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■日時・場所
　　１１月２２日 (木 )
　　　時津支所
　　　　１０ ： ００～１２ ： ００
　　　長与支所
　　　　１３ ： ００～１６ ： ００
■お申込み
　　　１１月１６日 ( 金 ) まで
※詳しくは、 先月の会報に同封
　のチラシをご覧ください。

西そのぎ商工会で検索！　　　　　　　西そのぎ商工会 検索

　西日本豪雨 (Ｈ３０.６.２８)、台風２１号 (Ｈ３０.８.
２８)、北海道地震 (Ｈ３０.９.６) など、近年、大災害
が頻発しています。
　企業は、建物・設備
の損壊といった直接
の被害はもちろん、
災害により取引先が
復旧後も戻ってこな
いなど深刻な打撃も
被っています。これ
らの被害は、事前に何らかの対策を講じていれ
ば、かなり低減することができたと思われます。
　このように企業が自然災害などの緊急事態に
備え、事業資産の損害を最小限にとどめるために
事前に行動計画をまとめたものが「事業継続計画

（ＢＣＰ）」です。
　そこで、１２月５日（水）に、ＢＣＰの基本と策定
の手順・ポイントを事例も紹介しながら分かり
易く解説するセミナーを開催します。貴社のリス
ク対策にお役立てください。
　セミナーの受講は同封のチラシからお申し込
みください。

『ＢＣＰ（事業継続計画）
策定支援セミナー』 開催
『ＢＣＰ（事業継続計画）

策定支援セミナー』 開催

　いよいよ来年１０月１日から、消費税が変わりま
す！
　他人事ではありません。すべての事業者に関係
があります。
　そこで、様々な疑問や不安を少しでも解消して
いただくために、長崎税務署主催で説明会が開催
されます。ぜひ、ご参加ください。

消費税説明会開催
（長崎税務署主催）

消費税説明会開催
（長崎税務署主催）

日　時

１１月２６日(月)
　１０：００～１２：００

１１月２６日(月)　
　１３：３０～１５：３０

１２月　５日(水)
　１０：００～１２：００
１２月　６日(木)
　１３：３０～１５：４５

場　所

長与南交流センター
　　(長与町吉無田郷)

時津町役場第二庁舎
　　　　４階大会議室
　　　　(時津町浦郷)

長崎商工会館２階ホール
　　　　(長崎市桜町)

【消費税説明会】

※定員：１００名　／　費用：無料
　申込：事前に長崎税務署個人課税第１部門へ
　　　　℡０９５－８２２－４２３１（担当　沢田）
　申込：事前に長崎税務署個人課税第
　　　　℡０９５－８２２－４２３１

●税率８％→１０％

年の途中から変わ
るんだよね。
今のレジスターで
　　大丈夫？

 ●軽減税率制度導入

飲・食料品及び新聞は
８％に軽減。でも、外食や
　　酒類は１０％だよね！

 ●区分　記載請求書・
　　　　　　　　　区分経理

請求書や記帳の記載は
どうなるの？
 ４年後には、インボイス
　    制度スタート？

「一日公庫」「一日公庫」
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会報のバックナンバーは、商工会ホームページ「時津・長与ウォーカー」でご覧いただけます。

「管理職研修」を開催しました！「管理職研修」を開催しました！

　１０月３日（水）及び１７日（水）の日程で管理職研
修を開催。１３事業所から２０名が参加しました。
　本年度も中小企業大学校直方校と連携して企
画。本来であれば大学校に入校しないと受講で
きないカリキュラムを、特別に本会で開催しま
した。
　講義内容は、同大
学校講師で中小企業
診断士の空直美氏の
指導で、職場のリー
ダークラスや新任管
理者向けに「これか
らの時代に求められ
る管理者としての基本を学ぶ」「管理者としての
マネジメントスキルの実践力を磨く」をテーマ
に、座学とグループ演習を交えた実践的なもの
でした。受講者はリーダーシップや部下とのコ
ミュニケーションの図り方の難しさなどを感じ
ながら、理解を深めていきました。
　また、講義終了後には各テーマ毎に受講者全
員に大学校から修了証書が授与されました。

