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　去る５月２３日（水）、西そのぎ商工会の平成
２４年度通常総会を長崎ロイヤルチェスターホ
テルで開催しました。
　開会にあたり、会員事業所への巡回指導を積
極的に展開することや、会員事業所の存在を広
く紹介するなど、「元気な優良企業」の育成に取
り組み、これまでよりワンランク上の支援、活動
を実施することを山崎春雄会長が挨拶。
　当日は、１００名を超える会員が出席。㈱ジュ
リアン企画の久保哲也議長の議事進行により、
平成２３年度の事業実績、決算報告、２４年度の
事業計画、予算などが審議され、全て可決承認さ
れました。

役職名   　氏　名    事業所名

会  長 　山崎　春雄 ㈱鍋順

副会長 　辻田　光昭 トーコー商事㈱

副会長 　川口　義己 ㈲オランダ屋企画

理  事 　有川　正弘 有川石材店

理  事 　廣田　敏幸 割烹　満寿美

理  事 　溝上　智志 ㈲溝上製材所

理  事 　辻村　栄蔵 ㈱オオクラ

理  事 　藤原　次男 藤原美工社

理  事 　宮崎　泰幸 ㈲グランディカンパニー

理  事 　藤島　勝典 ソニー生命保険㈱

理  事 　入江　和義 ㈱大東エンジニアリング

理  事 　尾崎　光輝 ㈲サン・レインボー

理  事 　濵田日出人 ㈲浜田不動産

役職名 　　氏　名    事業所名

理　事 　橋口　政行 プレタポルテロワ－ル

理  事 　出口雄一郎 出口工業㈱

理  事 　西岡　克之 西岡屋

理  事 　山道　義智 山道酒店

理  事 　井上　弘治 ㈲長崎井上

理  事 　高木　重寛 ㈱長崎車輌センター

理  事 　元尾　和博 ㈲元尾鉄工所

理  事 　村本　篤 カラオケグランプリサンマリノ

理  事 　向井　文康 Ｐｒｅｃｉｏｕｓ

理  事 　植田　秀之 ㈲植田瓦工業（青年部長）

理  事 　藤林　映子 藤林ガラス　（女性部長）

監　事 　川崎　孝敏 川崎孝敏税理士事務所

監　事 　毎熊　一太 大同印刷㈲

　本年度は、役員改選期にあたり、指名推薦の方
法により役員の選任が行われました。
　松尾忠義選考委員長が、役員候補者２６名を
提示。この候補者を役員とすることを全会一致で、
可決承認しました。
　尚、総会終了後、懇親会が開催され、吉田愼一
長与町長、吉田義德時津町長（代理）が来賓挨拶。  
　まちづくりのため、商工会の役割に期待すると、
挨拶されました。
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　本年度も「なんでも相談会」を下記の日程で開
催します。
　「なんでも相談会」では、日常生活や事業経営
で起こる様々な悩みや疑問にサービス部会士業
グループが中心となって対応します。
　この機会をどうぞご活用ください。

【なんでも相談会】
　●と　き：平成２４年７月１０日（火）
　　　　　 １０：００～１６：００（要予約）
　●ところ：「西そのぎ商工会」（長与・時津支所）
　　　　　 又は、「相談員事務所」
　●相談等：行政手続き、法律一般、税金、　　
　　　　　 不動産、年金、雇用に関すること等、
　　　　　 何でもお尋ねください！
　●相談員：税理士、司法書士、行政書士、土地家
　　　　　 屋調査士、社会保険労務士、中小企
　　　　　 業診断士、経営指導員等
　●申込み：同封のチラシより、７月４日（水）ま
　　　　　 でにお申し込みください。

　労働保険の年度更新が始まります。適用事業
所の皆さんは,平成２４年６月１日(金)～７月
１０日(火)までにお手続きください。
　また、年度更新確定申告書については５月末
までに発送される予定です。
　みんなの安心、労働保険。働くよろこび、労働
保険。年度更新の手続きをお忘れなく！

