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ナガサキレイマーケット
西そのぎコレクション 開催 ！

平成２６年新春交流会を開催
１月１０日（金）、
長崎ロイヤルチェ
スターホテルで平
成２６年新春交流会
を開催しました。
当日は、長崎県
知事、長与町長、
時津町長をはじめ
多くの来賓に出席
をいただき、本会会員を含めて約２６０名が集
い、親睦を深めました。
開会にあたって山崎春雄会長は、
「景気は緩や
かな回復期にあるが、地域経済ではまだまだ実
感が薄い。本会は、会員企業の業績改善に向け
て、小規模基本法の制定を求めるとともに、
ビジネスチャンスの創出に力を入れていきた
い。」と挨拶しました。
県知事らの祝辞の後、宅島長崎県商工会連合
会長らを交えて鏡割りを行いました。交流会で
は、女性部が尺八と詩吟の音色に合わせ花笠音
頭を披露。福引き抽選会では、各部会長から抽
選番号の発表と豪華賞品の贈呈が行われ、会場
を湧かせました。

第４回理事会
１月１７日(金)第４回理事会を開催しました。
議題は３議案。①会員加入では６事業所を承
認。②第２回一般会計では、職員１名増員分を
補正。③服務規程の改正では、有給休暇に半日
取得が盛り込まれました。
また、来年度の総会までの事業予定が報告さ
れ、平成２６年度の通常総会は、５月２１日(水)に
なる見込みです。

本会では、アミュプラザ長崎（長崎ターミナルビ
ル㈱）との共催により、ナガサキレイマーケットを
開催します。
本会会員事業所が生産している特産品や野
菜、加工品、食べ物その他を一堂に集めてマー
ケット（市場）として販売及びＰＲします。
出店について、是非ご検討ください。
日

程

平成２６年３月１５日（土）～１６日（日）
１０：００～１６：００（２日間）
場
所 「ＪＲ長崎駅」かもめ広場
出 店 数 １０事業所程度
申込期限 平成２６年２月７日（金）まで（厳守）
詳しくは、商工会までお問い合わせください。
また、管理者であるＪＲ九州エージェンシーの
出店基準を満たさない場合は出店することがで
きませんので、ご了承ください。

長与シーサイドマルシェ
長与
長与シーサイドマルシェ開催
シーサイドマルシェ開催
開催 ！
長与町と長与シーサイドマルシェ実行委員会で
は『長与シーサイドマルシェ』を開催します。
『食のブース』をはじめ、『雑貨ブース』、『ミ
ックンブース』等、こだわりのお店が集い物産販
売をメインに行います。
出店をご希望の方は、同封の申込書に必要事
項等をご記入のうえ、同実行委員会（長与町役
場政策推進課）まで、お申込みください。
日 時
場 所
出店数

平成２６年３月９日（日）
９：００～１５：００ ※雨天時中止
長与町特産品直売所まんてん周辺
約５０店舗
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新入社員研修を開催します

お役立ち経営情報配信します！
お役立ち経営情報配信しま

毎年、ご好評いただいております、
「新入社員
研修」を今年も開催する予定です。
社会人の基本である「ビジネスマナー」か
ら、組織人として働くう
えで大きな支えとなる
「チームビルディング」
まで分かり易く、丁寧に
お教えします。
詳細については後日お
知らせいたします。今年
の新入社員研修は、是
非、西そのぎ商工会をご
利用ください！

「こんな補助金があるなんて知らなかった」
「早く利用すればよかった」という経験ありま
せんか？そんな皆様の声にお応えして、西その
ぎ商工会では、平成２６年２月から経営に役立
つ情報をメール配信します。
ご利用は簡単！事業所名とメールアドレスを
商工会にお知らせ頂くだけです。後は、商談会
や補助金情報など、ありとあらゆるお役立ち情
報をスピーディにお知らせします。
配信をご希望の方は、商工会事務局までお問
い合わせください。

日 時
場 所
対 象
内 容

定 員
参加費

平成２６年４月８日（火）～９日（水）
商工会時津支所３階研修室
新入社員及び若手社員
（入社３年程度まで）
「コミュニケーション力を身につける」
「組織人としての自覚と
チームビルディング」
３０名
５，０００円／１人

