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　　　　　　　　　あけましてお
　　　　　　　　めでとうござい
　　　　　　　　ます。
　　　　　　　　　会員の皆様に
　　　　　　　　おかれましては、
　　　　　　　　ご家族お揃いで
　　　　　　　　お健やかに新年
をお迎えのことと存じます。
　さて、日本経済は「いざなぎ景気」
を超えて戦後２番目に長い好景気
と言われています。
　しかし当地区では、人手不足、コ
スト増などにより、需給バランスに
ミスマッチが生じており、経済の好
循環を体感するまでには至ってい
ないのが実情と言えましょう。
　このような中、商工会では、働き
方改革などの様々な環境変化に会
員事業所が適切に対応すべく、経営
計画の策定支援など伴走型での会
員支援の取り組みを行っておりま
す。同時に、時代の要請に沿った事
業の在り方、効率化等を目的として
事業見直し委員会を起ち上げ、真に
会員ニーズに即した事業へと見直
しを図っている所でもございます。
　また今後も町をはじめ関係機関
との連携強化も推進してまいりま
す。
　どうか会員の皆様におかれまし
ても、商工会への変わらぬご理解と
ご協力をお願いいたしますととも
に、皆様のご健勝とご繁栄を祈念申
し上げ、新年のご挨拶といたしま
す。
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　　　　　　　　　新年あけまし
　　　　　　　　ておめでとうご
　　　　　　　　ざいます。
　　　　　　　　　西そのぎ商工 
　　　　　　　　会会員の皆様に
　　　　　　　　おかれましては、
　　　　　　　　健やかに新年を
お迎えのことと心からお喜び申し
上げます。
　旧年中は、夏まつりや産業まつり
などの町イベントやプレミアム商
品券発行や創業支援事業、合同企業
面談会など様々な商工振興事業に
ご協力をいただき、厚くお礼申し上
げます。
　さて、昨年１０月に発足した第４次
安倍改造内閣は、デフレからの完全
脱却を目標に、生産性革命や人づく
り革命を推進することとしており
ます。本年１０月には、消費税を１０％
への引き上げ、軽減税率を導入する
こととしており、その影響が懸念さ
れております。
　これまで以上に、町と商工会が一体
となり、地域経済の活性化に取り組ん
でまいりたいと考えております。
　今年も、貴商工会との連携をさら
に深めながら、商工業の振興、若者
の地元就職など地域経済の活性化、
地方創生を推進してまいりますの
で、今後ともご協力を賜りますよう
お願い申し上げます。
　結びに、貴商工会のますますの
ご発展と会員の皆様のご健勝とご
多幸を祈念申し上げ、新年のごあ
いさつといたします。

　　　　　　　　明けましてお
　　　　　　　めでとうござい
　　　　　　　ます。
　　　　　　　　会員の皆様に
　　　　　　　は、平成３１年の
　　　　　　　輝かしい年をつ
　　　　　　　つがなくお迎え
のこととお慶び申し上げます。
　また、平素より町政運営につ
きまして、ご支援とご協力を賜
り厚く御礼申し上げます。
　今年は、平成が幕をとじ、新し
い時代が始まります。この時代
の転換期に本町においては、町
制施行５０周年を迎える節目の
年となり、町民の皆様に改めて
町の歴史と郷土愛を深めてもら
えるよう様々な記念事業を実施
いたします。
　１０月からは消費税率が１０％
に引き上げられ、消費者の購買
意欲への影響が懸念されます
が、商工会と連携しながら商店
街の賑わい創出や、経営支援と
しての低金利融資、店舗のリ
フォームに対する支援など、商
工業の活性化に努めてまいりま
すので、皆様にはなお一層のご
指導ご鞭撻を賜りますようお願
い申し上げます。
　結びに、西そのぎ商工会の
益々のご発展とともに会員の皆
様のご健勝とご多幸を心より祈
念申し上げ、新年のご挨拶とい
たします。

　　　　　　　　　あけましてお
　　　　　　　　めでとうござい
　　　　　　　　ます。
　　　　　　　　　会員の皆様に
　　　　　　　　おかれましては、
　　　　　　　　ご家族お揃いで
　　　　　　　　お健やかに新年
をお迎えのことと存じます。

