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「九州北部豪雨災害」の
被害に合われた方々に

お悔やみと、お見舞い申し上げます

１０秒



０）「目次」
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１）「位置」
２）「歴代役員・組合員数」
３）「組織図」
４）「主な活動」（２点）
５）「３つのテーマ」
６）「３つの取組み」の結果
７）「現在の取組み」
８）「加入促進の方法」
９）「創立６０周年記念祝賀会」

１０秒



4

「筑後支部」
「筑後市料飲組合」

の「紹介」

５秒



１）筑後支部「位置」
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５秒



昭和３１年設立 （組合員８０名）
初代組合長 田中 弘勝 その一
副組合長 田中 洋右 こがね荘

山口 昭 ことぶき会館
会 計 中山 博路 やまご食品
理 事 下川 正高 ウッディ

中村 正 一条ドライブイン
城戸 洋助 城屋寿司
靏 好勝 ハロービーンズ

監 事 中尾 庫次 イカス食堂
井ノ口二郎 井ノ口ラーメン

２）「歴代役員・組合員数」 ❶
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５秒



平成４年（組合員７５名）
組合長 田中 洋右 こがね荘
副組合長 山口 昭 ことぶき会館

靏 好勝 ハロービーンズ
会 計 下川 正高 ウッディ
理 事 佐藤 秀男 葵寿司

中村 正 一条ドライブイン
野口 剛秀 王将寿司
江崎 憲一 千石
野間口タミ子 ひごい
池田美代子 モデナパート２
山下 敏明 焼肉じゅうじゅう

監 事 中尾 庫次 イカス食堂
井ノ口二郎 井ノ口ラーメン

２）「歴代役員・組合員数」 ❷

7

５秒



平成２１年  （組合員３６名）
山下 敏明 ・・・組合長に就任

⬇
平成２９年 現在（組合員６１名）

・・・７年間で ＋２４名
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２）「歴代役員・組合員数」 ❸
１０秒



３）「 組織図 」
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山下 敏明

野間口 タミ子

野口
剛

中田
信子

中山
敦夫

江崎
正二

梶原 紀之

中村
慎之

徳永
幸治

江口
俊造

田中
洋

下川 正高
森松 伸之

田中 洋右

組合長

監事

副組合長 副組合長

理事 理事

相談役

１０秒
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「筑後市料飲組合」

「主な活動」

５秒



平成２２年 宮崎県「口蹄病」
・・・現地の飲食店に打撃

⇒ 店舗に義援金箱設置
使用済ペットボトル50箱

⇒⇒ 総額148,000円

４）「主な活動」 ❶
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「 義援金 」①

２５秒



平成２３年 「東日本大震災」

⇒ 現地へ義援金

⇒⇒ 総額333,030円
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「 義援金 」②

４）「主な活動」 ❷ ２５秒



平成２４年
筑後警察署・合同企画
「飲酒運転撲滅・暴力団追放運動」

⇒「はしわたし運動」箸袋作成
組合員全員へ配付

⇒⇒ 筑後警察署より感謝状 13

「 飲酒運転撲滅 」①

４）「主な活動」 ❸ ２５秒



平成２６年１２月１６日（火）
筑後商工会館大ホール

⇒ 「飲酒運転撲滅決起大会」
⇒⇒ ＮＨＫ

「情熱発信！福岡ＮＯＷ」放映

４）「主な活動」 ❹
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「 飲酒運転撲滅 」②

２５秒
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「３つのテーマ」
と

「活動の結果」

５秒



①「地域社会に貢献し認められる
組織・団体」への進化

②「組合員共通メリット」の創出

③「組合運営における役員負担」
の低減

５）「３つのテーマ」❶
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２５秒



以上、「３つのテーマ」を
クリアする事によって・・・

「新規組合員の加入」が促進される

・・・と考えた
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５）「３つのテーマ」❷ ２５秒



① 組合「事務局」を
商工会議所内に設置

組合員との「スムーズな意思疎通」
商工会議所との「連携」

６）「３つの取組み」の結果 ❶
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２５秒



② 「食品賠償共済保険」へ組合加入

組合員全員の
「食品トラブルリスクのカバー」

６）「３つの取組み」の結果 ❷
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２５秒



③ 組合費を「口座引落し」化

役員の「集金負担の解消」

６）「３つの取組み」の結果 ❸

20

２５秒



６）「３つの取組み」の結果 ❹
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以上、「３つのテーマ」を
クリアした事によって・・・

「新規組合員の加入」を促進出来た

２５秒
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「現在の取り組み」

５秒



※ 組合独自の取組みは
行っていないが・・・

地域と連携し「活性化」に向けて
取り組んでいる

７）「現在の取組み」❶

23

１０秒



「地域との連携」
① 公的な協会
（観光・防犯・防災/協会など）へ

当組合から理事を輩出

② 市・商工会議所が主催する
全ての祭り・イベントに

実行委員として参加

７）「現在の取組み」❷
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２５秒
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「加入促進の方法」

５秒



８）加入促進の方法 ❶

26

１５秒



８）加入促進の方法 ❷
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①「著作権料」
・・・ ２０％割引（カラオケ等）

②「商工会議所」
・・・「２号議員」サービス

③「国・県」
・・・ 免許等情報入手

２２秒



８）加入促進の方法 ❸
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④「保健所」
・・・ 「衛生関係」手続き

⑤「国民生活金融公庫」
・・・ 「借入」相談

⑥「食品衛生協会」
・・・ 「保険」加入

２２秒
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「筑後市料飲組合」

「創立６０周年記念祝賀会」

５秒



日時：平成２８年５月１０日（火）午後４時

９）創立60周年記念祝賀会
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７秒



来賓挨拶

中村征一 筑後市長 原口英喜 筑後市議会議長
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９）創立60周年記念祝賀会 ７秒



32来賓挨拶
藏内勇夫 福岡県議会議員

９）創立60周年記念祝賀会 ７秒



ご来賓
ご芳名 役職

中村 征一 様 筑後市長

藏内 勇夫 様 福岡県議会議員

原口 英喜 様 筑後市議会議長

田中 親彦 様 筑後市議会副議長

須藤 公昭 様 日本政策金融公庫 久留米支店 支店長

木下 茂 様 八女食品衛生協会 会長

大藪 健介 様 筑後商工会議所 副会頭

坂本 好教 様 筑後市議会議員
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９）創立60周年記念祝賀会 ５秒



34

ご来賓
ご芳名 役職

北島 一雄 様 筑後市議会議員

貝田 晴義 様 筑後市議会議員

馬場 政英 様 筑後市議会議員

永松 孝信 様 筑後市議会議員

角 一徳 様 筑後商工会議所 副会頭

江口 健治 様 筑後商工会議所 副会頭

冨安 春二 様 筑後商工会議所 専務理事

山下 剛史 様 筑後商工会議所 事務局長

９）創立60周年記念祝賀会 ５秒
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ご来賓
ご芳名 役職

田中 彬 様 福岡県飲食業生活衛生同業組合 副理事長

倉八 啓壽 様 筑後支部 支部長

大越 秀男 様 筑後支部 副支部長

村田 豊 様 筑後支部 副支部長

津留崎 雅俊 様 筑後支部 副支部長

野中 耕二 様 筑後支部 副支部長

山浦 厳 様 筑後支部 副支部長
（順不同）

９）創立60周年記念祝賀会 ５秒



当組合の活動が参考になれば
幸いです

筑後市料飲組合 組合長 山下 敏明

ご静聴有り難うございました
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