　西そのぎ商工会では、日本政策金融公庫長崎
支店（国民生活事業）の協力のもと、「一日公庫」
を開催いたします。
　当日は公庫の融資担当者が来所し、融資の相
談等に対応します。この機会を是非ご利用くだ
さい。
　詳しくは、同封のチラシをご覧のうえ、お申込
みください。
　●開催日：平成２４年７月１０日（火）
　●時間・場所：
　　　１０：００～１２：００本所（時津支所）　
　　　１４：００～１６：００長与支所　

　常時雇用する人数が１０人未満の事業所で、「源
泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」
を提出している事業所については、源泉所得税
の上期納期限が、７月１０日（火）までとなって
います。納付に関する準備をお忘れなく！
　なお、商工会税務相談所会員の事業所につい
ては、６月中旬に納付事務についての案内ハガ
キを送付しますので、給与台帳等の整備をお願
いします。

　県内で過去１年間に開発、改良された商品の
うち優れたものについて顕彰し、入賞作品につ
いては優先的にＰＲ・販路拡大を支援。
　●対象
　　　平成２３年１２月１日以降に市販化
　　された新商品

　県内の中小企業者等と農林漁業者が連携して
行う新商品の開発や販路開拓に。
　●対象事業
　  ①新商品・新技術・新役務の開発
　  ②販路開拓
　●助成額等：助成率２／３以内、５００万円以内

　高度加工組立型産業、新エネルギー・環境産業、
医療・福祉産業、情報・電子産業、地域資源活用型
産業の５つの重点分野において、経営の革新や
創業を行う取り組みを支援。
　●対象者 
　  ①県内で創業する方
　  ②経営の革新を行おうとする県内の中小
　　　企業者
　  ③県内のＮＰＯ
　●助成額等：助成率２／３以内、
　　　　　　１５０万～３００万円以内

　商品の開発・改良、情報発信、販売展開手法に
ついて専門家のアドバイス会を開催。
　●対象
　　　加工食品を製造している県内の中小
　　企業者
　●開催時期：平成２４年１１月頃

　ここで紹介した以外にもたくさんの補助メニ
ューがあります。詳しい制度内容などは、商工会
までお問い合わせください。
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　５月２７日（日）、時津ウォーターフロント公
園で、西そのぎフリーマーケット「時津どっと混
む」が開催されました。
 当日は天候にも恵まれ、およそ２００名もの出
店者に加え、来場者も溢れかえるほどの大賑わい！ 
　価格交渉で良い品を安くゲットする人も見ら
れ、買い物を楽しんでいたようです。
 毎回恒例の女性部「特製焼きそば」も好評のう
ちに完売しました。
　また会場に訪れたチビッ子達は、青年部の射
的に夢中になるなど、和気あいあいとしたイベ
ントとなりました。
　なお、今回は東日本大震災の復興支援を目的
とし、本部テントでも支援バザーの出店、義援金
の募集を行いました。
　売上及び集まった義援金、出店料の一部は共
同募金会を通じ、東日本の復興へと役立てます。

　５月９日（水）ホテルニュー長崎で県青年部商
工会連合会の総会が行われました。
　２３年度の決算及び実績報告、２４年度の予
算及び事業計画について審議され、全ての議案
が可決承認されました。
　本年度は「若い経営者の主張大会」九州大会が
本県で開催される事から、資質向上、ビジネスチ
ャンス拡大の契機としたい等の意見が出ました。
　また、「部員一人一声運動」の新規部員純増加
数の部において本会青年部が第1位の表彰を受
けました。

　

　青年部・女性部では、新入部員を募集しています。
　私たちと一緒に地域貢献・研修事業・親睦事業
等を通じて、地域商工業の発展や自社の経営発
展のための活動をしてみませんか！

 入部要件

　●青年部：本会会員（法人ではその役員）又は
　その親族で、かつその会員の営む事業に従事
　する者で、年齢４０歳以下の方。
　●女性部：本会会員（法人ではその役員）もし
　くはその配偶者又は商工会の会員たる商工業
　者の親族で、かつその会員の営む事業に従事
　する女性の方。
　　興味のある方は、商工会まで、ご連絡ください。

