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佐賀県美容業生活衛生同業組合
アップスタイル講習会

　「ランダムなフロントの四つ編みとロープ編みのキュートなヘア」をテーマに、8月29日(月)に組
合員向けのアップスタイル講習会が行われました。佐賀県美容業(生衛)では、定期的に講習会を開催
されており、今回は鳥栖・神埼・伊万里などから17名が参加されました。講習会はお店の定休日が
多い月曜日に合わせて開催されることが多く、お休みの日も技術向上に励まれています。
　講師の西山双美先生は、「ぜひこの先生に講習を受けたい!!」という組合員の声を受けて、長崎県か
ら講師として招かれました。講習はすべて実技で行われ、受講者はモデルウィッグを使ってヘアア
レンジに挑戦していきます。３時間の講習会のうち1時間を各工程の練習時間として、髪の分け方や
編み方の基礎を学びます。残りの2時間で見本のヘアスタイルを再現していくのですが、西山先生は
巡回しながらひとりひとりにアドバイスをされており、最後には全員が見事に見本のヘアスタイル
を再現していました。一つのヘアスタイルを作り上げるのに、たくさんの工程とプロの技術が注が
れていることに驚きます。実際はお客様の顔に合わせて、似合うサイドのまとめ方をアレンジしたり、
年齢によって髪を結ぶ位置を変えたりされるそうです。この束を左手で押さえながらこちらの束を
下からくぐらせて…聞いているだけで混乱してきますが、西山先生曰く鏡を見なければ自分でもで
きるとのこと。できあがった作品を並べると、個性があってどれも素敵な仕上がりでした。
　講習の最後には今村理事長からのご挨拶があり、「未だコロナ禍の中ではありますが、このように
集まって顔を合わせるだけでも楽しい気持ちになれるし、互いに元気をもらえる場所があるのは大
切なことだと思う。組合としてはこういった機会を徐々に増やしていきたい。」とおっしゃっていま
した。佐賀県美容業(生衛)では、このような技術向上のための講習会のほか、「世代間ギャップを乗
り越えるためのコミュニケーションマナー」や「救命救急講座」など、様々なテーマで講習会を開
催されています。
　なお、今回のアップスタイル講習会は中央会の中小企業連携組織等支援事業を使って取り組まれ
ました。3年ぶりの開催ということでしたが、受講者同士で教え合う姿も見え、とても明るく楽しい
講習会でした。



特定地域づくり事業協同組合に関して視察を受け入れました！

　特定地域づくり事業協同組合制度とは、地域人口の急減地域において、地域産業の担い手を確
保するための特定地域づくりの認定を受けた協同組合が行う人材派遣事業に、事務局運営費、人
件費の補助等、財政的な支援を行う制度です。
　現在、佐賀県には５つの特定地域づくり事業協同組合があり、全国的にも数が多い状況です。
そのような背景もあり、鳥取県、長崎県、宮崎県の３つの県の中央会から視察の依頼がありました。
　１日目は唐津市の人材バンク唐津協同組合の視察を行い、理事長である宮崎氏及び、唐津市役
所の堀田氏よりお話をお伺いしました。
　２日目は小城市の協同組合佐賀の善食くりやの視察を行い、理事長である古賀氏よりお話をお
伺いしました。
　両日とも多数の質問が飛び交っていました。
　特定地域づくり事業協同組合制度にご興味のある方は、中央会までお問い合わせください。

　去る９月７日に協同組合佐賀の善食くりやの理事長である古賀正弘氏が代表を務める佐賀冷凍食品㈱
主催の展示会が開催されました。
　佐賀県内の食品関連事業者が中心ですが、佐賀県以外にも九州圏内の事業者が複数参加されていま
した。
　この展示会は、良い商品を持っている地場企業が沢山あるにもかかわらず、消費者に認知されてい
ないという現状を何とかしたいという想いの下、
食品メーカー及び付き合いのあるバイヤーに声を
かけて実現しました。
　佐賀県内の果物を使った無添加ジャムや呼子で
製造したイカコロッケ、辛子レンコンなど４０社
が出展され、約１００名の来場者がありました。
　古賀理事長は、この展示会が地場産品とバイ
ヤーの橋渡しになったら嬉しい。スーパー等で買
えるようになることで、消費者にも美味しい地場
産品を知ってほしいと語られていました。

佐 賀 の 食 展示商談会開催！

特定地域視察（唐津） 特定地域視察（小城）
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　８月号でもご案内しました通り、全国の中小企業者による決意表明と、
国への中小企業対策の更なる拡充要請を全国規模で行うための「第7４
回中小企業団体全国大会」が来る11月1０日（木）、「つながる　ひろげ
る　連携の架け橋」をスローガンとして掲げ、『希望の未来　中小企業
「光」を結集』をテーマに長崎県長崎市「出島メッセ長崎」で開催され
ます。

■第7４回中小企業団体全国大会
　日　　　時：令和４年11月1０日（木）1４：００～1６：3０
　場　　　所：長崎県長崎市尾上町４－１「出島メッセ長崎」
　主　　　催：全国中小企業団体中央会／長崎県中小企業団体中央会
　大会参加料：６，０００円（本会ツアーをご利用の方は別途ツアー料金が
　　　　　　　必要です）

※「全国大会オリジナルツアー」についてはお気軽にお問い合わせください。
※�新型コロナウイルス感染症の影響、その他の事情により行程が変更になる
場合がございます。
詳細は担当者（電話０952-23-４598　担当：髙木・鳥谷）までお問合せくだ
さい。

第 74回中小企業団体全国大会のご案内
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中小企業組合検定試験のお知らせ

　全国中央会では、中小企業庁の後援を受けて、毎年１２月第１日曜日に組合の職務の遂行に必要な知識に
関する試験を行い、合格者には中小企業組合士の称号を与えています。
　本会で受験対策をしますので、中央会労働部までお気軽にご相談ください。
　参考までに令和３年度に出題された「組合制度」に関する問題の一部を掲載します。意欲のある方、是非
挑戦してください！（解答は１4ページ）

中小企業組合検定試験過去問題（組合運営）
　次の文章は中小企業の経済事業について述べたものである。下記の語群ア～ケの中から最も適切なものを
選び、その記号を解答用紙の解答欄に記入しなさい。

１．共同事業の運営に当たっては、共同事業の各々について精密な事業計画及び　　①　　を策定すること。

２．�共同販売事業の形態には強制的方式と任意的方式がある。強制的方式は、当該製品について一定の基準
を設け、検査によって基準以外の物は　　②　　にするなど粗製乱造を防止し、かつ乱売を避けるとい
う点からも極めて効果的である。

