
1 

 

  

令和３年 2 月１１日作成 

鳥栖市産業支援相談室（鳥栖ビズ） 



ページ 2 

■事例Ⅰ．鳥栖卓球センター 

創業者：岡本篤郎さん 

創業：2017 年 12 月 

住所：〒841-0014 佐賀県鳥栖市桜町 1205 

TEL：080-1775-5803 

Site：https://tosuttc-as.com/contact/ 
 

 

===== 2018/02/07 付 西日本新聞朝刊より引用 ===== 

鳥栖に初の本格卓球場 元会社員、岡本さんが開設 小中生育成、大人も指導 

 

 

鳥栖市内では初となる本格的な卓球場「鳥栖卓球センター」が昨年１２月、同市桜町

にオープンした。中学時代から卓球に魅せられた同市蔵上町の岡本篤郎さん（４８）

が「蓄積した指導ノウハウを生かして選手を育成したい」と会社を辞めて開設。２０

２３年開催の佐賀国体で活躍する選手を育てたいと意気込んでいる。 
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 卓球センターは約２５０平方メートルの倉庫を借り、約１９０平方メートルにフロ

ーリング材を張って卓球台６台を設置した。日中は一般向け、夕方以降は小中学生に

レッスンしている。 

 岡本さんは宮崎市内の中学校の部活で卓球を始め、高校、大学まで打ち込んだ。就

職して３年間は競技から離れたが、熊本県八代市に転勤して練習を再開。０４年に福

原愛選手がトップ選手に成長するまでを追ったドキュメンタリー番組を見て感動し、

４歳だった双子の子どもに卓球を教え始めた。 

 

 

 全国を転勤するたびに、子どもは各地のクラブに通った。さまざまな指導法にも出

合い、自分でクラブを開設して選手を育てたいと思うようになった。「子どもは５カ

所ぐらいのクラブに通ったので、じっくりと指導法を学ぶことができた。それぞれの

善しあしが分かるようになった」 

 

 

卓球場は、実家がある福岡県太宰府市を中心に候補地を探した。卓球教室がなく、交

通の便が良い鳥栖に絞り込んだ。昨年５月からは基里中の体育館を借りて教室も開い

ている。「学校の部活は必ずしも経験がある指導者がいるとは限らない。卓球クラブ

で継続的にトレーニングすることが強くなる近道」と話す。 

 

 

 市内には本格的な卓球場がなかったことから、女性やシニア世代の関心も集めてい

る。「卓球は２歳から１００歳まで楽しみ方があり、障害者も楽しめる。シニア世代

は月に１度でも卓球をしようという気持ちを持つだけでも生活に張りが出ます」。岡

本さんは利用を呼び掛けている。 
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■事例Ⅱ．鳥栖スポルト接骨院 

創業者：德安琢磨さん 

創業：2017 年 5 月 

住所：〒841-0037 佐賀県鳥栖市本町 1 丁目 962-1 

TEL：0942-55-9645 

Site：https://tokutotaku.wixsite.com/tosport 
 

 

===== 鳥栖スポルト接骨院 Web サイトより転載 ===== 

 

 

德安琢磨(院長) 

［資格］ 

 ・柔道整復師 

 ・柔道整復師専科教員 

 ・機能訓練指導員 

 ・佐賀県クラブユース･メディカルマネージャー 

 ・佐賀県クラブユースサッカー連盟・医学部長 
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［所属］ 

 ・公益社団法人日本柔道整復師会 

 ・公益社団法人佐賀県柔道整復師会 

 ・日本柔道整復接骨医学会 

 ・整形外科リハビリテーション学会 

 ・スポーツ選手のためのリハビリテーション学会 

 ・佐賀県トレーナー協会 

［コメント］ 

 サッカーや柔道・バスケットボールなどのコンタクトスポーツによる外傷や、マラ

ソン・テニス・陸上などの障害などさまざまなスポーツ選手に携わってきました。競

技レベルを問わず、スポーツに関わる皆さまのサポートをしていきたいと思っており

ます。 

 また、専門学校の講師として将来の柔道整復師となる学生さんへの講義や実技指導

も行っております。(そのため木曜日は午前のみの受付とさせていただいております)  
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■事例Ⅲ．智泉 

創業者：坂本美紀さん 

創業：2017 年 1 月 

住所：佐賀県鳥栖市藤木町 967-2 森田アパート 2-1-1 

TEL：090-4342-6866 

Site：https://chisenfrp.wordpress.com/ 

FB：https://www.facebook.com/chisen2017/ 

Mail：miki.t0810@gmail.com 
 

 