西そのぎ商工会で検索！　　　　　　　西そのぎ商工会 検索

西そのぎ商工会
　会長　川口　義己
西そのぎ商工会
　会長　川口　義己
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確定申告の準備はお早目に！確定申告の準備はお早目に！

とぎつプレミアム商品券・ながよ得
とく商品券の有効期限と換金期限
とぎつプレミアム商品券・ながよ得
とく商品券の有効期限と換金期限

　本会では、確定申告の事務受付を１月２３日
（水）から始めます。
　今年度もマイナンバーが必要ですので、税務
相談所会員で未提出の方は、１２月上旬に郵送し
ているマイナンバー関連書類を必ずご持参くだ
さい。
　また、会報１２月号に同封しました「決算準備
表」「生命保険料控除証明等関係書類」の準備を
お願いします。ご不明な点は、商工会にお問い合
わせください。
　電子申告をご利用の方は、税務署から確定申
告書用紙の代わりにお知らせハガキが送付され
ますので、紛失しないようご注意ください。

※期限を過ぎた商品券は使用・換金できません。
　使用済みの商品券をお持ちの加盟店は、忘れず
　に換金してください。

ＬＩＮＥ＠活用セミナーを開催ＬＩＮＥ＠活用セミナーを開催

　平成３１年２月１８日（月）、長与町ふれあいセン
ターにおいて、商業・サービス・飲食部会合同
によるＬＩＮＥ＠活用セミナーを開催します。
　本セミナーは、ＬＩＮＥの専門家として全国各地
で講師を務める斎藤元有輝氏をお招きし、お金
をかけず手軽にできるＬＩＮＥ集客術についてお
話していただきます。
　ＬＩＮＥ＠の活用は、特に飲食
店や美容室等の店舗系ビジネ
スに効果的で、ＬＩＮＥ＠の導入
をご検討中の方、興味のある方
は、ぜひ受講をお勧めします。
　詳しくは、同封のチラシを
ご覧ください。

　◆日時：平成３１年２月１８日（月）
　　　　　　　　　　　　１４ ： ００～１６ ： ００
　◆会場：長与町ふれあいセンター
　　　　　　　　　　　　　　　　　２Ｆ研修室Ａ
　◆講師：斎藤　元有輝（もとあき）　氏

　事業主は、労働者が介護休業制度等を利用し
やすいように、あらかじめ法に沿って介護休業
制度等の仕事と介護の両立のための支援制度を
就業規則等に整備することが求められていま
す。
　また、労働者が介護していることを知った場
合にその労働者に対し、個別に関連制度を周知
するよう努めなければなりません。
　介護離職防止を支援するための助成金制度も
ありますのでご活用ください。

ご相談・お問合せ先：
　　　　　　　長崎労働局雇用環境・均等室
　　　　　　　　ＴＥＬ　０９５（８０１）００５０

有効期限

換金期限

とぎつプレミアム
商品券

平成３０年１２月３１日
をもって終了

平成３１年
１月３１日（木）

１７ ： ００迄

ながよ得とく
商品券

平成３１年
１月１５日（火）

平成３１年
２月１５日（金）

１７ ： ００迄

「第６回まちゼミｉｎ西そのぎ」
結果報告会を開催しました

「第６回まちゼミｉｎ西そのぎ」
結果報告会を開催しました

　１２月５日（水）商工会時津本所にて、まちゼミ
結果報告会を開催しました。
　第６回まちゼミは１０月１７日（水）～１１月２０日
（火）の期間で実施し、延べ１９１人が受講しました。
　報告会には参加店の方、次回参加予定の方合
わせて１３名が参加しました。
　まちゼミを通してお
客様から気づかせても
らった事、参加店同士の
交流で横の繋がりが強
まったこと、次回のまち
ゼミで行いたいことな
どを発表し、このことを地域に広めていくこと
で、まちゼミを普及していきたいと今後の展望
について話し合いました。
　来年度もまた「まちゼミｉｎ西そのぎ」を実施
予定ですので、是非ご期待ください！