３．�共同購買事業における　　③　　仕入とは、組合があらかじめ組合員の需要を予測し、自己の　③　に
よって商品を仕入、一定の差額を見込んでこれを組合員に供給する方法であって、買取供給ともいう。

４．�共同受注事業とは、組合が取引の　　④　　となって注文を引受け、その注文を組合員に生産、加工又
は集荷若しくは役務の提供をさせることにより、組合員事業の取引範囲を拡張し、取引条件の改善を図
ることである。

【組合検定試験・過去問に挑戦！】
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〈会員の皆様へ〉

５．�官公需適格組合における工事の証明基準の要件としては、定款の「自由脱退」の条項について、予告期
間を　　⑤　　としている。

語群
ア．適格　　　　　イ．見込　　　　　ウ．仲介　　　　　エ．主体　　　　　オ．１年
カ．不合格　　　　キ．委託　　　　　ク．財務計画　　　ケ．２年

中小企業組合検定試験過去問題（組合制度）
　次の文章は中小企業組合について述べたものである。設問中の　　A　　及び　　B　　に入るものの組
み合わせとして最も適切な組み合わせを選択肢①~④の中から１つ選び、その番号を解答用紙の解答欄に記
入しなさい。

（設問）
　　A　　とは、組合員の意思いかんにかかわらず、組合において一方的に組合契約を解除し、その組合員
たる　　B　　を剥奪することである。もし組合員としての義務を果たさず、あるいは組合員が組合の存立
に重要な影響を与える行為（組合事業の不正利用、組合運営の妨害、犯罪その他組合の信用を失墜させる行
為など）を行ったときは、組合はこれらの組合員を　　A　　することができる。　

　　　①�A�除名/B�地位　　　②�A�排除/B�資格　　　③�A�除名/B�資格　　　④�A�排除/B�地位

　「DXへの第一歩」となる機会を創出するため、最新のIT商材に触れることができる「第6回�生産性向
上のためのITフェア」を２年振りに来場型（一部、リモートでの参加可能）にて開催いたします。
　今回のフェアは「体験型」イベントです。実際の商品を触って体験できるので、自社での使用感をイ
メージしやすいかと思います。難しい知識は不要です！当日は中央会の担当職員も会場にいますので、
ITが苦手な方も是非お気軽にお越しください。

日　時　令和4年１１月１8日（金）１0：00～１7：00
場　所　ホテルグランデはがくれ２階フラワーホール（佐賀市天神２-１-36）
対　象　県内の会員組合の皆様や中小・小規模事業者の皆様など
参加費　無料（要事前申込）
出展企業数　２１社（予定）
主　催　�佐賀県商工会議所連合会、佐賀県商工会連合会、
　　　　佐賀県中小企業団体中央会、佐賀県産業スマート化センター

第6回生産性向上のための第6回生産性向上のための
ITフェアを2年ぶりのリアル開催にて実施いたします！ITフェアを2年ぶりのリアル開催にて実施いたします！

？

⬅︎Webサイト
　お申し込みはコチラから

［ 　　　　　］佐賀県産業スマート化センター
お申し込みページ
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【連載】第 3回 組合 Q&A：員外利用について

（組合員）中央会さんに聞きたか事のあるとけど、ちょっとよか？

（組合員）なるほどね。組合員のためになるかどうかがポイントやね。ありがとう♪

【ちなみにばってん】
　員外利用には特例があり、決められた条件を満たし、行政庁の認可を得ることによって100分の200を超えない範囲内で員外
者に組合事業を利用させることができます。

（中央会）よかですよ～

（組合員）じゃあ今回は気にせんでよかね。

（中央会）今回の場合、員外利用にはならんですね。共同販売や共同購入の受発注業務をオンライ
ン化して、組合が組合員のために外部と取引したり、その仲介をすることは員外利用にならんです。
仕入先や販売先の人も使ってよかですよ。それと、共同販売の売上UPのために、組合員が取り扱っ
ていない商品を、組合員以外から仕入れて組合員に販売するといった場合も、員外利用にはならん
ですね。組合員と競合しなければ員外利用には該当せんとですよ。

（中央会）そうですね。員外利用ていうとは、例えば組合の持っている最新設備を、組合員じゃなか
人が使いたか～って言ってきたら員外利用になりますね。組合の事業は組合員のためのものやけん、
員外利用をさせるときには組合員の利用に支障のでらんごと、総利用量の 100 分の 20 を超えないよ
うに注意せんばいかんです。

（組合員）うちの組合は共同受発注事業をしよるとばってん、事務が大変やけんそろそろオンラインシ
ステムば使って管理しようか～って話の出たとけど、オンラインシステムは組合員の取引先も使ってよか
と？組合のオンラインシステムやけん、組合員以外の人が使ったら、員外利用とかいうとにならん？

国税庁インボイス制度
特設サイト

国税庁

《佐賀税務署からのお知らせ》

「税を考える週間」
　～これからの社会に向かって～

　11月11日～11月17日は、税を考える週間で
す。国税庁ホームページでは、「国税庁の取組」
や「税に関する情報」を紹介していますので、こ
の機会に、是非ご覧ください。

◎問い合わせ　佐賀税務署　☎32・7511

消費税のインボイスって何？
国税庁特設サイト
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中小事業者新事業展開設備導入支援補助金のお知らせ
　佐賀県では、令和4年９月補正予算により、新型コロナウイルス感染症や原油・原材料価格の高
騰により売上や収益に影響を受けている中小事業者に対し、売上の向上や収益力の強化を図るた
め、新事業の展開に必要な設備導入への補助を予算措置されることとなりましたので、その概要
を掲載します。

事業内容：
補助対象となる事業者：
　�　佐賀県内に店舗や事業所を有する中小事業者（個人事業者を含む）であって、下記①又は②
を満たす事業者
　①�令和4年1月～9月までの連続する６ヶ月の内、任意の３ヶ月の合計売上高が令和元年（平成
３1年）、2年、３年1月～9月のいずれかの期間の同３ヶ月の合計売上高と比較して10％以上減
少していること

　②�令和4年1月以降の任意の１ヶ月における主要原材料等の１単位あたりの平均仕入価格が令和
３年と比較して20％以上上昇していることに加えて、粗利益が令和元年（平成３1年）、2年、
３年の同月と比較して３％以上減少していること

補助対象となる取組項目：
　　下記の取り組みに係る機械装置、設備、システム等の導入が対象となります。
　①�新商品（新サービス）の開発又は提供
　②�販路の開拓・売上向上
　③�デジタル化による生産性の向上
　④�事業再構築（新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、事業再編等）
　⑤�ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）への取組
対象事業のイメージ：