== 智泉 Web サイト - 智泉について より転載== 

[私がピラティスのインストラクターを始めた理由] 

私は、作業療法士としてリハビリに携わる仕事を 18 年ほど行なっていました。毎日、

病気やケガをした患者様の治療を行いながら、「もっと元気な時に生活習慣を見直し

ていたら、このような病気やケガにはならなかったのではないだろうか」という気持

ちがありました。さらに、私自身が 40 歳を過ぎた頃から仕事を終えた後の体力のなさ
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を実感し、「人に関わる仕事をしている私自身が体力がなくては問題である」と思う

ようになりました。 

 

 ちょうどその頃、リハビリ関連のホームページで、理学療法士の資格とヨガやピラ

ティスの資格をお持ちの中村尚人先生が考案されたファンクショナルローラーピラテ

ィス®（以下：FRP）を知りました。 

治療手技の一つとして取り入れられているピラティスには以前から興味を持っていま

したが、筋肉の使い方を意識しながらのエクササイズは難しく感じていました。 

 

 しかし、FRP はフォームローラーの上に寝たり座って不安定な状態で行うため、より

インナーマッスルを意識しやすく、体幹のズレがわかりやすいのです。私は「これ

だ！」と思い、早速、インストラクターの資格を取得しました。 

私自身、FRP を行う前は、反り腰でお尻が後ろに出たように歩いていました。 

FRP を行ってからは、姿勢が整い、伸びやかに歩く姿に変わりました。仕事を終えて

も、疲れていない日も増えました。 

姿勢美人というのはおこがましいのですが、姿勢が正しいと見た目や第一印象が変

わるだけでなく、肩こりや腰痛予防にもなり、さら体調が良いことを実感しました。 

 

 自分が体験したことを多くの方に伝えることで、姿勢美人を作りたい！健康的な体

作りのお手伝いをしたい！と想い、平成 29 年１月にインストラクターとしてスタート

しました。 

 

[インストラクターのプロフィール] 

坂本美紀 （さかもとみき） 

作業療法士、ファンクショナルローラーピラティスミドルインストラクター、ミス・

カンフォーラ・サガ代表専属トレーナー。 

平成 8 年：作業療法士国家資格取得し、病院や施設にてリハビリに携わる。 

平成 28 年 7 月：FRP ベーシックインストラクター資格取得。 

平成 29 年 1 月：「智泉」を開業。 

平成 30 年 5 月： FRP ミドルインストラクター資格取得。令和 2 年 11 月 FRP アドバン

スインストラクター資格取得。 
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■事例Ⅳ．Maurino Cafe (マウリーノカフェ) 

創業者：ヤマツタクヤさん 

創業：2020 年 3 月 

住所：佐賀県鳥栖市萱方町 271ー2 

TEL：0942-50-5164 

Instagram：https://www.instagram.com/maurino.cafe/ 
 

 

【 マウリーノ・カフェ 】 

営業時間：11:00～21:00 ※ランチは 11:00～15:00 

定休日 ：火曜日 

駐車場 ：8 台 

（※新型コロナウイルスの影響で営業日/休日に変更の場合あり） 

 

== 佐賀新聞社 Fit ECRU 387 号 より引用 == 

[私がピラティスのインストラクターを始めた理由] 

モチモチのナポリ風ピザが魅力 
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ホテルの調理場やピザ店で腕を磨いた店主が、イタリアンカフェをオープン。外に広

がるオリーブ園を眺めながら、もっちりとした生地のナポリ風ピザや、自家製スイー

ツが楽しめます。ランチは、選べるピザやパスタに、前菜、デザート、ドリンクが付

きます（1200 円～）。 

 

※2020/5/6 時点での情報です。新型コロナウイルスの影響により、営業時間や休みが

変更になる場合があります 
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■事例Ⅴ．株式会社アジリット 

創業者：土井信宏さん 

創業：2016 年 7 月 

住所：〒841-0005 鳥栖市弥生が丘 4 丁目 106 番地 

TEL：090-8388-2281 

Site：https://www.amazon.co.jp/sp?_a=B01N5D46X8&s=A2O4ORZ5VIVM10 
 

 

== Amazon 出品者概要より引用 == 

◇◇ D-style shop へご来店いただきましてありがとうございます ◇◇ 

当店は食品、工芸品、生活雑貨、自転車、スポーツ用品など多数の商品を取り扱って

おります。ご注文は 24 時間受付いたしております。 
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■事例Ⅵ．C.MARIE 

