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　商工会青年部では、青年部員等を対象として、
講習会を開催します。青年部員以外の方でも参
加できますので、多数の皆様のご参加をお待ち
しております。
　参加を希望される場合は、会報に同封してい
る申込書（チラシ）により、お申込みください。

　テーマ　 「ストレスからくる、心と体の不調を解消」
　　　　　 ～日々の快適は、脳のコンディションで決まる～
 
　講　師　 内閣府認証特定非営利活動法人　予防療法協会
　　　　　 ヒューマンヘルスサポート長崎中央支部
　　　　　 副理事長　講師/ヘルスサポートカウンセラー　鍬  修  氏
 
　と　き　 平成２３年３月１８日（金）１９：３０～２１：００

　ところ　 西そのぎ商工会本所 
　　　　　 （西彼杵郡時津町浦郷４２８－１４）

　参加費　 無料

　定　員　 ４０名（定員になり次第締め切ります）

　２月４日（金）、長与支所会議室に於いて平成
２２年度第５回理事会を開催。
　８事業所を新たな会員として承認。
　また、西そのぎ商工会会員としての意識向上
のための会員章の選定については、理事者の意
見も反映させたうえで、 終的には選考委員会
で決定することとなった。
　報告事項として、会員募集、長与スタンプ会の
解散、新春交流会の実績、青年部、女性部、委員会、
部会の活動状況等について、報告されました。

　西そのぎ商工会労務改善協議会では、地区内
会員事業所等の若手職員等を対象として、下記
の内容で「若手職員研修・交流会」を開催します。
詳しくは、商工会までお問い合わせください。
 
　と　き　 平成２３年３月１２日（土）１６：００～２０：００ 
　ところ　 研修会：西そのぎ商工会 
　　　　　 交流会：ボーノリーソ（時津町元村郷８１５－７） 
　参加費　 １,０００円／人  
　定　員　 先着３０名（男女各１５名：３９歳まで） 
　締切日　 平成２３年３月７日（月） 
　主　催　 長崎県中小企業労務改善集団協会 
　主　管　 西そのぎ商工会労務改善協議会　 

　　　　　　　 
　講　師　 Ｌｉｐ　ｍａｒｋｓ． 代表　ごう　まなみ　氏 
　テーマ　 ごうまなみの魅力ＵＰセミナー
　　　　　 「出逢いで道を拓く～ココロとココロを伝え合うコミュニケーション術～」 

　　　　　　　 
　　食事をしながら交流を深め、楽しい時間を
　過ごしましょう！

　今年も４月に新入社員研修を下記の内容で２
日間開催します。
　厳しい環境下で採用した社員が、より早く戦
力となるよう、是非ご派遣ください。

　と　き　 平成２３年４月５日（火）１０：００～１７：００
　　　　　 　　　　　　　　６日（水）　９：００～１７：００

　ところ　 西そのぎ商工会時津支所 ３Ｆ 研修室

　対　象　 新入社員及び若手社員（入社３年程度まで）

　講　師　 峰下 和子 先生

　参加費　 １人５，０００円（昼食代含む）
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 １ 青色申告制度とは 
　所得税は、収入や経費に関する取引の記帳と、
書類の保存を行い、納税者が自ら申告し納税し
なければなりません。
　青色申告制度は、帳簿を基に正しい申告をす
る人が、所得の計算などで特典を受けられる制
度で、帳簿がない場合は、青色申告を行うことは
できません。

 ２ 帳簿書類とその保存 
　青色申告は、正規の簿記により貸借対照表と
損益計算書を作成することが原則です。 低で
も現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳のような
帳簿により記帳を行うことが必要です。

 ３ 特典 
 ((１)青色申告特別控除
　取引を正規の簿記の原則により記帳し、貸借
対照表と損益計算書を確定申告書に添付し期限
内に提出している場合には、 高６５万円の控
除を受けられます。
　貸借対照表がない場合でも 高１０万円の控
除が受けられます。　 
 (２)青色事業専従者給与
　届出を行えば、青色申告者と一緒に生活して
いる配偶者や親族のうち、その事業に専従して
いる人の給与は、必要経費として認められます。