補助額：１事業者につき　下限５0万円　～　上限200万円
補助率：補助対象経費の２／３以内
補助事業実施期間：
　�　交付決定の日から令和５年1月16日までです。ただし、補助対象経費は令和4年9月16日以降
交付決定日前に発生した経費についても補助対象とすることができます。
　�　設備導入等は令和4年12月末までに設置を完了、令和５年1月16日までに支払完了し、実績報
告をしていただく必要があります。
応募期間：令和４年９月22日（木）～同年10月14日（金）
お問合先：�佐賀県産業イノベーションセンター　TEL　09５2－３7－1５00
　　　　　※詳細は佐賀県産業イノベーションセンターのHP
　　　　　　�(https://infosaga.or.jp/consultation/17.html)をご参照の上、公募要領等をご確

認ください。

POSレジを導入し、業務
の効率化を図り、マーケ
ティング戦略に活用する

人の目で行っていた品質管理
をデジタル化し、品質の向上、
作業の効率化を図る

省エネに対応した冷蔵庫を購入
し、長期保存可能な材料を使っ
た新商品を開発する
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　 =良い（DI>3０%）、　 =やや良い（3０%≧DI>1０%)、　 =変わらない（1０%≧DI>－1０%)
　 =やや悪い（－1０%≧DI>－3０%)、　 =悪い(DI≦－3０%)

景況NEWS
令和４年７～８月分

　中央会では、県内36業界より情報連絡員を委嘱し、毎月その業界の景況等についてご報告を頂
いております。
　ご報告頂いた令和4年7～8月分の景況は下記の傾向を示しています。
　なお、全国中央会が取りまとめている全国の調査結果をご希望の方は本会までご連絡下さい。
全国中央会ホームページ（https://www.chuokai.or.jp/index.php/category/news-keizai/）
からもご覧いただけます。

7月、8月の傾向

佐賀県内中小企業36業界の景況

　今期（7-8月期）の月次景況調査結果について＜前月比＞DI（全業種）でみると、主要指標「売上高」は、7月は2.8で、
6月の１9.5より１6.7ポイント悪化し、8月もマイナス25.7と、2ヶ月連続でマイナス値となった。「収益状況」は、7月はマイ
ナス１9.5、8月はマイナス2０.０と、原材料価格は高騰しても価格転嫁が進まない業種も多く、マイナス値が続いている。「業
界の景況」についても、7月はマイナス8.3、8月はマイナス22.9となり、長引くコロナによる売上低迷と円安の進行により
好転する材料がなく低調に推移している。
　一方、＜前年同月比＞DI（全業種）をみると、「売上高」については、7月は１１.１、8月は28.6と6ヶ月連続でプラス値となった。
「収益状況」については、7月はマイナス１9.5であったが、8月はマイナス１４.3となり、プラス5.2ポイントとなった。「業界
の景況」について、7月はマイナス22.2となったが、8月はマイナス8.6となり、低調に推移しているもののわずかに改善した。

前　　月　　比 前 年 同 月 比

→ → → DI 評価 → → → DI 評価
売上高

[DI]=[増加]－[減少]
27.8% ４7.2% 25.０% 2.8% 33.3% ４４.5% 22.2% 11.1%
2０.０% 3４.3% ４5.7% －25.7% ４5.7% 37.2% 17.1% 28.６%

在庫数量
[DI]=[減少]－[増加]

8.０% ６8.０% 2４.０% 1６.０% 2４.０% 5６.０% 2０.０% －４.０%
４.０% 8０.０% 1６.０% 12.０% 1６.０% 72.０% 12.０% －４.０%

販売価格
[DI]=[上昇]－[低下]

25.０% ６9.４% 5.６% 19.４% ４1.7% 5０.０% 8.3% 33.４%
2０.０% 8０.０% ０.０% 2０.０% 51.４% ４5.7% 2.9% ４8.5%

取引条件
[DI]=[好転]－[悪化]

2.8% 88.9% 8.3% －5.5% 13.9% 72.2% 13.9% ０.０%
5.7% 88.６% 5.7% ０.０% 8.６% 82.8% 8.６% ０.０%

収益状況
[DI]=[好転]－[悪化]

8.3% ６3.9% 27.8% －19.5% 19.４% ４1.7% 38.9% －19.5%
5.7% ６8.６% 25.7% －2０.０% 17.1% 51.5% 31.４% －1４.3%

資金繰り
[DI]=[好転]－[悪化]

2.8% 8６.1% 11.1% －8.3% 5.６% 8０.5% 13.9% －8.3%
2.9% 85.7% 11.４% －8.5% 11.４% 71.5% 17.1% －5.7%

設備操業度
[DI]=[上昇]－[低下]

13.3% 73.４% 13.3% ０.０% ６.7% 73.3% 2０.０% －13.3%
13.3% 73.４% 13.3% ０.０% 2６.7% ６０.０% 13.3% 13.４%

雇用人員
[DI]=[増加]－[減少]

2.8% 9４.４% 2.8% ０.０% 8.3% 75.０% 1６.7% －8.４%
2.9% 9４.2% 2.9% ０.０% 8.６% 88.5% 2.9% 5.7%

業界の景況
[DI]=[好転]－[悪化]

5.６% 8０.5% 13.9% －8.3% 11.1% 55.６% 33.3% －22.2%
０.０% 77.1% 22.9% －22.9% 1４.3% ６2.8% 22.9% －8.６%

●DI［景気動向指数］値（全業種）� 上段が7月分、下段が8月分

（調査票取りまとめ：令和４年9月１3日　情報連絡員総数36名：7月回答数36名：回答率１００.０％、8月回答数35名、回答率97.2％）
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■��佐賀県菓子工業組合　理事長　中原正博　氏
　�　需要や売上はコロナの減少で、お土産品関連を含む菓子全体
は回復傾向になってきていたが、物価の上昇やコロナの感染増
加に伴い、若干勢いがなくなってきたような感じになった。ま
た現状原材料、包装資材等すべての価格が高騰し厳しい環境は
続いている中、フィルム包装資材等の供給が通常の２～３倍程
度納期に遅れが生じており、納品までに時間がかかっているの
で、商品の安定供給に支障が出始めている。(7月)
　�　前半からお盆期間までは、需要、売上とも堅調であったが、
後半は低調になった。この時期は暑さに左右されるので、冷夏
菓子関係は好調であった。
　�　全体的には、コロナ感染状況と物価の上昇等の影響もあり、
商品を選択する購買等の変化が出てきており、需要は分かりづ
らく、販売地域や事業者に温度差が出ている。
　�　原材料関係を含め、すべての価格が高騰し続けているので、
製造コストの削減や新商品の開発、販売価格、商品規格の見直
しが続いている。(8月)

