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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 ！
商工会では、平成２６年
３月１５日（土）～１６日（日）
の２日間、ＪＲ長崎駅かも
め広場において、「ナガサ
キレイマーケット西そのぎコ
レクション」を開催します。
当日は、西そのぎ商工
会の会員事業所９店舗が
集合し、地元産の材料等
を使った食品や加工品な
どＰＲを含め各事業所の人気商品の販売を行い
ます。
皆様のご来場を是非お待ちしております。
日
場

時 平成２６年３月１５日（土）～１６日（日）
※２日間とも、１０：００～１６：００
所 ＪＲ長崎駅前 かもめ広場
イベントスケジュール

●１日目：３月１５日（土）
●
１０：００～先着プレゼント（１００名）
１２：００～かわち家（ちんどん）
１４：００～時津・長与ｲﾒｰｼﾞｷｬﾗｸﾀｰ登場
●２日目：３月１６日（日）
１０：００～先着プレゼント（１００名）
１２：００～かわち家（ちんどん）
１３：３０～工作体験（㈲溝上製材所）
１４：００～時津・長与ｲﾒｰｼﾞｷｬﾗｸﾀｰ登場
●１５日（土）・１６日（日）終日イベント
・ﾌﾟﾘｻﾞｰﾌﾞﾄﾞﾌﾗﾜｰ他体験（かすてらハウス）
・子どもランド（日本紙器㈱）
（ダンボールのすべり台、木馬など）
※都合により内容が変更になる場合があります。

出店事業所
市炉庵
時津
とぎつ村
お茶のもりうち
㈱長崎明月堂

マルキパン
長与
西川商店
髙橋商店
雪の浦手造りハム
パティスリープランシェ

フレッシュマンを即戦力に ！
新入社員をいち早く戦力にしたい！戦力にし
てから配属してほしい！現場からは、毎年この
ような声が聞こえることと思います。
しかしながら、「１を聞いて１０を知る」、「自ら行
動する」という新人は残念ながら多くはありませ
ん。「組織人」としての意識から醸成していかざる
を得ない、というのが実態ではないでしょうか。
商工会の新入社員研修では、１社ではなかな
か実施しづらいロールプレイやディスカッショ
ンも、複数の事業所が集まることで実現できま
す。加えて、業種を越えた人脈も作ることが出
来るため、社会人としてのスタートアップに打
ってつけです。是非、ご参加ください。
なお、定員になり次第締め切らせていただき
ますので、お早めにご連絡ください。詳細は、
同封のチラシをご覧ください。
日
場
対

時
所
象

内

容

定 員
参加費

平成２６年４月８日（火）、９日（水）
西そのぎ商工会時津支所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（教材費、昼食代含む）
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豆まきで地域貢献
節分行事に参加
平成２６年２月３日
（月）、時 津 幼 稚 園 の
節分行事に福利厚生
委員会（宮崎泰幸委員
長）を中心に７名が参
加しました。時津警
察署との共同実施
で、約１４０名の園児と交流しました。
また、翌日の４日（火）には、時津町総合福祉
センターにある「ひまわりの園」と「通所介護施
設」を青年部員が訪問。鬼の仮装をして、節分
行事を盛り上げました。青年部の施設訪問は
毎年恒例で、楽しみにしている園児やお年寄
りも多いそうです。
今後もこのような機会
を通して、地域への貢献
を行うとともに、商工会
のＰＲを行っていきたい
と思います。

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
知ってるつもり。でも、実は気づいていなか
った。そんな情報はありませんか？商工会で
は、「企業体質の強化」「資格・特殊技術の取
得」「販路開拓・拡大」などなど経営に役立つ
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。登録後は、ありとあらゆる情報をス
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。

無料WEBセミナーを
ご利用ください
経理の勉強をしたいけど何から始めればよい
か分からない、スキルアップの講習会に行きた
いが時間が無い、といった方に朗報です。商工
会ではインターネット上で税務や労務・人材育
成といった各種セミナーを始めました。各分野
のプロフェッショナルによる講義が目白押しで
す。通常では、料金がかかるセミナーも商工会
員であれば、「無料」で、「何時間でも」閲覧
することが出来ます。利用をご希望される方は
事務局までお問い合わせください。

