヨシモト 匠の店 佐賀工房
佐賀バルーンミュージアム店 はやぶさパソコン教室

パソコン教室を開業して６年になります。現在は学研教室とパソコン教
室を、子供さんの学習から、パソコンのスキルアップを目指す方々に幅
広くご利用頂いております。集客用のホームページ作成講座を開催して
おりますが、特に個人事業を営まれている方の中で、「既存のホームペー
ジを自社で運用したい！」、「リニューアルをおこなって集客アップを図り
たい！」と考えていらっしゃる方は、ご指導からアフターフォローまでを
行うことができますので、ぜひご相談ください。もちろん、チラシやポス
ターを自社で作成してみたいといった方々もご対応させていただきま
す。教室は駐車場も完備しておりますので、ぜひお越しください！

TEL0952-60-1356　巨勢町大字牛島402-18TEL 0952-37-0007　佐賀市松原(ﾊ ﾙ゙ｰﾝﾐｭｰｼ ｱ゙ﾑ内)
代表者　吉原　成子　
[定休日] 年中無休　[営業時間]10:00～19:00
[駐車場]有り

代表者　小宮　英喜
[定休日]日曜・祝日
[営業時間]平日9:00～21:00　土～17:00）
[駐車場]6台程度有り

代表者 角田　慎哉
[定休日]日曜・祝日
[営業時間]平日9:30～22:00受付21時迄
　　　　   土曜9:30～18:00受付17時迄

代表者 前　春枝
[定休日]年中無休
[営業時間]9:00～18:00　駐車場有り

新規加入会員のご紹介 ご入会ありがとうございます

4月入会

（有）小山陸運 佐賀市久保泉町大字川久保３２３１ 小山　憲次 運輸

川美 佐賀市水ケ江４丁目１－３５ 畠田  進 観光文化

（株）Ｂｏｎｈｅｕｒ 佐賀市高木瀬町大字東高木２４７－５ 堀  啓介 不動産サービス

ＴＫ企画  佐賀市久保泉町大字上和泉１９９１－４ 小栁　常幸 不動産サービス

 佐賀市兵庫北７丁目１５－３ 水田　広記 メディカル

（株）エイチ・コンサルティング 佐賀市呉服元町２－１５ＣＯＴＯＣＯ２１５ 川﨑　英樹 金融・士業

（株）マウナ・ケア 佐賀市鍋島１丁目９－６ 山﨑　崇弘 メディカル

Ｏ・Ｍメガネ 佐賀市神野東１丁目１－６－２Ｆ 鬼崎　和則 商業

（株）三栄佐賀営業所 佐賀市神野東４丁目７－１５ 山﨑　光子 不動産サービス

からだ元気治療院・佐賀店 佐賀市鍋島５丁目４－１２ 石丸　智庸 メディカル

天吹酒造（資） 三養基郡みやき町東尾２８９４ 木下　壮太郎 工業

司法書士法人アドヴァンス佐賀事務所 佐賀市城内2丁目９－２８オフィスＳＡＧＡ２１ ５－Ｄ 相原　宏 金融・士業

ＴＬＳ 佐賀市兵庫南１丁目２７－１８ 藤井　夕介 情報通信

江口金属（株） 杵島郡白石町築切４０２３－５ 江口　弘幸 工業

ｆｏｒｅｓｔ．ｈａｉｒ 佐賀市大財３丁目２－１２ 菰原　美樹 不動産サービス

茶夢 佐賀市駅前中央１丁目７－８－９０１ 馬場　洋子 商業

オフィス川原 佐賀市高木瀬西４丁目２０－４ 川原　明実 金融・士業

（株）甲斐野造園土木 佐賀市富士町古湯２１７５－１ 貝野　秀敏 建設

サガリペ 佐賀市東佐賀町１１－１３ロワイヤル東佐賀Ｅ 笠井　大輔 建設

サントニブンノイチ 佐賀市開成５丁目６－１５稲葉行政書士事務所内 稲葉　遼 商業

（株）ホンダカーズ中央佐賀 佐賀市巨勢町大字牛島２０４－７ 大橋　友文 運輸

サロンツジモト 佐賀市鍋島３丁目５－１５コスモ壱番館１０５ 辻本　敬尚 不動産サービス

（株）Ｃ．Ｈ．Ｃ 佐賀市材木２丁目３－１８ 吉原　崇己 観光文化

丸良設備 佐賀市若宮３丁目４－１２２２ 佐藤　諒 建設