■佐賀県酒造協同組合　事務局長　山﨑みち子　氏
　�　組合員の酒類売上げは前月に比べると若干増加、前年同月と
比べると前年対比１１9％と増えていますが、瓶やラベル等、ガ
ソリン等の運送に係る価格高騰の影響もあり、即収益好転とは
ならないようです。また、全国各地での営業や酒のイベントも
行っていますが、昨今の爆発的なコロナウイルスの感染拡大の
影響は、会社の業務、イベントの運営、取引先の休業・閉店な
ど様々なシーンで出ていますので、営業活動についても難しい
状況が続いております。(7月)
　�　組合員の酒類値上げは前月に比べると若干減少しています
が、前年同月と比べると前年対比１０7％と若干増えています。
コロナウイルス感染第七波影響により、業務用が落ち込んでき
ており、飲食店はより厳しい状況が続いています。9月から始
まる飲食店向けのプレミアム商品券の効果に期待します。(8月)

■佐賀県漬物工業協同組合　理事長　川原啓秀　氏
　�　原料・資材等の値上げがまだ続く中、販売価格に転嫁すると
ころが増えてきた。しかしながら電力などエネルギーの価格高
騰分は転嫁出来ないでいるところが多数ある。これは一度値上

げしているのでさらに値上げするのが難しいためである。(7月)
　�　原材料・資材・燃料費の高騰が今後の収益を圧迫しそうな状
況だ。さらなる値上げを検討しているが市場に受け入れられる
かどうかは疑問が残る。値上げできていないところもあり今後
の価格競争が業界に対してどのような動きを見せるのか注視し
なければならない。(8月)

■佐賀県製粉製麺事業協同組合　理事　井上義博　氏
　�　コロナ禍、贈答品等が少なくなっている。原材料値上げに苦
慮。(7月)

■嬉野茶商工業協同組合　理事長　中山明則　氏
　�　コロナの再拡大により経済が不活発になり、お茶の小売が低
迷している。その上、原材料の高騰により収益が悪化している。
また、中小企業には今度の最低賃金の上昇はかなり厳しくなり
そうである。今後、エネルギー価格の上昇により、送料や資材
の高騰が続くと思われるが、どのくらい上昇するのかわからな
いので対策ができない。(7月)
　�　経費、原材料の高騰により収益が悪化している。中小企業は、
コロナの中売り上げが低迷しているにもかかわらず最低賃金が
上がるのは、さらに厳しくなると考えられる。また来年よりイ
ンボイス制度が始まるにあたり、農産物の直接仕入れが出来な
く農協を介して仕入れることとなり、かなり難しくなり流通が
変化すると考えられる。(8月)

■諸富家具振興協同組合　副理事長　平田尚二　氏
　�　梅雨が明けたと思いきや、７月は戻り梅雨を迎え、コロナの
感染も急激な増加傾向にある。行動制限こそ出ていないものの、
心理的な部分で、個々人の行動制限がかかっているように思う。
為替も円安傾向が続いており、全てにおいて落ち着いた方向へ
進むことを願うばかりである。
　�　さて、業界の状況は、若干売上に格差が出てきているように
も見える。綱渡りながら商材が入荷しているところは良いが、
そうでないところは苦戦しているようであり、物流も完全に元
に戻ってない状況である。原材料に関して言えば、入荷量はそ
れなりに維持してはいるが、値上げが止まらない。値上げが上
手くいっているところと、そうでないところとの差が出ている

前月比ＤＩの推移（全業種）

前年同月比ＤＩの推移（全業種）

●DI〔景気動向指数〕値の推移
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< 業 界 通 信 >
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のではないだろうか。ただ、全体的に安い価格帯に消費動向が
流れている傾向である。さらには、一部のメーカーで使用する
樹種を絞り込む状況も見え始めている。
　�　また、世界や国内の見本市での入国や行動の制限緩和などを
見てみると、人の動きを取り戻しつつあるように思う。まだま
だ、混乱が収まっていない中で、各社知恵を絞りながら苦境を
乗り越えている状況である。(7月)
　�　景況に関して、前月及び前年同月と比較して、悪化と回答さ
れる事業所が多数を占めている。円安や原油高に伴う原材料の
コストアップが大きく影響しているのではないだろうか。
�　�　8月は、平均すると売り上げがダウンする月でもある。しか
し、秋の展示会に向けての新作開発等でのコスト上昇分を価格
転嫁できるかが、一つのポイントと言える。
　�　コロナ感染拡大も感染者こそ多い状況であるが、多くの開発
プロジェクトは動いており、感染防止に注意しながら事業活動
を活発に行わなければならない。いずれにせよ足元をしっかり
固めつつ、秋の需要期に向けての準備を滞りなく行う必要があ
る。(8月)

■佐賀県紙業振興協同組合　事務局　松尾雄一郎　氏
　�　原材料、副資材、燃料費その他の値上げ分の価格転嫁が進ん
でいない。(7月)

■�佐賀県印刷工業組合　理事長　真崎俊夫　氏
�　�　7月は盆前商戦のチラシが少し動いたが、コロナ前の3割減
程の受注。全体的に7月は閑散期となる為、動きが少ないよう
だ。商品券（地域クーポン）やコロナワクチン接種券の委託業
務など一部では動きはあるが、商用印刷のチラシ等や事務用印
刷は需要が少ない。(7月)
　�　8月はイベントの告知、スーパー等の催事での印刷物が動き
出し、前月対比では数パーセントの増加だった。しかし、デジ
タル化が進むにつれ、スマホ等での情報発信や材料代等の値上
げによる価格改定の影響を受け、前年対比での印刷物の出荷は
伸び悩んだ。
　�　特に商業印刷や事務用印刷はデジタル化が進む影響が大きく
伝票（請求書、納品書、領収書）等のリピート発件が大きく減
少している。コスト増による価格改定は一定の理解は得られて
いるが、転嫁するにはまだ時間がかかりそうだ。（8月）

■佐賀県陶磁器工業協同組合　総務課長　梅﨑泰志　氏
　��　取扱高は前年・前々年と比較すると回復傾向であるが、依然
としてコロナ前に比べると約3０%減。
　�　加えて、コロナの再拡大による業務用食器市場への影響が出
始めているように感じた。今後の年末年始の需要に期待したい。
(7月)
　�　組合員事業所内でもコロナ感染者が出ており、生産に影響が
出ているように感じる。
　�　今後の年末年始の需要に対して生産体制を整えられるのか不
透明なところ。
　�　引き続き、オンラインや海外向けは好調を維持しており、そ
の点は好材料であるが、事業所間の業績の差がさらに開いてき
ている。
　�　雇用調整助成金も延長期間が終わり、さらに厳しくなるので
はないかと懸念している。(8月)