介護保険料率があがります ！
平成２６年度の協会けんぽの健康保険料率につ
いては、据え置きとなりますが、介護保険料率につ
いては、本年３月分（４月納付分）より現行の１.５５
％から１.７２％へ変更されます。
全国健康保険協会管掌健康保険料率
（長崎支部）

1.72%

「プレミアム商品券」で
豪華景品が当たった ！
平成２５年８月２５日（土）から発売しておりま
した「とぎつプレミアム商品券」も平成２６年２
月２日（日）をもって盛会裡に終了いたしました。
今回の発行額は２,２００万円。今回もスタンプ
ラリーでホテル宿泊券など豪華景品が当たるこ
ともあって、関心度合いはさらにヒートアップ。
商品券の利用先別状況は、大型店が全体の３２
％。次いで、飲食・お弁当店、コンビニエンス・
ストア等と続いております。残念なことに、
お客様のご利用が全くなかった事業所も２３カ
所を数えるなど、今後に課題を残す結果とな
りました。
商工会では今回の反省点を精査のうえ、今
後とも、一層消費者の皆様に支持され、地域
商工業の活性化につなげられるよう知恵を出し
て参りたいと思います。
なお、景品抽選会は、去る２月２１日（金）に開
催。第３回時津町共通商品券発行事業委員会の
席上において、厳正に
行われました。
当選は、景品の発送
をもって代えさせてい
ただきます。
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長崎県商工会会員大会
「One On the Step」
２月１２日長 崎
市において小規
模企業基本法制
定決起大会とし
て長崎県商工会
会員大会が、開
催されました。
県下から商工会役員等が集結し、大会宣言を
採択。山崎会長が県連副会長として宣言文を読
み上げました。内容は以下のとおりです。

宣言文（骨子）
「One On the Step」
ワンランク上の経済活動、地域活動、
会員相互支援を目指す
１．小規模企業基本法の早期制定を目指します
２．中小・小規模企業の経営力向上を図ります
３．商工会の組織・財政基盤の強化を図ります
４．「儲かる地域づくり」及び地域コミュニ
ティ維持活動・活性化に取り組みます

商工会の上手な利用法
組織の強化のた
め、会員募集活動を
展開 し て い ま す 。
未加入者から、商工
会の活動が分からな
いので加入に躊躇し
ているとの声が聞か
れます。そこで、現
在加入されている会
員の皆さんは商工会
を何に利用されてい
るかご紹介します。
１位は、税務決算１４％。記帳指導と併せると
２５％。商工会の事務代行で、自らは「ものづく
り」、「営業」、「販売」に専念されています。
２位は、金融相談・斡旋。無担保無保証人で
商工会が推薦するマル経資金が人気です。
３位が、労務に関することです。労働保険で
従業員が入れ替わる度、ハローワークに出向く
こともありません。
会員企業の「儲かるビジネス」支援します

任意保険を補います
まごころ共済ご存知ですか？

経営計画の策定、物産展への出店、補助金の
獲得支援、そしてビジネスマッチングなどなど
「儲かるビジネス」のデザイン作成を支援します。

万が一、あなたが自動車事故の加害者になっ
たとき、相手に“誠意を示す”ための共済です。
特徴は、共済金を被害者ではなく、契約者で
ある“あなた”にお支払いします。
けがをした被害者へのお見舞費用はもちろ
ん、契約者本人が負傷された場合や相手の財物
に損害を与えた場合にもお支払いします。
詳しくは商工会までお問い合わせください。