創業者：安武祥太さん＆安武マリーさん 

創業：2018 年 2 月 

住所：〒841-0048 鳥栖市藤木町 2456-915 

Site：https://www.cmarie-bag.com/ 

問合せ：https://www.cmarie-bag.com/jp-toiawase 
 

 

== C.Marie Web サイトより引用 == 

[C.MARIE とは…] 

通勤バッグを造る会社です。働く方々を私達のバッグで応援したいと思い、シンプル

で使いやすく、エレガントなデザインをフランス人の私（安武マリー）が考えまし

た。 

 職人さんが愛とプライドを込めて、一つ一つ手作業で丁寧に造りました。私達の思

いと職人さんの気持ちが込もったバッグを通じて、通勤や普段の生活に自信とプライ

ドをもっていただけると幸いです。 
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== 佐賀新聞電子版記事より引用 == 

【日仏の夫妻（鳥栖市）、オリジナルバッグで特別賞 -- 県起業家コンテスト -- 

(2019/11/29)】 

 日本人とフランス人の夫妻が立ち上げた鳥栖市のオリジナルバッグのブランド

「Ｃ．ＭＡＲＩＥ（シー・マリー）」が県内の起業家らを対象にしたビジネスプラン

コンテスト「さがラボチャレンジカップ２０１９」で「審査員特別賞」を受賞した。

２人は「このバッグを全国に広めたい」と受賞を喜んでいる。 

 

 受賞したのは安武祥太さん（２８）とフランス出身のマリーさん（２５）。祥太さ

んが代表を務め、マリーさんがデザインを手掛けている。 

 マリーさんはフランスの大学在学中、インターンシップで神奈川県と佐賀県を訪

れ、大学卒業後、多久市のテント縫製会社で１年半働いた。そこで日本人のものづく

りに対する思いや技術にほれ込んだ。その後、知り合った福岡市出身の祥太さんと結

婚、昨年２月にものづくりに触れた経験を生かそうとブランドを立ち上げた。 

 

 商品はショルダーバッグ、ビジネスバッグなど４種類で、フランスから輸入した合

成皮革を使う。動物素材を一切使用しないアニマルフリーな生地で、佐賀市と福岡県

内の縫製職人に委託している。ウェブサイトで販売し、６月からは鳥栖市のふるさと

納税の返礼品にもなった。 

 このほど市役所を訪れ、橋本康志市長に受賞を報告した２人は「当初は不安でいっ

ぱいだったけど、いいものを作りたいという気持ちが伝わってとてもうれしい」と話

した。 
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■事例Ⅶ．在宅看護センター ホットス 

創業者：松尾健一郎さん 

創業：2019 年 8 月 

住所：〒841-0083 佐賀県鳥栖市古賀町 622-3-101 号 

Site：https://www.hottosu.com/ 

問合せ：https://www.hottosu.com/お問い合せ/ 
 

 

== ホットス Web サイトより引用 == 

[ホットスとは…] 

鳥栖のリハビリ対応型訪問看護ステーションです 

”こだわり”の訪問看護でご家庭に安心をお届けします。年齢、性別など問わず、病

気や障害のある全ての方が対象です。身体面、精神面はもちろん、生活動作の困り事

に対応します。  その人の人生を尊重し、まごころ込めて 24 時間 365 日いつでもか

けつけます。 
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 提供している主なサービスは、病気や障害をお持ちのお子様からご高齢の方へ、

日々の健康管理、食事や入浴などの日常生活の支援または自立のための訓練、医療処

理やカテーテル管理、腹膜透析の実施・管理、人生の最終段階看護支援、精神科看

護、小児看護、ご家族への生活相談などです。リハビリでは、立つ、歩くなどの基本

動作、介護予防、福祉用具の利用またはちょっとした工夫での生活環境や道具の調整

及び方法の獲得など、実際に生活している場で暮らしやすくなるように支援を行いま

す。 

 

 近年、糖尿病から心臓病や腎臓病などの合併症で重症化するケースが増加してお

り、腎臓医療の知識を豊富に持つ専門の看護師が主治医と連携を取りながら安心・安

全・適切な自己管理のサポートに努めています。また、訪問看護を必要とされている

ご本人・ご家族のご意見を尊重するためコミュニケーションを重視しています。利用

者様の価値観、現在の生活環境や社会的環境、ライフスタイル、ライフステージなど

生活の質を確保した上で最適な訪問看護を提供いたします。 

 

 尚、当事業所の訪問看護は医療保険または介護保険を適用することができます。

「訪問看護を利用したいけれど経済的負担が不安」といった方も一度ご相談くださ

い。 