■肥前陶土工業協同組合　事務局長　一ノ瀬秀治　氏
　�　7月の陶土共同販売高は、対前年同月比約１０5％、対前月比
約98％で推移する見込み。6月に価格改定を実施した組合員の
影響か前年同月ではややプラスとなったが、前月との比較では
ややダウンとなった。7月に一組合員から廃業による脱退届の
提出があった。組合員事業所の状況の厳しさが窺い知れる。
　(7月)
　�　8月の陶土共同販売高は、対前年同月比約１０3％、対前月比
約9０％で推移する見込み。先行にて価格改定を実施した組合
員の影響もあってか前年同月では、売上高、販売価格について
は微増であったが、物価上昇の影響も大きく、収益、資金繰り
は厳しくなっているように感じる。設備操業に至っては、組合
員や先方のコロナの影響による臨時休業などもあり、稼働状況
が落ちているように感じる。前月との比較としては、盆休業な
どもあり、稼働が落ちる時期でもあるので、問題無いようにも
思うのだが、１０月からの価格改定前という事を考えると少し
寂しい数字にも感じる。コロナによる長期休業等の影響で、製
造が滞り気味、現場の生産力が間に合っていない事が一因にな
るように感じる。(8月)

■佐賀大和工業団地協同組合　事務局長　中村耕三　氏
�　�　当団地は、金属加工、機械部品製造、印刷業の企業が主であ
るが、売上面は、前月比「減少」傾向が強かった。一方、前年
同月比では、「不変」としたが、「増加」の割合も高かった。受
注単価の販売価格は、前年同月比では、全体的に「不変」とし
たが、「増加」した割合と拮抗した。

　�　当団地の共同受電（１9社中、１7社が利用）電力使用量合
計の推移では、前年同月比が、5月１０１％、6月97％、7月
１０5％、8月は、１１3％に増加した。特に印刷業の企業で増加
傾向を示した。(8月)

■唐津鉄工団地協同組合　事務局長　渡邊浩布弥　氏
�　�　鋼材を取り巻く環境はロシアのウクライナ侵攻以降、原材料
価格が高騰していたが、スクラップの急落を受け電炉メーカー
の一部品種で値下げ方針あったものの大勢では各メーカー様子
見の状況。至近はスクラップも反転したことで市況は現状程度
を維持するものと思われる。
　�　建築案件は大型物件が多数あり大手鉄工所はフル稼働が継続
しているものの中小案件は低調で中堅以下の鉄工所の仕事量は
少なく、大手の下請けで凌いでいる状況は変わらず。
　�　弊社の８月も値上げによる単価UPに加え、受注が集中した
ことで、前月並みとなっているものの今後も継続するかは不透
明。(8月)

■肥前陶磁器商工協同組合　専務理事　藤　雅友　氏
�　�　7月は前年比１36.27％。二極化は見られるが、全体的な動
きとしては比較的良かった。定番商品やオンライン向け商品に
加え、海外向け商品に動きが見られた。
　�　商社においては、納期の遅れを補う為や値上げ前の商品の積
み増しなど共販数字の増加に繋がった。(7月)
　�　8月は、前月比１25.４9％、前年比１４2.56％。コロナ前の数
字までに回復が戻りつつある。納期の遅れを補う為の商品の積
み増しであったり、値上げ前の商品の積み増しなどが共販数字
をけん引した。今後、秋以降の需要期の数字を注視していく必
要がある。(8月)

■佐賀青果食品協同組合　理事長　眞﨑喜隆　氏�
　�　急激なコロナ増加の中で、もしもの事を考えると組合員全員
が大変厳しい立場であり、家族からのコロナが出ても厳しく
なってくる。
　�　野菜物については、例年より少ないものの、少し高値の安定
価格で推移している。果物は量的に大変少ない。高温で天気が
良くて糖度は高いが高値での推移となっている。(7月)
　�　8月に入って、コロナの陽性者が急増し2,０００人を超える。
その後も3,０００人近い数字となってこの先何人まで増えるのか
心配である。
　�　その中での小商人は、万が一の事を考えながらの仕事になっ
て、不安が大きくなっている。
　�　野菜等は先月から安定している、価格、数量とも、但し果物
は高値の安定となっている。
　�　お盆の商材は少なかった。帰省される方も少なかったようで、
期待していたようには売れていないようである。盆過ぎには、
コロナが蔓延するのではないかと心配していたが、そこまでは
なかったように思われる。
　�　残暑も厳しく青果物については、少し高値になるかと思われ
る。
　　�信州ものが、少しずつ値上がりしているように思う。
　�　月末には台風も沖縄に接近して九州にも接近するようであ
る。この後の事が心配である。
　�　来月は、今月以上に青果物の数が減少し高値になるのではな
いかと心配される。(8月)

■協同組合ショッパーズかんざき（鮮魚）　理事　坂田重利　氏
　�　7月に入り、養殖物、輸入物が大幅な値上げで販売価格に転
嫁できず、売上、収益共に減少。又、天候不順で入荷量も減少。
(7月)
　�　昨年の盆は、水害の影響もあり大幅な売上減だったが、今年
は行動制限が緩和されたが、期待するほど売り上げはのびな
かった。
　　円安の影響で、輸入物の商品が値上、転嫁できず利益減。
　　今月も異常気候なのか入荷量が少ない。(8月)

■佐賀県石油商業組合　専務理事　光武　繁　氏
　��　原油相場が少し下がったが、「基準価格１68円」に向って毎
週４０円/ℓ前後の補助額となり、卸値も少し下がり粗利上昇。
　（7月）
　�　原油が少し下がっても、補助金が減少して仕入れ値に反映さ
れず、販売価格も先月とほぼ変わらず。8月も毎週3０円/ℓ以
上の補助額が続いている(元売へ）。(8月)