 (３)貸倒引当金
　売掛金、貸付金などが回収出来なくなった損
失の見込額として、貸金の一定の割合を必要経
費として認められます。 
 (４)純損失の繰越し
　事業所得で損失が生じたときは、翌年以後３
年間にわたって、各年分の所得から差し引くこ
とができます。

　このように、青色申告には各種の特典があり、
何より、事業の経営内容を詳しく把握すること
ができます。
　但し、決まりを守らない場合は、青色申告を取
り消され白色申告をすることとなります。
　白色申告者の場合は、原則として帳簿作成の
義務はありませんが、税務調査が入った場合に、
推定で税金を課せられてしまうこともあります。
　青色でも、領収書が整理されていない、経費の
内容が明確でない、証拠資料を提示できないな
どの場合、営業の状況や生活の実態から推測し
て課税されます。
　きちんと確定申告をしている事を証明するた
めにも、帳簿は必ず整備しておいてください。

　ネットｄｅ記帳は、インターネットを通じて
帳簿入力や集計ができる経理システムです。 
　インターネットに接続する環境があれば、複
数の拠点(端末)から複数の方が同時に入力、参
照することもできます。支店や営業所、自宅での
データ入力、本社などでのリアルタイムな状況
把握などができます。
　パソコンにソフトをインストールする必要が
なく、バージョンアップ、バックアップもサー
バー側で対応するのでメンテナンスが不要。
　万が一パソコンが壊れても、パソコンを買い
換えても、そのままお使いいただけます。
　また、貸借対照表、損益計算書、総勘定元帳
等の画面表示及び出力もできます。
　月々２,６２５円で利用でき、青色申告特別
控除の 高６５万円が
適用され、節税にもつ
ながります。
　このほかにも商工会
で入力を行う記帳代行
もあります。 
　お問い合わせ・お申
し込みは、商工会まで。

　協会けんぽの財政状況は、医療費の増加や保
険料収入の落ち込み等により、非常に厳しい状
況となっており、また、現在抱えている累積債務
を着実に解消する必要があることから、本年４
月納付分の保険料より下記のとおり保険料率が
引き上げられます。
　また、４０歳から６４歳までの方(介護保険第
２号被保険者)に対する介護保険料についても、
保険料率の引き上げが行われます。
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　商工会青年部では、青年部員等の資質向上対
策の一環として、青年部員を対象とした、本事業
第３回目の経営革新等実現ゼミを開催しました。
　講師には、株式会社鍋順の代表取締役社長で、
西そのぎ商工会の会長でもある山崎春雄会長を
迎え、下記の日時・内容で講演していただきました。
　講習会では、㈱鍋順の経営理念や会社の目指
している方向性及び経営革新の認定取得に至る
プロセス等について、話を聞くことができました。
　参加した青年部員からは、今後、自社の経営の
中で活かしていきたいという意見が聞かれ、大
変有意義な講習会でした。

 
＜経営革新等実現ゼミ・第３回目＞

 
　開催日　 平成２３年２月１６日（水）２０：００～２１：００
 
　テーマ　 「わが社の経営理念と経営革新認定取得等について」

　商工会青年部では、今年度の地域社会貢献事
業の一環として、平成２３年２月３日（木）、時津
町左底郷にある「知的障害児通園施設時津町ひ
まわりの園」を７名の青年部員が訪問しました。
　当日は節分の日ということもあり、訪問した
青年部員（赤鬼・青鬼）と園児たちとが一緒に"鬼
は外、福は内"の掛け声に合わせて豆まきを行い
ました。短い時間でしたが、楽しい時間を過ごす
ことができました。 
　来年度以降も施設等の訪問を継続していきた
いと思っています。

　地域活性化は、地域商工業の振興発展が も
重要です。
　地元の商工業者がともに手を携えて、地域の
産業づくりに取り組みましょう。
　商工会は、経営革新、農商工連携、商談会、ＨＰ
による企業・商品紹介などや、金融、労務などの
経営相談に対応。また、国・県施策のご案内等、企
業経営にお役にたちます。
　ぜひ、会員の皆様、仲間を増やしましょう。
　身近な方をご紹介ください。