融資の勧誘にご注意ください ！
中小企業基盤整備機構（以下、「中小機構」）と
類似した名称の機関・会社から中小企業の方宛
に、融資の勧誘を行うＦＡＸやＤＭが送られてき
た事例がみられ、当該内容について中小企業の
方から中小機構宛に問い合わせが寄せられてお
ります。
中小機構においては、これらの機関・会社と
は一切関係ありません。
また、このような融資の勧誘は行っておりま
せんので、会員事業所の皆様おかれましては、充
分注意していただきますようお願いいたします。
●中小企業基盤整備機構ホームページ
●
http://www.smrj.go.jp/kikou/news/chui/046263.html
●お問い合わせ先
●
中小企業基盤整備機構 総務部総務課
ＴＥＬ：０３（５４７０）１５００
ＦＡＸ：０３（５４７０）１５４８

ご存知ですか？
中 小企業 退 職金 共 済制度
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。
●国の制度だから安心・確実
●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。
●掛金は全額非課税
掛金は全額非課税
●
・節税に加え、手数料もかかりません。
●外部積立型だから管理が簡単
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われます。
退職金制度は、優秀な従業員の定着を促し、
長く勤務してもらう動機にもなります。
「働く意欲と元気の素」中退共の退職金制度
への加入を、是非ご検討ください。

合同表彰式を開催しました
１月１７日（金）、商
工会本所におい
て、平成２５年度永
年勤続従業員表
彰・同全国商工会
連合会長表彰・同
技能競技大会表彰
の合同表彰式を開
催しました。
式には、各表彰受賞者のうち１０名が出席、最
後に記念撮影をしました。
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青年部主催 経営講習会を開催

飲食部会視察研修

１月２３日（木）、青年
部主催の経営講習会
を開催しました。
講師には、元兵庫
県青連会長で、青年
部の先輩でもある㈱
アテーナソリューショ
ン の立石裕明先生をお招きし、「今、伝えたい 被
災経営者が語る事業承継・経営革新」というテー
マで１時間半にわたり、ご自身の阪神淡路大震
災から経験則をもとに力強く語っていただきま
した。

飲食部会では、１月
２１日（火）～２２日（水）、
地域活性化に取り組む
商店街等の活動状況を
視察。廣田部会長ほか
１１名が参加しました。
１日目の視察先は、
いま話題の「かごっまふるさと屋台村」。運営母
体である鹿児島グルメ都市企画の今村理事よ
り、『鹿児島の農産物・焼酎・畜産をもっと県外
に情報発信し地域産業の振興に役立ちたい』、と
４つのコンセプト（①鹿児島市の玄関口における
おもてなしの拠点・観光スポット②鹿児島産品
の情報発信拠点③若手企業の育成④中心市街地
活性化事業）に基づき運営していること、加え
て、屋台村の現状や課題等について説明を受け
ました。
２日目は、新・頑張る商店街７７（中小企業庁）
に選定され、『鹿児島で住みたい街 №１』を目指
している「宇宿商店街振興組合」。河合理事長よ
り、管内への大型店出店を契機に客足や販売額
が落ち込むなか、鹿児島大学医学部附属病院が
移転してきた強みを活かして宇宿駅の新設置を
誘致、実現。他にも、国、県等の補助金を活用
した県内外商店街との交流事業や中学生商人
（あきんど）選手権の実施など取り組みについて
説明を受けました。
２つの視察先とも活動の中心となるのは、人
であり、仕組み（組織）づくりであることなど大
変参考になる視察研修でした。

講習
習会
会 の要
の要旨

①ゼロベース思考とは
自社は「何から売上を得ているのか」「何が利
益を生んでいるのか」を理解すること。これが分
かると自分の立ち位置が変わる。何を一生懸命
売ればよいのか、何を伸ばせばよいのかが分かる。
②経営の本質とは
経営とは「お金を扱う」こと。経営困難とは「資
金繰り困難」。お金の問題だけは経営者自らしか
解決できない。経営者が金融機関に示せる武器
は「決算書」と「事業計画書」の２つのみ。
③事業承継の考え方
ほとんどの小規模事業者が、いつ承継するの
か決めていない。また、後継者が「決算書を見て
いない」「借入がいくらか知らない」。お互いに継
ぐ覚悟、継がれる覚悟が必要。小規模企業の経
営を支えているのは「知恵」や「工夫」や「経験」。
これらの目に見えない「宝の山」を上手に引き
継ぐことが事業承継で最も重要なこと。
④どんぶり勘定からの脱却
実際は利益がでない見積書を作っていたり、眠
っている在庫を抱えていたりする事業所が多い。
どんぶり勘定をやめて、粗利が何％なのか、在
庫がいくらあるのかを掴むだけで利益も資金繰り
も改善する。これが最も効果的な消費税増税へ
の対策にもなる。
⑤経営革新計画の考え方
事業計画をつくるうえで、最初にすることは同
業者を徹底的に調べること。同業者がやっている
ことで自分にもできそうなことを見つけて、アレン
ジし、計画書に書くことが最も手っ取り早い経営
革新計画のつくり方。まずはインターネットで
「○○業 経営革新」で検索してみる。