ＴＲＵＮＫＭＡＮ 佐賀市多布施２丁目６－２２ 小手田　晃一 商業

（一財）あんしん財団九州支局 福岡市博多区上呉服町１０－１博多三井ビルディング６階 林　靖一 金融・士業

事業所名 住　　　所 代表者名 部　会

JR佐賀駅や九州佐賀国際空港内でもおなじみの名品館「佐賀
工房」が、平成28年10月1日にオープンしました佐賀バルーン
ミュージアム内に新規オープンを致しました。市内の特産品をは
じめ、県内のお取引先約70社の商品を取り揃え、来館される皆
様方をお出迎え致しております。中国・台湾・韓国などアジアか
らの団体・個人のお客様も数多くご来店を頂いております。まず
は、佐賀市民の方々に当店へ足を運んでいただき、他県へお出
かけになる際は、是非、佐賀のお土産品を楽しくチョイスしてい
ただけたら大変嬉しいと感じております。

みずた整骨院・ＳＡＧＡスポーツコンディショニングルーム

5月入会

（有）イ・オ設計室 佐賀市高木瀬東３丁目１４－１６ 内田　直希 建設

夏季塗装 佐賀市嘉瀬町大字荻野５８１－３ 西村　夏季 建設

慶勇技建 佐賀市嘉瀬町大字中原１９４７－１５ 右近　慶太 建設

ｃｈｏｕ ｃｈｏｕ 佐賀市鍋島町大字八戸溝１４０９－１ 坂田　陽太 不動産サービス

（学）永原学園 佐賀市神園３丁目１８－１５ 福元　裕二 観光文化

（株）エイチ・エーエル さいたま市大宮区桜木町４－２４２鐘塚ビル５階 水野　隆行 金融・士業

（株）ｓｔｕｄｉｏ ＷＩＤＥ 佐賀市嘉瀬町大字荻野２８４５ 諸泉　武浩 建設

ｆａｖｏｒｉ 佐賀市愛敬町１２－１ 江口　力秀 不動産サービス

事業所名 住　　　所 代表者名 部　会
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「IT技術の飛躍的な進化で、産業・就業構造は大き
く変化する」と語る播磨氏近年のIoT・ビッグデー
タ・人工知能（AI）等の発展は目覚ましく、従来の
産業・社会構造が大きく変革しており、これらの新
技術を積極的に活用した「攻めのIT経営」を推進し
ていくことが望まれています。
講師に、元株式会社富士通エフサス社長で、現在
は特定非営利活動法人ITコーディネータ協会会長の播磨　崇　氏を招き、今後の産業・就業構造の変革について事
例を交えて講話頂きました。播磨氏は、「IoT・ビッグデータ・AIの活用は既に国内外で多くの企業が活用しており、今
後、自社の商品やサービス提供そのものが変化することが予想されます。その変化に対応できる企業力を身に付け、
新しいビジネスへの展開、業務の効率化を進めていくことが、更に企業価値を高めていくでしょう。産業の構造が大き
く変わる中で、是非とも新技術を経営に役立てて、佐賀の企業の皆様も成長して頂きたい。」と述べられました。また、
会場に集まった５５名を対象としたアンケートによると、最新事例の紹介への満足度が最も高く、先進的技術を知る
ことからの気づき等、大変好評なご意見を多数頂きました。
これらに関連する補助金情報等の提供を望む声も参加者から多かったことから、今後も、当所では、中小・小規模事
業者を対象としたIT活用をテーマとしたセミナー開催に力を入れ、ニーズに対応していきたいと考えます。
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商工時報S HOUKOU J I HOU

佐賀商工会議所 ≪ 総務課 ≫
〒840-0826 佐賀市白山２丁目１-１２ 佐賀商工ビル６Ｆ TEL：0952-24-5155  FAX：0952-26-2831 ＵＲＬ http://www.saga-cci.or.jp/