　食中毒の危険が高まる季節となりました。
　家庭でもできる予防のポイントは、

　① 期限を確認　新鮮な食材を選ぶ。　

　② 温度管理が必要なものはすぐに保管。

　　 （冷蔵１０℃以下・冷凍－１５℃以下）

　③ 料理の前にしっかり手洗い。生肉・魚を

　　 切った後の包丁・まな板は熱湯消毒。　

　④ 調理の際は食品の中心部までよく加熱し、

　　 料理の長時間の室温放置は避ける。　

　⑤ 食事前にもしっかり手洗い。　

　⑥ 温め直す時は８５℃で１分以上の加熱。

　　 時間が経ちすぎたものは廃棄する。

　以上の６つです。
　食中毒を予防し、楽しい食卓にしましょう。

　５月１１日（金）サンプリエールで、県女性連
通常総会及びリーダー講習会が開催されました。
　峰マス子県女性連会長は、「一日一円ボランテ
ィア事業」より長崎県愛の福祉基金及び全国各
地の自然災害に遭われた県女性連へ支援したこ
となどを報告し、「部員増強運動推進と、地域活
性化に貢献し、地域を支える女性団体として役
割を果たしていきたい」と挨拶しました。
　総会では、事業実績報告及び事業計画などの
３議案と、任期満了に伴う役員選任について可
決承認されました。
　リーダー講習会には、当商工会女性部から６
名の部員が参加し、「お客様が感動するビジネス
マナー」について聴講しました。
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              第１回                第２回

審査会日時
    ６月４日（月）      ６月１８日（月） 

                      １３：３０～           １３：３０～

申込期限   締め切りました    ６月８日（金）まで

　５月から長与支所でお世話にな
っています。会員の方々の"最高の
商売の醍醐味"を身近で感じながら、
私もお手伝いができてよかったなあ、
と事務職の醍醐味？！を味わえる
１０ヶ月にしたいと思います。
　よろしくお願いします。　

Page 4 

(平成２４年５月１６日現在)
　　　　　制度の種類    利率(年利％)

㈱日本政策金融公庫普通貸付  　　2.15％

㈱日本政策金融公庫経営改善貸付 　　1.75％

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％
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（５月受付分）

　設計事務所に勤めていた経験を活かし、
時津に開業しておよそ１０年。さまざまな
産業機械のユニットの図面を手がけてき
ました。
　現在は製缶・薄板
加工をメインに作成
しており、オリジナ
ル木材接合金具を開
発中です。
　特許調査もいたし
ますので、お気軽に
ご相談ください。

　平成２４年６月・７月の金融審査会は次
の日程で開催します。

●平成２４年６月金融審査会
 
 

 
●平成２４年７月金融審査会
              第１回                第２回

審査会日時
    ７月２日（月）      ７月１７日（火） 

                      １３：３０～           １３：３０～

申込期限  ６月２２日（金）まで   ７月６日（金）まで

 住　　所　 　長与町高田郷８－１７

 Ｔ Ｅ Ｌ　 ８５６-９７０２（理容とがわ）
　　　　　　　　　８５６-６１１２（サロン・ド　ロペ） 

 営業時間　 ９：００～１９：００ 

 定 休 日　 月曜・第三日曜

   事業所名      代表者名     業　種     地区

居酒屋　のんべぇ  大西　誠 　　　飲  居酒屋　　  時津

和風スナック 桃華 山田多津実 飲　スナック　　　　時津

ＬｕＬｕｄｉ   福田康一郎 サ 美容室　　  長与

やわら整骨院      奥山　広幸  商　整骨院　　  長与

　
　

 住　　所　 　時津町浜田郷１８３－１６
　　　　　　　　　（重松工業㈱内）

 TEL/FAX　  ８８１-１６３０ 

 営業時間　 ８：００～１７：００ 

 定 休 日　 日曜・祝日

　ＪＲ道ノ尾駅前徒歩１分。昨年１１月、新
装オープンしたサロンは、理容室と美容室
を隣同士で夫婦仲良く営む、アットホーム
な雰囲気のお店です。
　４月からは、東京で
技術を磨いた長男が
加わり、ますます戦
力アップ。
　親子や夫婦でのご
利用もおすすめです。
　駐車場もあります。
　ご来店お待ちしております。

　５月から中小企業指導員として、
時津支所にて働かせていただいて
おります。約１年という短い期間で
すが、沢山のことを学び身に付けて
いきたいと思います。至らぬところ
も多々あると思いますが、精一杯頑
張りますのでよろしくお願いします。
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