名が参加しました。

どを発表し、このことを地域に広めていくこと

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！

ネットでのお申込みはコチラ
右記QRコードを読み込んでください

特定最低賃金が改正されています特定最低賃金が改正されています

はん用機械器具、生産用機械器具製造業

船舶製造・修理業、舶用機関製造業

電子部品・デバイス・電子回路、電気
機械器具、情報通信機械器具製造業

８６１円
(Ｈ３０．１２．１２)

８６１円
(Ｈ３０．１２．１４)

８０８円
(Ｈ３０．１２．２７)

最　低　賃　金　件　名
最低賃金額(１時間)

( 効 力 発 生 日 )

仕事と介護の両立のための職場
環境は整備されていますか？

仕事と介護の両立のための職場
環境は整備されていますか？
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「消防団活動の充実強化に向けた支援
に関する協定書」を締結

「消防団活動の充実強化に向けた支援
に関する協定書」を締結

役員県外研修を実施しました役員県外研修を実施しました

　平成３０年１１月１６日（金）～１７日（土）に役員県
外研修を実施しました。
　埼玉ながさき屋（大宮タカシマヤ内）と日本橋
長崎館（中央区日本橋）の二つのアンテナショッ
プを訪れ、それぞれ
について品揃えやレ
イアウトなどを視察
しました。また、産業
交流展２０１８（東京ビッ
グサイト）には中小企
業８００社が出展し、その中には複数の商工会単
位での出展も見られました。
　豊洲市場は水産仲卸売場棟、水産卸売場棟、青
果棟の３つの街区があり、どこも人であふれ、外
国人の姿も目立っておりました。その後、築地場
外を視察しましたが、こちらもとても賑わって
おり、通路にも人があふれ、常時数千人はいるの
ではないかと思えるほどでした。
　今回の県外研修を経て見たもの、受けた刺激
を今後の商工会の活動に活かしていきたいと思
います。

　平成３０年１２月１８日（火）、西そのぎ商工会は時津
町及び長与町それぞれと標記協定を締結しまし
た。
　これは、近年大災害が頻発する一方で地域防災
力の要である消防団員が減少しているという状況
を踏まえ、商工会でも会員事業所の従業員に消防
団への加入を呼びかけ、商工会と行政が連携しな
がら地域の安心、安全に貢献していこうというも
のです。
　企業にとっても様々な災害のリスクは極めて大
きな課題でもあります。
　会員の皆様のご理解、ご協力をよろしくお願い
いたします。

　詳しくは、同封のチラシ（商業・サービス部会員
のみ）をご覧いただき、ＦＡＸでお申込みください。

　◆日　時：平成３１年２月１６日（土）
　　　　　　　　　　９ ： ３０～１７ ： ２０（予定）

　◆視察先： ①１００縁翔店街
　　　　　　　（かわたな栄町商店街）

　　　　　   ②西の原

クリスマスツリー飾りつけ
～安心・安全の願いをこめて～

クリスマスツリー飾りつけ
～安心・安全の願いをこめて～

　１２月１２日（水）時津警察署で、時津保育所の園
児１６名によるクリスマスツリーの飾りつけが行
われました。
　園児達とのふれ
あいを通じて、地域
の安心・安全を守
るために毎年行わ
れている交流行事
で、園児たちはツリーの飾りつけをした後、交通
ルールの誓いをして元気いっぱいの歌声を披露
しました。
　商工会からは松田桐子福利厚生委員が参加
し、お菓子のプレゼントを贈りました。

新春交流会チケット販売中です！　新年のあいさつは、ぜひ新春交流会で！

（株）筑水キャニコム
（ＣＡＮＹＣＯＭ）を視察

（株）筑水キャニコム
（ＣＡＮＹＣＯＭ）を視察

　１２月２０日（木）工業部会・建設部会合同で福
岡県うきは市にある産業機械メーカー（株）筑水
キャニコム（ＣＡＮＹＣＯＭ）の視察研修を実施
しました。研修には１５名が参加。
　３年前、両部会主催のセミナーで同社の代表取
締役に講師をお願
いした縁もあり、
当時講義いただい
た『ものづくりは
演歌だ！』という
同社の経営理念そ
のままに、顧客の
ニーズにこたえる、ものづくりの経営姿勢や「草
刈り機まさお」等ダジャレを用いる商品ネーミ
ングの考え方など、社員一人一人が個性的な経
営者のもと、一体となってさらに会社を飛躍さ
せようとしている姿勢に、参加者の皆さんも感
心させられていました。

