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西そのぎ商工会
会長　川口　義己
　あけましておめでとうございます。

　皆様におかれましては、お健やかに

新年をお迎えのこととお慶び申し上げ

ます。

　さて、令和４年の我が国経済は、新型

コロナウイルス感染症で断続的に緊急

事態宣言が発出される中、力強さを欠い

ていましたが、１０月以降は、国や地方自治体も、社会経済活

動の段階的引き上げを実施したことにより、徐々にではあ

りますが明るい兆しも見えてきたところです。

　しかしながら、緊迫するウクライナ情勢が拍車をかける

世界的なインフレ加速や、欧米の金利上昇による急激な円

安が日本経済の重しとなって、景気回復を妨げている状況

にあります。

　このような状況を踏まえ、商工会では、地域経済の牽引

力である会員皆様の事業継続を支えていくために、県や町

及び関係機関との連携を図りながら、助成金の採択支援、

資金繰り支援など、会員皆様に寄り添った商工会を基本理

念として、経営支援に全力で取り組んできたところであり

ます。

　令和５年につきましても、予断を許さない状況が続くこ

とが予想されますが、商工会では、今後も会員皆様の事業

維持と持続的発展を強力に支援するとともに、コロナ禍で

落ち込んだ地域経済の回復を図っていくために、支援ニー

ズを的確に捉えながら、伴走型支援事業に取り組んで参る

所存でございますので、変わらぬご理解、ご協力をお願い

申し上げます。

　結びに、会員の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。

　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、令和５年の新春を健やかにお
迎えのことと、心からお慶び申し上げます。
　旧年中は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
事業者の皆様におかれましては、感染対策にご協力いた
だき、厚くお礼申し上げます。
　さて、日本経済も不安定な世界情勢を背景に、物価の
高騰等経済への影響が懸念される中、貴商工会におかれ
ましては、地域において経営、起業等の相談事業、講演会
や講習会の開催、雇用対策など多岐にわたり、時津町の
経済発展にご尽力いただいており、あらためて厚くお礼
を申し上げます。
　本町としましても、経済的影響が及んでいる町民の皆
様と、売り上げに大きな影響を受けている町内産業の消
費を喚起し、景気浮揚の一環として、「とぎつ活性化協力
クーポン券（第３弾）」を実施したところでございます。
　また、町内の慢性的な交通渋滞対策につきましても、
西彼杵道路（時津工区）が２月までに開通するほか、時津
中央第２土地区画整理事業や町道西時津小島田線（打越
工区）・町道日並左底線などの整備を進めてまいります
ので、今後ともご協力を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。

長与町長
　　吉田　　愼一

　新年明けましておめでとうございま
す。
　西そのぎ商工会会員並びに関係者の
皆様におかれましては、令和５年の輝
かしい新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、旧年中は本町行政の推進に対しまし
て、ご支援とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、令和４年も新型コロナウイルス感染症の影響
により、年当初には飲食店等に営業時間の短縮が要請
されるなど、商工業にも甚大な影響があたえられまし
た。
　そのような中、貴商工会におかれましては、伴走支援
など地域経済を支える地元中小企業への各種支援に
ご尽力いただいておりますことに感謝申し上げます。
　また、支所暫定統合などの業務多忙な中で、２年ぶり
の「プレミアム付き商品券」や「飲食店応援レシート
キャンペーン」など町の事業推進におきましても多大
なご協力をいただいておりますことに重ねて感謝申
し上げます。
　物価高騰の影響もあり依然として先が見通せない
状況ではありますが、貴商工会と密に連携して「幸福度
日本一」を実感していただけるようなまちづくり、商工
業の活性化に努めて参りますので、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、貴商工会の益々のご発展とともに会員の皆
様のご健勝とさらなるご活躍を祈念申し上げ、新年の
ご挨拶とさせていただきます。
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　本会では、確定申告の事務受付を１月中旬頃から開始い