資格取得は自分の能力をアピールできるものです。この機会にキャリアアップを図りましょう！

携帯・スマホからも
ホームページへ

●お申し込みとお問い合わせは 佐賀商工会議所へ http://www.saga-cci.or.jp/  TEL0952-24-5155

平成 2 9 年度各種検定試験施行一覧

日商検定 主催／日本商工会議所・佐賀商工会議所

企業経営者のための「気づき」セミナー 特別講演会

『IoT・ビッグデータ・人工知能の
　　　　　新時代到来』を開催

H30 4. 2(月)

8.14(月)～ 9.20(水) １級 2,300円

２級 1,700円

３級 1,500円

10月22日(日) 10. 30(月)

H30 2.19(月)

H30 3.12(月)

１級 7,710円

２級 5,660円

３級 4,120円

11月19日(日) 9.11(月)～10.19(木)

12.18(月)～H30 1.25(木)

12.18(月)～H30 1.25(木)

12. 4(月)～H30 1.10(水)

H30 1.9(火)

H30 3.12(月)

12.4(月)

１級 7,710円

２級 4,630円

３級 2,800円

H30 2月25日(日)

H30 2月21日(水)

H30 2月11日(日)

合 格 発 表 受　験　料検   定  科  目 施   行   日 申 込 受 付 期 間

 （第147回）

 （第148回）

 （第81回）

（第211回）

（第212回）

簿     記

リテール
マーケティング

(販売士）

珠     算

     1級

2～3級

2～3級

1級

2～3級

1～3級

1～3級

●お申し込みとお問い合わせは 東京商工会議所へ http://www.kentei.org/　TEL03-3989-0777

東商検定 主催／東京商工会議所・佐賀商工会議所

112

Saga Chamber of 
Commerce & Industry

佐 賀 商 工 会 議 所
〒840-0826佐賀市白山２丁目１-12
佐賀商工ビル６Ｆ
TEL0952-24-5155(代)／FAX0952-26-2831
http://www.saga-cci.or.jp/
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去る5月16日、佐賀商工ビル７階大会
議室において、中小企業庁委託事業
「にっぽん全国IT経営力強化塾運営
事業」の一環として、企業経営者のた
めの気づきセミナーを開催しました。

合 格 発 表 受　験　料検   定  科  目 施   行   日 申 込 受 付 期 間

カラー
コーディネーター

ビジネス
実務法務

福祉住環境
コーディネーター

環境社会
（eco）

ビジネス
マネジャー （第6回）

２～３級

 （第23回）

 （第39回）
     １級

 （第42回）
     １級

２～３級

２～３級
 （第43回）

     １級

11月12日(日)

12月 3日(日)

12月17日(日)

11月26日(日)

12月10日(日)

8.29(火)～9.29(金)

10.3(火)～11.2(金)

9.12(火)～10.13(金)

9.26(火)～10.27(金)

9.19(火)～10.20(金)

12.15(金)

H30 2.2(金)

H30 1.12(金)

H30 3.16(金)

H30 1.19(金)

H30 3.16(金)

H30 1.5 (金)

H30 1.19(金)

 6,480円

 5,400円

１級 10,800円

２級 6,480円

３級 4,320円

１級 10,800円

２級 6,480円

３級 4,320円

１級 9,440円

２級 7,340円

３級 5,250円

なお、当所WEB（http://www.saga-cci.or.jp）に現在掲載中の“補助金・助成金情報”も是非チェックしてみて下さい。

5/16　

「IT技術の飛躍的な進化で、産業・就業構造は大きく変化する」と語る播磨氏

『タカタ株式会社関連相談窓口』を設置しました
タカタ株式会社、タカタ九州株式会社などグループ企業3社が民事再生法の適用がなされたことを受け、県内事業者において、資金繰り
等に影響がでる可能性があるため、当所の中小企業相談所内に相談窓口を設置致しましたのでお知らせ致します。

・佐賀県産業労働部経営支援課
  （新行政棟9階）
  TEL：0952-25-7093
・佐賀県信用保証協会 業務部
  TEL：0952-24-4342

・佐賀商工会議所 中小企業相談所
  TEL：0952-24-5158 他各商工会議所
・佐賀県商工会連合会、各商工会
・佐賀県中小企業団体中央会

設置場所 設置期間

平成29年6月26日（月）から当分の間

受付時間

平日：午前9時から午後５時まで
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