顧客囲い込みセミナー　開催顧客囲い込みセミナー　開催

モノ消費⇒コト消費⇒ストーリー消費
　　　　　　・モノガタリ消費 (パターンの変化）

　１０月１０日（水）商工会本所３階会議室におい
て、㈱コクリエシステムズの代表、山田努氏を講
師にお迎えして、ポイントカードシステムの種
類やその効果、特徴・活用法について研修して
いただきました。
　また、“消費税軽減税
率対策の補助金”を利用
してタブレット型ＰＯＳ
レジを導入し、レジのデ
ジタル化で顧客管理をす
るなど、来年の９月までは費用を抑える有益な
方法があることを分かり易く解説していただき
ました。結びには、自社の商品・サービスで消
費者が得する「本質的な喜びや感動」を共有す
る、モノガタリ消費が最近の消費者の行動パ
ターンであること。そして、商店街の繋がりを
武器に大型店に負けない工夫も必要であると話
されました。
　その後、時津地区で２０年もの間、活動を続けて
こられた“とぎつスタンプ会”の丸山会長にバ
トンを渡され、丸山会長からは加盟店を現在募
集中である旨の話がなされました。

１１月は

「労働保険適用促進強化月間」です

１１月は

「労働保険適用促進強化月間」です

　労働者を一人でも雇用している事業主は労働保
険(労災保険・雇用保険)の加入手続が必要です。
　詳しくは、長崎労働局労働保険徴収室（☎０９５
－８０１－００２５）又は、最寄りの労働基準監督署・
ハローワークへお尋ねください。

商工貯蓄共済のご案内商工貯蓄共済のご案内

　１口２ ,０００円の掛金で、「保障・貯蓄・融資」
の３つを組み合わせた、商工会員のための共済
制度です。
　毎月の掛金から、その一部が自動的に集団生
命保険と手数料として支払われ、大部分が貯蓄
積立になり、知らず知らずに自己資金が貯蓄さ
れます。
　さらに、医療特約をつけると病気とケガも
しっかりサポートし、先進医療の技術にかかわ
る費用について通算２ ,０００万円（１万円プラン
の場合）まで保障します。（医療保障特約の保
険料が別途必要です。）

　加入資格　商工会会員とその家族及び従業員

　共済掛金　１口　２,０００円

　加入期間　１０年満期
　　　　　　（更新時は健康状態にかかわらず継続可）

　また、共済を解約することなく、積立の一部
を利用できます（一部払出制度）

 ○一部払出制度概要
 　・申込資格者：貯蓄共済に加入後 1年以
 　　上経過し正常に掛金を納付している方
 　・手数料：１回　１,０００円
 　・申込締切日：毎月１０日、２０日、末日
 　・送金日：各締切日の７日後

※詳細は商工会までお尋ねください。

節税対策におすすめ！

個人の所得税・住民税軽減には
■小規模企業共済
　１．経営者のための退職金制度
　２．掛金は全額所得控除
　３．受取時も税制メリット

取引先の倒産から会社を守る制度
■経営セーフティ共済
　１．掛金の１０倍の範囲内で最高８，０００万円
　　　まで貸付け
　２．貸付条件は無担保・無保証人
　３．掛金は税法上、損金（法人）または必要経費
　　（個人事業）に
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売上を伸ばしたい、販路開拓したい、商品開発をしたい・・・商工会がお手伝いします！

女性部事業報告女性部事業報告

　１０月１８日（木）地域再発見ウォークアラウン
ド事業の最終イベントとして、メディアで活躍
中の山口広助氏をお招きし、中尾城公園から皿
山跡地、長崎甚左衛門の墓までの、約３．３キロの
道を歴史散策しました。
　慣れ親しんだ道にも、地元の方々すら知らな
い歴史があり、次世代に継いでいく大切さを再
認識しました。
　また、１０月２２日（月）～２３日（火）に県外研修を
実施し、女性部員１７名が参加しました。
　熊本県の産山村商工
会女性部との交流会で
は、お互いの商工会の
概要や、女性部として
の取組みを紹介し合い
ました。双方について
質問が飛び交い、とて
も和気あいあいとした雰囲気で賑やかな交流が
できました。
　その他、復興途中の阿蘇神社や門前町商店街
の地域のアピール力が伺えて、とても有意義な
研修となりました。

第４回ながよオレンジマルシェ第４回ながよオレンジマルシェ

　今年も、「ながよオレンジマルシェ」を開催します。
　長与町、時津町をはじめ、町内外から人気の約６０
店舗が一堂に会し、「食」「雑貨」「お楽しみ」の各ブー
スでたくさんのお客様をお待ちしています。
　詳しくは、ＨＰ（http://orangemarche.com/）やＦＢ