■佐賀県食肉事業協同組合　事務局長　吉田さおり　氏
　��　コロナによる影響も以前ほどなくなっている状態ではある
が、若干の受注の減少は小さいながらも長引いているため経営
に少しづつ響いてきているようである。景気が完全に復活した
訳でもないため、状況を静観するしかない事に危惧している。
(8月)
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■鳥栖本通筋商店街振興組合　理事長　緒方俊之　氏
　��　飲食店では、コロナ感染者数の増加により来客数が減少しつ
つある。感染の可能性が高い室内での飲食を控えるようになっ
たからだと思う。
　�　7月3０日に3年ぶりに土曜夜市を開催した。予想を上回る来
場者があり大変盛り上がったし、「開催してくれてありがとう
ございます」とお礼を言われることが多かった。このような状
況の中での開催を心配する声が多いのでは…と思っていたが、
そのような意見はほぼ組合に届いていない。(7月)
　・�飲食店からは来客が少なく、経営状況が厳しいとの声がある
（特に駅から離れている店舗）。

　・�8/6、8/2１に夏祭りイベントを行った。どちらも多く来場
者があり、盛り上がった。(8月)

■伊万里駅通商店街振興組合　副理事長　本岡一蔵　氏
　�　円安続き、商品値上げが続いています。価格が安定しないと
設備投資する会社も少ないと思います。売上はあまりよくない
と思います。(8月)

■佐賀県自動車整備商工組合　専務理事　保利昌宏　氏
　�九州・沖縄地区の令和４年上期（１～6月）の新車販売台数は、
前年同期比１5.7％減の2４万2１2１台となり2年ぶりのマイナス
となった。
　�　コロナ禍からの反転攻勢が期待されたが、半導体をはじめ部
品不足の影響などを受けて、メーカーの生産が伸び悩み前年を
下回った。
　�　登録車、軽自動車ともに二桁の減少となり、販売回復の兆し
が見えない状況だった。
　�　登録自動車は前年同期比１3.5％減の１3万3567台、軽自動
車も前年同期比１8.４％減の１０万855４台となり、ともに2年ぶ
りに前年割れした。
　�　なお、佐賀県でも、登録自動車が前年同期比１3.9減の7４52
台、軽自動車も前年同期比１7.０％減の778０台となっており、
新車販売全体でも前年同期比１5.5％減の１万5232台だった。
軽自動車の構成比（シェア）は、前年同期と比較して０.9ポイ
ント減の5１.１％となっている。(7月)
　�　当会の上部団体である日整連は、令和４年7月時点の「整備
需要等の動向調査」の集計結果を公表した。
　１.�今期(令和４年１月～6月)の総整備売上高DIは前期のマイナス
１3.5から6.6ポイント低下し、マイナス2０.１に悪化した。

　2.�来期(令和４年7月～１2月)の業績予想では、予想総整備売上
高DIは5.2ポイント低下し、マイナス26.5に悪化した。

　3.�整備業界全体の景況感DIは前回調査より6.０ポイント低下し、
マイナス57.１に悪化した。令和2年7月の調査を底に改善傾
向にあったが、2期連続の悪化となった。(8月)

■佐賀県クリーニング生活衛生同業組合　理事長　坂本豊美　氏
　�　若い世代のクリーニング離れが多い事や高齢者のお客さんが
亡くなられる事で、仕事減少の組合員店も出てきて、クリーニ
ング業も厳しい状況です。
　�　今回、佐賀県原油・原材料価格高騰の補助金、応援金交付の
プロジェクトを立ち上げて頂きましたが、（対象要件が）3箇月
の仕入となっており、（仕入が）月１・2箇月１度・3箇月１度の
組合員店もあり、（申請を）断念する組合員店も出てきています。
補助金・応援金交付を断念しなくて良い答えが欲しいです。
　(7月)
　・�夏のイベントも中止とかで夏祭り衣もなく、日に日に厳しい
状況です。

　・�６月仕入れのドライ溶剤税別ℓ25１円が今月では3００円と値
上がりしました。

　・�クリーニング事業者支援も受付8/１からとなってましたが、
これにも頼れないクリーニング店も出てきています。(8月)

■佐賀県美容業生活衛生同業組合　主任　中島千鶴　氏
�　�　組合共済保険へのコロナ感染による給付金請求が増加してい
ます。美容室で感染者が出た場合、店舗休業を余儀なくされる
場合が多いので、その期間の収入が極端に減少します。（7月の
月次景況は、店舗を休業していない美容室への聞き取りで作成）
(7月)
　�　今年も猛暑のためカットの売上が増加し、台風や長雨などの
災害もなく、売上は堅調に推移した店舗もあります。一方で新
型コロナウイルスの感染者が、連日１,０００～2,０００件という現
状は、顧客及びサロンのスタッフにも感染者が多発していると
いうことです。一定期間の休業を余儀なくされ、売上が大幅に
減少した店舗も少なくありません。このため、業界全体の売上
を考えると落ちています。(8月)

■唐津市旅館協同組合　理事長　松下隆義　氏
　�　コロナ感染者の大幅な増加で宿泊客、観光客が減少した。キャ
ンセルが多数あります。(7月)
　�　支え愛・九州割で安定好調です。観光客も昨年より多いです。

お盆は昨年同様多かったようです。(8月)

■佐賀県ソフトウェア協同組合　事務局長　坂井貴紀　氏
　�　ウィズコロナの考えも定着してきており、活動がしやすく
なってきている。
　�　引き続き半導体不足でサーバー等の機器が手に入らない状
態。クラウドサービスへの転換の動きも進んでおりシステムエ
ンジニア不足の声も高まっている。
　�　デジタル庁が昨年発足し、関連法により自治体の情報システ
ムは国が定める基準への統一が義務付けられ、これに関連した
動きも出てきている。(7月)
　　組合全体の売上は前年同月並み。
　�　電子帳簿保存法や来年１０月から始まるインボイス（適格請
求書）の制度に向けたニーズが高まっている。
　�　デジタルトランスフォーメーション（DX）の需要も増加し
ている。
　�　さまざまな業種に向けて新しいサービスの提案をするため
に、人材の養成や確保が必要。
　�　半導体不足でハードウェアの入荷遅延が再び顕著になって
る。円安で値段も上がるが商品価格に転嫁することも難しい。
(8月)

■�佐賀県建設工業協同組合　常務理事　島内俊幸　氏
　�　令和４年７月の公共事業は、件数では、前年同月比で１.2％
の増、前月比で9.5％の減、請負額では、前年同月比１０5.6％
の増、前月比3０.3％の増となっている。
　�　令和４年６月の住宅着工は、戸数では、前年同月比は
3.8％の増、前月比で１.2％の減、工事費では、前年同月比は
239.０％の増、前月比で322.5％の増となっている。(7月)
　�　令和４年8月の公共事業は、件数では、前年同月比で１3.6％
の増、前月比で１7.3％の増、請負額では、前年同月比０.8％の減、
前月比38.０％の減となっている。
　�　令和４年7月の住宅着工は、戸数では、前年同月比は１１.5％
の減、前月比で2.3％の増、工事費では、前年同月比は8０.2％
の増、前月比で４7.8％の減となっている。(8月)