長崎税務署からのお知らせ
長崎税務署では、２月７日（金）～３月１７日（月）
の間、ＮＢＣ別館（長崎市上町1－35・桜町電停
前）で所得税、贈与税、個人事業者の消費税及
び地方消費税の確定申告相談会を開設します。
その間、税務署では上記の税目の申告相談を行
っていませんので、ご注意ください。
なお、確定申告書の提出のみの方は、税務署
１階の管理運営部門で受け付けています。
土曜日、日曜日及び祝日は業務を行っていま
せんが、２月２３日及び３月２日の日曜日に限り、
ＮＢＣ別館会場において、確定申告の申告相談
と申告書の受付を行います。
この２日間は混雑が予想されますので、あら
かじめご了承ください。
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レンズは目の命 ！

安全・清潔・一緒の施術を目指します ！

メガネプラザ長与店

長崎東洋針灸館
自然を愛し、東洋医学に興味を持ち、鍼灸
師となった院長が、病気や痛みの治療のた
めに、患者さんと一緒に頑張る治療院です。
患者さんお一人おひとりと向き合い、十
分な対話を通じた治療に専念するため、一
日の患者さんの数を限定させて頂いており
ます。お待たせしな
い完全予約制です
ので、お電話のうえ
ご来院ください。
お待ちしています 。
詳しくはＨＰをご
覧ください。
住
所
Ｔ Ｅ Ｌ
開業時間
業時間
定 休 日

時津町浜田郷５２０－６
（８００）６２９５
９時～１９時（土曜１６時まで）
日曜、祭日

「マル経融資」申込みに係る金融
審査会の開催について（お知らせ）
●１月審査会
第１回
日 時
２月３日（月）
申込期限 締め切りました
●２月審査会
第１回
日 時
３月３日（月）
申込期限 ２月２１日（金）

第２回
２月１７日（月）
２月７日（金）
第２回
３月１７日（月）
３月７日（金）

本年度第４回会費等の口座振替日
は、２月１７日（月)です。残高の確認
をお願いします。

地域の皆様に愛され操業２５年を迎えさ
せていただきましたメガネ専門店です。
他店には無い品揃えを努力しております。
レンズは全て日本製。
遠近両用は１６,８００円か
らございます。
メガネ調整、クリーニ
ング、 視 力 測 定 は す べ
て無料ですのでお気軽
にお立ち寄り下さい。
親切・丁寧を心掛け、
皆様のお越しをお待ち
しております。
住
所
ＴＥＬ／ＦＡＸ
営業
営業時間
時間
定 休 日

長与町嬉里郷99
（８５７）０７２８
１０：００～１9：００
年中無休

「マル経融資」の対象業種拡大について
宿泊業及び娯楽業の小規模企業の定義につ
いて、常時使用する従業員数「５人以下」
が、「２０人以下」に拡大されました。
●
●適用日：平成２６年１月７日（火）
●
●参 考：中小企業庁のホームページ
換金期限は２月17日(月)です ！
「とぎつプレミアム商品券」換金期限は、
２月１７日（月）です。お手元に使用済みの商品
券をお持ちの加盟店の皆様は、早めに換金さ
れますことをお勧めいたします。
期限を過ぎますと換金できなくなります。
ご注意ください。

(平成２６年１月１６日現在)
制度の種類
㈱日本政策金融公庫普通貸付

利率(年利％)
1.45～3.65％

㈱日本政策金融公庫経営改善貸付

1.60％

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％

（１月受付分）
事業所名

代表者名

業

種

地区

川本虎男総合事務所

川本 虎男

社会保険労務士・行政書士

時津

サンチェック長崎

田平 克己

太陽光、給湯器等販売施工

時津

建築工房㈱ミライ 山口 栄治 新築･ﾘﾌｫｰﾑ工事他

長与

㈱才津政男商店 才津 政喜 リフォーム業
ﾘﾌｫｰﾑのﾀﾏｵ時津店

時津