（https://www.facebook.com/nagayo.orangemarche/）を
ご覧ください。

　■日時：平成３０年１１月４日（日）
　　　　　　９：００～１５：３０　※小雨決行
　■場所：長与町海洋スポーツ交流館前
　■問い合せ先：西そのぎ商工会長与支所

とぎつふれあい産業まつりが

開催されます
とぎつふれあい産業まつりが

開催されます

　オープニングの紅白
餅の配布をはじめ、も
ちつき、マグロの解体
ショー、ちんどん・紙
芝居（かわち家）など
イベント盛り沢山です。
　また、昨年大変ご好
評をいただきました、
親子で楽しめる「もの
づくり体験コーナー」
と「段ボール遊具」を館
内１階で実施します。
　町内外の皆さんのご
来場をお待ちしております。１０日（土）、１１日（日）は
「イオン時津店」へＧＯ！

九州の観光と
食マルシェ２０１８

九州の観光と
食マルシェ２０１８

　伴走型小規模事業者支援推進事業に係る需要
開拓事業の一環として、１０月２７日（土）～２８日
（日）福岡市の天神中央公園で開催された「九州
の観光と食マルシェ２０１８」に参加しました。
　今回は、長与町の「燻製工房熏助」「西川商店」
「おかし工房Ｌｏｃｏ」、時津町の「ステンドグラ
ス無限工房」を対象に、個社支援の観点から本事
業に取り組みました。
　参加事業者は、
自社認知度のな
い環境のなかで
も商品の良さや
利用シーンを提
案しながら、いか
に購買につなげ
るかを経験する
良い機会となりました。

会員事業所のコスト(電気料金)

削減を支援します！
会員事業所のコスト(電気料金)

削減を支援します！

　商工会では、電気料金を安くすることを通じて
会員のコスト削減を支援します。
　電力会社を新電力会社 ( 長崎地域電力㈱ ) に変
更することにより、工事や面倒な手続きもなく、平
均で年間１０％～２０％程度削減される見込みです。
既に行政や大企業等でも移行が進んでいます。
　まずは無料見積りにより、どの程度削減できる
のか御確認ください。
　詳細は、同封のチラシにより「電気料金に係る見
積り依頼状」を商工会にファックスください。
　後日、長崎地域電力㈱の担当者から連絡があり
ます。

　来る１１月１０日（土）、１１日（日）の二日間、「イ
オン時津店」１階屋外駐車場で「とぎつふれあい
産業まつり」が開催されます。　　
　町内から選りすぐりの２１店舗が出店。みかん
などの新鮮な農産物や大村湾の魚介類、カキ焼
き、とぎつ饅頭、パン、ケーキなどのスイーツも
販売されます。

良い機会となりました。



NISHISONOGI SHOKOKAI NEWS  Vol.127Page 4 

　中退共は、国がサポートする中小企業のための

退職金制度です。

①国の制度だから安心・確実

　・新規加入や掛金を増額する場合、掛金の一部

を国が助成します。

②掛金は全額非課税

　・節税に加え、手数料もかかりません

③外部積立型だから管理が簡単

　・従業員ごとの納付状況や退職

金試算額を事業主にお知らせし

ます。

　・退職金は直接退職者に支払

炭火串焼　恕家（じょーじや）炭火串焼　恕家（じょーじや）

　お客様に愛される店づくりをモットーに、時津で
１１年、長与で６年と、西そのぎで１７年間営業させて
いただいています。
　店名の「恕家（じょーじや）」の「恕」は人に喜んで
もらうという意味です。「家」は時津で営業していた
時の店名「炭家」からつけました。
　当時からの変わらぬ味と、恕家の楽しい料理で
皆様に喜んでいただけ
るよう、スタッフ３人
で協力し、毎日楽しん
で営業していますので、
よろしくお願いいたし
ます。

☎

営

休

🏠

土佐備長炭で焼きあげる本格焼鳥土佐備長炭で焼きあげる本格焼鳥

元尾工務店元尾工務店
　時津に創業して３５年。
　当初は新築・リフォーム工事を主に受注して
いましたが、近年お客様のご要望により、リフォー

ム工事に ( 和の空間 ) 家具工芸品を取り入れる
ようになりました。高い技術力と木の性質を活
かした、杉板一枚物テーブルは極上の逸品です。
　囲炉裏や造り付けの下駄箱、ペットの仏壇等
も製作いたします。
　また、高齢者・障害者
の方の住宅相談員も行な
っておりますので、どう
ぞお気軽にお問い合わせ
ください。