■協同組合佐賀県鉄構工業会　事務局長　大坪一徳　氏
　＊業況…�工場稼働率、手持ち工事量とも前月と変わりない状況

だが、企業間の格差が大きい。
　＊動向…�鋼材、副資材の高騰により中小物件の需要が減少し、

今後も厳しい状況が予想される。
　＊問題点…�材料が上昇した分の価格転嫁が進んでいないので利

益が圧迫されている。(7月)
　＊業況…�8月は手持工事量�１ヶ月～6ヶ月、工場稼働率�5０％～

１2０％、見積もり件数は普通と少ないが半数ずつで
あった。前月と変わりない状況である。

　＊動向…�鉄骨需要量は前年と同水準で推移しているが、建設コ
ストの大幅な上昇により物件の手控えや延期が見受け
られており今後の受注に影響する懸念が出ている。

　＊問題点…�鋼材及び副資材の価格高騰により利益の確保が難し
い。上昇分の価格転嫁の交渉が進まず適正価格での
受注に至っていない。(8月)

■佐賀県電気工事業工業組合　事務局長　山口光浩　氏
　��　コロナ禍及びウクライナ情勢の影響で、材料の高騰及び品不
足の問題が顕著化してきた。また、仕事も減少してきたように
感じられる。(7月)

■佐賀東部管工事協同組合　事務局長　大串哲也　氏
　�　前月比、前年同月比は多少増減は見られるが、令和４年度の
４月から7月までの公共工事受注額は前年とほぼ同額となって
いる。(7月)
　�　別毎の公共工事、受注額は多少バラツキが見られるが、全体
合計受注額は前年とほぼ同額となっている。(8月)

■佐賀県貨物自動車事業協同組合　専務理事　大江孝文　氏
　�〇関東・関西方面への荷動きが悪く、空車で行くことも多かった。
　〇�軽油価格については、前月より5円/ℓ程度下がったものの、
前年比においては国の補助金を勘案してもまだ高く推移して
いる。

　〇�燃料高騰に伴い価格転嫁のための燃料サーチャージの交渉を
行っている会社も多いが、荷主との乖離がある状況である。
(7月)

　（１）依然として荷動きは全体的に悪い状況である。
　（2）�燃料の助成金があっても、前年比１０円/ℓ程度高く推移し

ており、また円安の動きも懸念される。
　（3）�県による燃油高騰対策緊急支援金が、１０円/ℓ（上限2００

万）支給されることとなり、燃料高騰分を価格転嫁しに
くい状況の中で、業界として非常にありがたい。(8月)
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　　　 これからの行事・イベント

【吉田皿屋ひかりぼし】
　磁器産地、吉田皿屋の夜を彩る光のイベント。夜の工場見学や芸術祭など、光と芸術をご堪能ください。ボシと呼ばれる窯道
具に淡い光を灯した「ひかりぼし」が町並と会場を照らします。
日　　程：2０22年1０月8日（土）・9日（日)�　18:００～21:3０
開 催 地：肥前吉田焼窯元会館周辺
お問合せ：吉田皿屋ひかりぼし実行委員会　TEL：０95４-４3-9４11

【うれしの温泉商店街　街あるきスタンプラリーwith嬉高生】
　商店街を歩きながらクイズやスタンプラリーを楽しもう！当日は嬉野温泉秋まつりも行われます。紅葉の季節にぜひ嬉野温泉
にお越しください。
日　　程：2０22年1０月29日（土）
開 催 地：嬉野温泉商店街本通り周辺
お問合せ：嬉野温泉商店街協同組合　TEL：０95４-４3-18６０

【2022佐賀インターナショナルバルーンフェスタ】
　佐賀県の秋の風物詩である「佐賀インターナショナルバルーンフェスタ」。今年は海外からの選手の受け入れは行わず、国内大
会として有観客で開催されます。
日　　程：2０22年11月1日（火）～7日（月）
※バルーン競技・イベント開催期間＝11月2日（水）～６日（日）
・11月2日（水）～６日（日）　競技飛行　　※６日（日）午後は「キー・グラブ・レース」
・11月5日（土）・６日（日） 夜　夜間係留「ラ・モンゴルフィエ・ノクチューン」
・11月7日（月）　表彰式　
開 催 地：嘉瀬川河川敷�
お問合せ：熱気球大会佐賀運営委員会　TEL�０952-29-9０００
※�2０21年11月４日（木）～６日（土）は、 TEL�０952-37-17６４

【2022サガ・ライトファンタジー】
　ライトファンタジーのオープニングは、2０22佐賀インターナショナルバルーンフェスタの前夜祭として、シンボルロードで
の点灯式やオープニングパレードなどのイベントを開催予定です。
日　　程：2０22年11月1日(火)～2０23年1月9日(月)　17:００～2４:００
開 催 地：佐賀市中央大通り（シンボルロード）
お問合せ：サガ・ライトファンタジー実行委員会事務局（０952-４０-71０４）

【肥前吉田焼辰まつり】
　毎年恒例の水の神様、八大龍王さんのお祭りです。豊かな水に感謝し、陶器・お茶など嬉野ならではの特産品の販売が行われます。
日　　程：2０22年11月3日（木・祝）～６日（日）　　9:００～17:００
開 催 地：肥前吉田焼窯元会館
お問合せ：肥前吉田焼窯元協同組合　TEL：０95４-４3-9４11

【第18回�秋の有田陶磁器まつり】
　「食と器でおもてなし」をテーマに、ゆっくりのんびりと秋の有田を楽しんでいただけます。お気に入りの器探しはもちろん、
有田焼の歴史や技を体感したり、着物を着てロマンチックな町並みを歩いたりと、楽しみ方もいろいろです。
日　　程：2０22年11月19日（土）～23日（水・祝）
開 催 地：有田町内各所
お問合せ：有田観光協会　TEL：０955-４3-2121

　組合や組合員企業で行うイベントや行事など、県一円に広く告知したいものがありまし

たら中央会総務部までご一報ください！

編集後記

※新型コロナの状況によっては変更や中止等もございますので、詳細は各主催者にお問い合わせください。

　中央会に入職して初めての異動から半年が経ちまし
た。今までとは全く異なる業務に、初めの内は右往左往
していましたが、周りの先輩方の支えもあり、少しずつ
慣れてきて今は新鮮で充実した毎日を過ごしています。
　さて先日、入職した年の山の日に、嬉々として向かっ
た私を恐怖のどん底に陥れた由布岳に、初めて大分県の
友人とアタックしてきました。道中は自然に触れながら