商業・サービス部会
合同視察研修のご案内
商業・サービス部会

合同視察研修のご案内

　商業・サービス部会では、両部会員を対象に
平成３１年２月１６日（土）に、合同視察研修を実施
します。
　今回は、東彼杵郡川棚町の１００縁翔店街や、同
波佐見町の西の原を視察する日帰りバスツアー
を予定しています。定員は２５名（先着順）ですの
で、お早目にお申込みください。

年前、両部会主催のセミナーで同社の代表取

ニーズにこたえる、ものづくりの経営姿勢や「草

時津町長と 長与町長と
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ビストロ・カズビストロ・カズ
　洋風レストランとして時津にオープンして
１７年。
　閑静な場所にあり、ゆっくりとお料理を楽
しんでいただけるお店です。
　おまかせランチはメインを肉、魚、ハンバー
グ、パスタの中からお選びいただけます。
　ランチ中心となっておりま
すが、夜のディナー（要予約）も
金・土・日と限定で営業してお
ります。
　女子会、歓送迎会などの集ま
りに、またふと思い出したとき
にでもお気軽にお越しください。

隠れ家レストラン隠れ家レストラン

　高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を対象とした公的な融資制度のご案内です。

　◆お子様１人につき融資額３５０万円以内…返済期間　１５年以内
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　固定金利　年１．７８％（平成３０年１１月１２日現在）

　※「母子家庭」、「父子家庭」、「世帯収入２００万円（所得１２２万円）以内の方」または「子ども３人以上かつ世帯　

　　収入５００万円（所得３４６万円）以内の方」…返済期間　１８年以内

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　固定金利　年１．３８％（平成３０年１１月１２日現在）

　なお、在学期間内は利息のみのご返済とすることが出来ます。
　詳しくは、「国の教育ローン」で検索していただくか、下記のコールセンターへお問い合わせください。

　【教育ローンコールセンター】

　ＴＥＬ （０５７０）００８６５６（ナビダイヤル）　 または ０３（５３２１）８６５６

国の教育ローンのご案内国の教育ローンのご案内

㈲かどや産業㈲かどや産業
　日頃よりお世話になっております。
有限会社かどや産業の池田直樹と申します。
　弊社は１９７３年に先代の社長が設立した会
社で、主に建具工事業等を営んでおります。
　２０００年頃からは、アルミ手摺の製造業を始
め、２００６年には岡郷馬込にアルミ手摺の製造
工場を作り現在に至ります。
　お客様のニーズに日
々答えられる様、諦め
る事無く、常にベスト
を尽くし、皆様のお役
に立てる様日々精進し
ております。

☎

営

休

🏠

（８８３）２３６２

８：００～１７：００

日曜・祝日　

岡郷馬込２０２７-４

ベストを尽くし、お客様にご満足をベストを尽くし、お客様にご満足を

☎

営

休

🏠

（８８１）１０７０
昼 １１：３０～１４：００
夜(金・土・日のみ)
 　 １８：００～２０：００（LO）

水曜日

浜田郷３８-１２

至長与町

時津中央

クリニック

なづみ幼稚園

（１２月受付分）

　　事業所名 　　代表者名　　　業　種　　地区

和田青果

学校法人
おおとり学園

社会福祉法人
星穂乃会

サイン・ワークス

Ｐ 8 台

大村湾
潮井崎
公園

馬込ノ鼻

２０７

１月の行事予定表

平成３１年新春交流会

マル経融資申込期限

消費税転嫁対策事業者向け講習会

女性部主張発表長崎県大会・全体講習会

金融審査委員会(予定)

平成３０年税務決算申告窓口開設

木

金

火

木

月

水

10

11

15

17

21

23

和田　文男

髙津　喬雄
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㈱日本政策金融公庫金利情報（平成３０年１２月１２日現在）

*普通貸付 2.06～2.65％　*経営改善貸付 1.11％
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