☎

営

休

🏠

自宅 ０９５（８８２）５１４１
FAX ０９５（８８２）４２３４
携帯 ０９０（８８３７）５６７４

８：００～１８：００

不定休

浜田郷１６４１-４

木目に刻む技・心に届くぬくもり木目に刻む技・心に届くぬくもり

１１月の行事予定表

ﾏｲﾀｳﾝ子供ﾋ ｼ゙ ﾈ゙ｽｽｸｰﾙ事前講習会(女性部)
長与商工まつり（ながよオレンジマルシェ）
女性部花いっぱい運動
マル経融資申込期限（予定）
青年部講習会
とぎつふれあい産業まつり
マイタウン子供ビジネススクール（女性部）
商工会全国大会
なんでも相談会
役員県外研修
検便受付（時津支所）
一日公庫
金融審査委員会(予定)・金融懇談会
検便受付（長与支所）
永年勤続知事・中企庁長官・技能競技大会表彰式
第４回理事会

木
日
木
金
土
土日

月
木金

金
金土

火
木

月
火

０９５（８８７）１８９３
１７：３０～０：３０
　（L.O　０：００）

水曜日

高田郷１１８８-６

1

4

8

9

10

10～11

12

15～16

16

16～17

20

22

26

27

時津東小学校

（１０月受付分）

　　事業所名 　　代表者名　　　業　種　　地区

CAKE SHOP FAVORI 野茂　和弘 菓子製造小売 長与

萬行寺

〇テ ー マ：『あなたの”技能”が社会をつくる！
　　　　　　　　　　あつまれ未来の”匠”たち』
〇開 催 日：平成３０年１１月１８日 (日）
 　　　　　　　　 　　　　　１０ ： ００～１４ ： ００
〇開催場所：長崎県立長崎高等技術専門校
　　　　　　　　（長与町高田郷５４７－２１）
〇開催内容：「ものづくり体験教室・体験コーナー」
　　　　　　「ものづくりファミリー教室」
　　　　　　「入校相談」「作品展示販売」
〇特別イベント：「マーチング（あやめ幼稚園）」
　　　　　　　 「和太鼓演奏（長崎慈光園
　　　　　　　　　　　　あすなろ太鼓・川棚町）」
〇その他：風船配布・スタンプラリー・長与町物産展・
　　　　　ふれあいバザール・ふれあいショップ・福引
〇お問合せ：長崎県立長崎高等技術専門校
　　　　　　企画広報室　森山・福島
　　　　　　（☎ ０９５－８８７－５６７１）

　中退共は、国がサポートする中小企業のための

退職金制度です。

①国の制度だから安心・確実

　・新規加入や掛金を増額する場合、掛金の一部

を国が助成します。

②掛金は全額非課税

　・節税に加え、手数料もかかりません

③外部積立型だから管理が簡単

　・従業員ごとの納付状況や退職

金試算額を事業主にお知らせし

ます。

　・退職金は直接退職者に支払

　中退共は、国がサポートする中小企業のための
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至 長崎市

南陽台

　中退共は、国がサポートする中小企業のための

退職金制度です。

①国の制度だから安心・確実

　・新規加入や掛金を増額する場合、掛金の一部

を国が助成します。

②掛金は全額非課税

　・節税に加え、手数料もかかりません

③外部積立型だから管理が簡単
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長与駅 至

高田駅

第３５回
「みんなの技能のひろば」

開催案内

第３５回
「みんなの技能のひろば」

開催案内

炭火串焼 恕家

元尾工務店

　本年度第３回会費等の口座振替は、１１月１５
日（木）となっています。
　残高の確認をお願いいたします。
　また、振替口座の変更等ありまし
たら、お早めにご連絡ください。

㈱日本政策金融公庫金利情報（１０月１１日現在）

*普通貸付 2.06～2.65％　*経営改善貸付 1.11％

口座振替のお知らせ口座振替のお知らせ

西彼杵郵便局
207


	西そのぎ商工会通信vol.127-1
	西そのぎ商工会通信vol.127-3
	西そのぎ商工会通信vol.127-4