たしました。税務相談所会員の皆様は、会報１２月号に同封

しました「決算準備表」と「生命保険料控除証明等関係書

類」を１月３１日（火）迄にご提出ください。

　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、併せてご提

出ください。

　また、決算準備表収入欄に助成金等記入欄を設けていま

すので、事業に関連して国や地方自治体等から支給された

新型コロナウイルス感染症等に対する助成金等収入の記

入をお願いします。

　申告時に「適格請求書等保存方式（インボイス制度）」登

録申請書も受け付けます。

　ご不明な点は、商工会までお問い合わせください。

　なお、税務署の窓口で申告される方については、３月に

入ると大変混み合いますので、申告書は、早めに提出する

ことをお勧めします。

　確定申告書等の用紙が必要な方は、本会各支所にも準備

していますので、ご利用ください。

確定申告の準備はお早目に！

03 とぎつ活性化協力クーポン券の

取り扱いが終了しました！

　とぎつ活性化協力クーポン券については、昨年１０月３１

日に販売、１１月３０日に利用、１２月２７日に換金受付が終

了しました。

　期間中、加盟店の皆様におかれましては、事業につい

てのご理解ご協力をいただきありがとうございました。

02 決算時期の長与支所開設
について

　税務相談所会員の相談等に対応するため、長与支所の

開設日を従来の火曜日と金曜日に加えて、下記のとおり

月曜日も開所いたします。

●期　　間：令和５年１月１６日～令和５年３月２７日までの

　　　　　  毎週月曜日

●開所時間：９時３０分～１６時３０分

●業務内容：税務相談業務への対応

※なお、換金などの税務相談以外の受付はいたしません

ので、ご注意ください。

04 ながよミックン商品券の販売が

終了しました！
　ながよミックン商品券については、昨年１１月３０日に販

売が終了しました。

　なお、使用期限は２月５日（日）まで、換金期限は２月

２８日（火）までとなっておりますので、それぞれの期限

にご注意ください。

06 おとなり STAMP公式 LINE

を活用しませんか？

05 令和４年度第４回理事会及び

表彰状伝達式を開催しました
　１２月１６日に、第４回理事会及び表彰状伝達式を開催し

ました。

　理事会の議案審議に先立って開催した表彰状伝達式で

は、永年勤続従業員長崎県知事表彰として、会員事業所の

２事業所から、勤続３０年以上となる４名の従業員の方々が

長崎県知事表彰の表彰状の伝達を受けられました。

　表彰状伝達式の終了後に開催した理事会では、会員の加

入承認及びながよミックン商品券発行事業特別会計収支

補正予算（案）の件についての議案審議が行われ、いずれも

原案のとおり承認されました。

　なお、表彰状の伝達を受けられた方々は以下のとおりです。

■永年勤続従業員長崎県知事表彰

　・園田　朱美　様（株式会社ジュリアン企画）

　・中村　賢次　様（株式会社大東エンジニアリング）

　・川畑　達雄　様（株式会社大東エンジニアリング）

　・五輪　　悟　様（株式会社大東エンジニアリング）

必ずチェック最低賃金！使用者も、労働者も。 

 853 円 

令和４年１０月８日発効 

お問い合わせ先 長崎労働局賃金室 095-801-0033 
 

　デジタルスタンプ事業では、友だち数２ ,２０６人（１２月

７日現在）のおとなりＳＴＡＭＰ公式ＬＩＮＥを活用し、お店

の情報を無料で配信しています。

　メッセージや画像、クーポンの配信など、３吹き出し

分までの情報を、月に２回（１５日、末日）のタイミング

で配信できます。

　　　　　　　　　　　お店の新商品やイベント情報な

　　　　　　　　　　どをさらにアピールしてみませんか。

　　　　　　　　　　　お申し込みは、ＱＲコード読み取

　　　　　　　　　　り後、フォームへご入力ください。

申込フォームは

こちら！
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長崎西彼地区商工会女性部
全体講習会が開催されました07