　商工会青年部及び女性部では、平成２３年２
月８日（火）、今年度、県連合会・県女性連からの
受託事業として取り組んでいる青年部・女性部
商工農漁連携事業の一環として、「長崎県総合水
産試験場」及び「おおむら夢ファームシュシュ」
の２か所の視察研修を実施し、商工会青年部員・
女性部員、農業者等の１４名が参加しました。
　農商工連携に関する先進的な取り組み事例等
の視察を行いました。特に１次産業者が主体と
なっている取り組みについて視察し、農産物の
付加価値向上及び新商品開発等を行っている方
の声を聞くことができました。
　今後、取り組み
を進めていくうえ
で、きっかけにな
ったという意見も
聞かれ、大変有意
義な視察研修とな
りました。
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　青雲高校近く、オレンジの看板が目印です。
　新築時の外構はもちろん、「車庫拡張」「門
扉・フェンスの取替」「ウッドデッキ・サン
ルームの新設」など、何でもご相談ください！
ご相談・お見積りは無料です。
　展示品・パンフ
レットも多数ご準
備してお待ちして
おります。
　ぜひお気軽にご
来店ください。

 住　　所　 時津町左底郷７５５-１

 Ｔ Ｅ Ｌ　 ０９５-８８６-８５８８ 

 営業時間　 ９：００～１８：００ 

 定 休 日　 年中無休 ( 年末年始 ・ ＧＷ ・ 盆除く） 

 Ｕ Ｒ Ｌ　 http://www.g-e-nagasaki.com/

 住　　所　 長与町嬉里郷４８０-５

 Ｔ Ｅ Ｌ　 ０９５-８８３-０４９２ 

 定 休 日　 日曜日

　日本政策金融公庫長崎支店は、店舗増築
のため、仮店舗で営業していましたが、２
月１４日（月）から、元の所在地（長崎市大
黒町）に戻って営業を開始しております。
　なお、電話、ファックス番号の変更はあ
りません。また、新店舗には駐車スペース
はありませんので、ご注意ください。
※平成２０年１０月より「国民生活金融公
庫」は、「日本政策金融公庫」へ移行いたし
ました。

　今の場所に店舗をかまえて２３年目。
　お客様に新鮮でおいしい野菜を提供す
るため、月曜から土曜の早朝島原まで仕入
れに行っています。
　この時期のおすすめは、前久農園のいち
ご。粒が大きく、とにかく甘くておいしい！！！
　他にも新鮮野
菜をたくさんそ
ろえています。 
　ぜひ、お越しく
ださい。

　商工会では会員情報や地域情報の発信
機能を強化・拡充を図るため、商工会ホー
ムページのリニューアルを行っています。
　そこでまず会員情報の登録を行うため、
本会ホームページへの登録に関し、登録す
ることへの同意等について各会員の皆様
に照会を行います。 
　詳しくは、同封の文書
で内容をご確認いただ
き、期日までに同じく同
封のハガキをご返送く
ださい。

(平成２３年２月２８日現在)
　　　　　制度の種類    利率(年利％)

㈱日本政策金融公庫普通貸付  　　2.25％

㈱日本政策金融公庫経営改善貸付 　　1.95％

県創業バックアップ資金  　　2.20％

長与町小規模企業振興資金  　　2.50％

県中小企業経営緊急安定化対策資金 　　1.80％

県経営安定資金（長期資金）  　　2.50％

（２月受付分）

   事業所名     代表者名     業　種     地区

祐英建装       尾崎　祐二 建 塗装工事       長与

ガーデン工房　季樹 喜々津　亮 建 造園業       長与

「交通安全」…高齢者・歩行者の事故防止を！ 
　　　　　　飲酒運転根絶を！
            （ハンドルキーパー運転を推進） 
「犯罪防止」…子供を犯罪から守ろう！
　　　　　　万引き防止を！
　　　　　　振り込め詐欺等への備えを！

（施工例多数掲載の弊社ＨＰもご覧ください。）
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