登れるコースで、鎖無しでは進めない岩場では手に汗握るゾーンでしたが、
今回は怪我することもSOSすることもなく無事に登頂できました。念願の
山頂では、「うわっ、日差し暑っ。」と感じるほど空も近く、眼下に広がる
景色には感動しました。下山後には〆の温泉にも入って心身共にリフレッ
シュし、新鮮で充実した登山になりました。由布岳、Good�Mountainです！
（T.T）
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佐賀県火災共済の“各種共済制度”

〒840-0826 佐賀市白山2-1-12　佐賀商工ビル6F
TEL 0952-24-6984　FAX 0952-24-6907

お問合せ・お申し込みは　佐賀県中小企業団体中央会

佐賀県火災共済協同組合

建物が燃えた

台風で瓦が
飛んだ

土砂崩れで家が
全壊した

歩行者にけが
をさせた

他人の車に
衝突した

けがで就業
不能になった

従業員が
けがをした

事故による休業で
売り上げが減った

＊１（共同元受）佐賀県火災共済共同組合・全日本火災共済協同組合連合会　　＊２（元受団体）全日本火災共済協同組合連合会

に関する共済 事故で搭乗者
がケガをした

病気で入院した

仕事中にけが
をした

料理中にやけど
をした

　警察の統計によると、佐賀県は、人口10万人当たりの人身交通事故発生件数が平成24年
以降５年連続全国ワースト１となっており、平成29年は６年ぶりに全国ワースト１を脱したも
のの、人口10万人あたりの事故によるけが人の数は７年連続で全国最多と、状況はいまだに深
刻なものとなっております。
　自動車総合共済では、相手方への賠償（自動車事故により、他人にけがをさせたり、他人の
ものを壊してしまったとき）をはじめ、お客様ご自身や搭乗者の補償（自動車事故によりご契
約のお車に同乗中の方がけがをされたとき）、そしてお客様の車の損害についても補償します。

例もあります。当組合では、これらの賠償リスクを補償する共済や、お客様自身のおけがやお車の損害を補償する共済をご用
意しておりますので、お気軽にお問合せ・ご相談ください。

『自動車総合共済』
～自動車に関するリスクに備える～

歩行者にけがをさせた 事故でけがをした他人の車に衝突した 洪水で車が水没した

今月
の

PICK
 UP!

今月
の

PICK
 UP!

本文書は共済制度の概要について記載した案内文書です。詳細につきましては、組合または取扱代理所へお問い合わせください。
なお、共済金をお支払いできない場合等につきましては自動車総合共済約款、および自動車総合共済パンフレットをご覧ください。

2019年4月1日以降用

個人・企業の
財産

に関する共済
（建物・家財・設備什器等）

＊1

自動車

＊2

病気やけが
に関する共済

＊2

＊2

＊2

企業・経営者の備え
に関する共済

 
総合賠償責任共済

＊2

＊2
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ＳＡＧＡのよかとこ ＳＡＧＡしてみらんね 寄ってみらんね　

「本村製菓株式会社」
お店紹介 おすすめ商品は？

金立公園のすぐ近くにある本村製菓さん。昭和28年の創業
以来、菓子製造卸メーカーとして素材、製法、そして九州の
食文化を大事にしながら製造を続けられています。1日多く
て約20万個の丸ぼうろを製造しているそうで、その数は日
本一！！
本村代表取締役は「佐賀を盛り上げていきたい」という想い
で、社員でアイデアを出し合う新商品の開発や丸ぼうろの
詰め放題などのイベントを盛り込んだお祭りの開催などに
も積極的に取り組まれています。「自分たちだけだと限界が
あるので、菓子業界や地域の仲間と集まってできることを
探していきたい」と今後の展望についても楽しそうにお話し
てくださいました。来年で70周年を迎えられる本村製菓さ
ん。今後の動きにますます目が離せません。

オーブントースターで温めると焼きたてに、電子レンジで約30
秒温めるとなんとラスクみたいにカリカリになるそうです。ぜひ
試してみてください。

会社（工場・事務所）には通常商品はもちろん、事務所の横にアウ
トレットコーナーもあり、お手頃価格でお買い求めいただけま
す。ゆめタウンやイオンなどのスーパーでも販売されているそう
です。

■定番の佐賀ぼうろ・黒砂糖ぼうろ
定番で１番人気の商品。ザクザクの黒砂
糖の入った黒砂糖ぼうろもおすすめ。

■森永ミルクキャラメル丸ぼうろ
森永キャラメルソースを13％使用した
森永製菓とのコラボ商品。袋を開ける
とキャラメルの甘い香りが♪お子様に
も大人気です。

住　　所：佐賀市金立町金立1544番
Ｔ Ｅ Ｌ：0952-98-3659
営業時間：9:00～17:00
定 休 日：土・日・祝

「グリルタケシタ」
お店紹介 おすすめのメニューは？

2021年6月佐賀アパホテル〈佐賀駅南口〉1階にオープンし
たレストラン。開放的な雰囲気で、お一人様でも立ち寄りや
すく、ご家族でも楽しめるレストランです。ランチだけでな
く、朝や夜メニューもあり、特にディナーでは佐賀のお酒や
佐賀の食材を使ったお料理が楽しめるので県外の方のおも
てなしにもおすすめです。また、コロナ禍の新たな取り組み
として、テイクアウト弁当やイベントなどの出張販売に対応
したキッチンカーも導入されました。

■見た目もかわいい
　特製鉄鍋ハンバーグ
鉄鍋で仕上げられた熱々の
ジューシーなハンバーグ。
デミグラスソースとジャポ
ネソースが選べます。

■ランチ限定！竹下製菓のアイス食べ放題
ランチでは、なんとアイスの食べ
放題付！！大人気のブラックモン
ブラン、ミルクックなどついつい
たくさん食べたくなってしまいま
す。

住　　所：佐賀市駅前中央1-64
Ｔ Ｅ Ｌ：0952-25-3811
営業時間：
朝　　食 　 6:30～ 9:30(L.O. 9:00)　　　
ラ ン チ　11:30～15:00(L.O.14:00)
ディナー　17:00～21:00(L.O.20:30)
定 休 日：なし

おすすめの食べ方は？

どこで買えるの？

社員全員で美味しいお菓子づくりに取
り組んでおります。ぜひ丸ぼうろでおや
つタイムをお楽しみください。

（本村代表取締役）

ホテルの中のレストランですが、ぜひ
お気軽にお越しください。アイスも食
べ放題ですので、ゆっくりお過ごしくだ
さい。　（グリルタケシタ　長谷川さん）