　１２月４日長崎西彼地区の商工会から女性部員４２名余が

参加してオーシャンパレスゴルフ＆リゾート（琴海戸根

町）にて全体講習会が開催されました。

　今回の事例発表では、本会女性部の末永史子さんが「女

性部活動に参加して」をテーマに女性部加入からの思いや

女性部が今後抱える問題など、自身の熱い思いを発表され

ました。末永さんは、１月開催の女性部主張発表長崎県大

会に出場されます。

　引き続き行われた講習会では、講師に曹洞宗 天福寺 住

職 塩屋秀見氏をお招きし「今日をより豊かに生きる」を

テーマにお話していただきました。参加された女性部の皆

さんも貴重な話に笑いあり涙ありで熱心に耳を傾けてい

ました。

　今後も商工会女性部では女性部活動等の情報発信を

行っていきたいと考えておりますので、興味がある方は、

一緒に活動されてみませんか？

チャレンジショップ出店者を
募集しています

08
　チャレンジショップは、将来、自分のお店を出店したい

と考えている方のための期間限定ショップです。

　店舗運営を通じて、お客様とのふれあい、目標を達成す

る喜びや経営の楽しさと難しさを学ぶことができます。

　創業をお考えの方は、是非チャレンジショップをご利用

ください。

●募集業種：小売業又はサービス業

●募集期間：随時募集

●出店場所：西彼杵郡長与町嬉里郷４５８

●出店費用：無料

　　　　　　※ただし、水道光熱費は負担いただきます。

●出店期間：原則として１ヶ月～３ヶ月

●選考方法：書類審査及び面接

●対　象　者：長与町で開業をお考えの方

●お問い合わせ：

　西そのぎ商工会振興課振興係（担当：橋爪）

　　TEL０９５－８８２－２２４０

　なお、詳細はホームページをご確認ください。

　　https://www.nagayo-akitenpo.biz/cabout.php

「事業承継に関する意見交換会」

を開催しました
10
　１１月１８日、本会にて長崎県事業承継・引継ぎ支援セン

ター、時津町、長与町、日本政策金融公庫長崎支店、長崎県

信用保証協会、長崎県商工会連合会の関係機関のほか、時

津町、長与町の事業承継を経験した商工会員にご出席いた

だき、本会地区における「事業承継に関する意見交換会」を

開催しました。

　当日は、関係機関から事業承継に関する支援制度の紹介

　　　　　　　　　　　　　や、質疑応答、実際に事業承

　　　　　　　　　　　　　継を経験した会員からの生

　　　　　　　　　　　　　の声など、貴重な機会となり

　　　　　　　　　　　　　ました。

　　　　　　　　　　　　　　商工会では、関係機関と連

　　　　　　　　　　　　　携し事業承継に関するご相

　　　　　　　　　　　　  談を受付けています。お気軽

　　　　　　　　　　　　　にご相談ください。

09 商工貯蓄共済のご案内

　本共済は、１口／２,０００円の掛金で、「貯蓄・保障・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。

　ご加入いただくと、 毎月の掛金から有利な金利で自動的に

積立られ、知らず知らずのうちに自己資金が貯まります。

　ご加入いただいた時から、 契約期間内は保険料が上がら

ず、保障の内容が変わることはありません。

　集団生命保険なので、 安い保険料で大きな保障が受けら

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

され、 先進医療の技術が必要な費用についても通算２,０００

万円 (１万円プランの場合）までの保障があります。

※医療保障特約の保険料が別途必要です。

　この機会に、 ぜひ商工貯蓄共済への加入をご検討くださ

い。商工会までご連絡いただければ、 職員がご説明に伺いま

す。

●資格 ： 商工会員とその家族及び従業員

●掛金 ： ２，０００円／１口

●加入時（保険）年齢 ・ 期間 ： ６歳～６５歳 ・ ・ ・ １０年満期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ６６歳～７０歳 ・ ・ ・ ５年満期

※６６歳～７０歳の方が加入できるコースができました。

※補償内容は従来の５５歳～６５歳の方と同条件です。

女性部　末永史子さん 曹洞宗 天福寺
住職 塩屋秀見氏
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　令和５年は、創業４０周年になります。時津町、長与町、

旧琴海町をエリアとして営業活動をしてまいりましたが、

今では長崎市全域もエリアとして営業活動を行っており

ます。賃貸管理業、不動産買取も積極的に行い、地域に

貢献できる会社を目指しています。

　今後、空き店舗対策にも力を入れることで時代のニー

ズに合った体制を整え、地域に奉仕が出来る会社になっ

ていきます。

時津

クッキー坊や時津

1月の行事予定

4

おやつで空腹と心を満たしましょー

地域に奉仕する　安心　安全

～ 3日（火）
休館

13 日（金）
マル経融資申込期限

23 日（月）
金融審査委員会

16 日（月）
働き方改革推進相談窓口

（８０１）３２０６

１０:００～１９:００

火曜日

時津町浜田郷１９ー８ ㈲山上

不動産

（８８２）４０９８

９:００～１８:００　

日曜・祝日

時津町浜田郷１４４ー１１

浜田公民館

有限会社浜田不動産

時津東

児童館

シエスタ

鳴鼓幼稚園

　昨年７月にオープンしました。クッキー専門店と思わ

れがちですが、普通のケーキ屋です。
　高い技術は無いですが、できるだけたくさんのおやつ

をご用意したいと思っています。
　ケーキの種類は季節ごとに変わり
ます。バースデーケーキなどのご予
約も承ります。
　おやつ番長になれるように頑張って
腕を磨きます。笑

山田工業所 山田雄一郎

ー 井関　聡美

ー 竹田　哲昭

イルリサーチ 臼井　眞一

中尾　智志クロガネ

鉄工業
採用代行・
コンサルティング

船舶検査業

移動書店
（絵本・児童書専門）

時津町
浜田郷
時津町
左底郷
長与町
高田郷
長与町
丸田郷
時津町
久留里郷

事業所名 代表者名 業種 地区

  

 

 

㈱谷口工業

Libreria MOMO

谷口　康太 とび・足場

アスベスト調査員

時津町
左底郷
長与町
高田郷

飛永星市郎 長与町
吉無田郷

時津町
久留里郷平坂製薬㈱

㈲名物工房

新井　友梨

平坂　治子

船舶鉄工・溶接

医薬品製造業

利率(年利)制度の種類

㈱日本政策金融公庫（一部利子補給制度あり）
普通貸付
小規模事業者経営改善貸付
新型コロナウイルス感染症特別貸付

長崎県
創業バックアップ資金
経営安定資金（長期資金）

長与町（利子補給制度あり）
小規模企業振興資金
小規模企業創業支援資金

２． ０１％～
１． ２１％
１． ２１％～

１． ６５％
１． ９５％

２． ００％
２． ００％

酒販店
（インターネット販売）

ドレミ
ｃｈａｎ

ママの
センター


	西そのぎ商工会通信vol.168(新年号)１
	西そのぎ商工会通信vol.168(新年号)２
	西そのぎ商工会通信vol.168(新年号)３
	西そのぎ商工会通信vol.168(新年号)４