商工会活用の裏ワザ教えます

消費税は、待ったなし ！
来る４月１日、消費税が現行の５％から８％
に引き上げられます。
消費税は、原則として国内での全ての取引に課
税され、最終的に消費者に負担をお願いするもの
です。備えあれば憂いなし！対応は万全ですか？
引き上げを目前に控え、商工会では、各企業
の消費税転嫁が円滑に実施できるよう取引先の
皆様へご理解、ご協力を頂くことを目的とし
て、ＰＲポスターを作成しました。本会報に同
封しておりますので、取引先の皆様の目に触れる
場所等に掲示するなどして、ご活用ください。

●広告宣伝に ！
広報誌うぉっちんぐは１枠６千円でお店の宣
伝ができます。長与町、時津町、長崎市北部３
万世帯へ配布。チラシの会員への配布は、１２
千円で商工会報に同封します。長与町、時津町
どちらか１町のみなら６千円です。
●会議室の使用
開館時間であれば冷暖房代のみで使用できます。
●会員紹介制度
商工会へ加入をお勧めください。今の期間、
その方が、会員に加入されると１万円キャッシ
ュバックがあります。
●株式会社決算電子公告
商工会のホームページは電子公告として、安
価に利用出来ます。会社法第４４０条で、資本金
額・規模に関係なく全ての株式会社は、決算書
類を官報、日刊新聞に掲載又は電子公告するこ
とが義務付けられています。
商工会はプラットホーム

企業経営に関する相談に対応します。商工会で
対応できないことでも専門家を派遣します。まず
は、ひと声かけてみてください。
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本格懐石風ランチが堪能できます ！

地域に貢献できる会社づくり ！

㈲津野田ゴム加工所

レストラン「さきの」
レストラン「お料理さきの」では旬の食
材を使った五感で四季を感じられるお料理
を提供しています。
大村湾を眺めながらちょっとおしゃれで
美味しい時間を過ごしてみませんか？
日替わり弁当（エリア弁
当）宅配も好評です。お
食事会・お昼のランチ・法
事など、どなたでも気軽
にご利用頂けます。ぜひ
一度お越し下さい。
住
所
ＴＥＬ／ＦＡＸ
開業時間
業時間

時津町西時津郷１１５６
（８８２）７５８５／（８８２）７６８５
１１：３０～１４:００ 喫茶15:30まで

※お弁当は、当日朝10:00までにお電話ください

定 休 日

日・月曜

※４月から土・日・祝に変更になります。

「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）
●３月審査会
第１回

第２回

日 時

３月 ３日（月）

３月１７日（月）

申込期限

締め切りました

３月 ７日（金）

●４月審査会
第１回

第２回

日 時

４月 ７日（月）

４月２１日（月）

申込期限

３月２８日（金）

４月１１日（金）

長崎市内から長与に移り２６年目。現在３６
期を迎えています。
パッキン・ガスケット・グロメット・ク
ッションゴム等の製作
を通して地域に貢献で
きる会社づくりに従業
員と現在一丸となって
日々励んでおります。
「頼まれ事は試され
事」との思いで、謙虚
に心と技術の向上に
益々努めてまいりま
す。
住
所
ＴＥＬ／ＦＡＸ
営業
営業時間
時間
定 休 日

「マル経融資」の貸付限度額拡充
融資上限を １，５００万円から
融資上限を１，５００
万円から
２，０００万円に引き上げます
２，０００
万円に引き上げます
ただし、１，５００万円超の融資を受ける場合
には、融資前に事業計画を作成し、融資後に
融資残高が１，５００万円以下になるまで、経営
指導員による実地訪問を半年毎に１回受けて
いただく必要があります。
※融資上限の引上げは、
平成２６年度予算の成
立が前提となります。

(平成２６年２月２４日現在)
制度の種類
㈱日本政策金融公庫普通貸付

利率(年利％)
1.45～3.35％

長与町平木場郷６０９
（８８７）３１０２／（８８７）３１０４
８：００～１７：００
土・日・祝祭日・正月・お盆

（２月受付分）
事業所名

代表者名

業

種

地区

㈱日本政策金融公庫経営改善貸付

1.60％

セブンイレブン
時津左底郷店

県創業バックアップ資金

2.20％

小麦工房ブール 太田 達雄 パン製造、販売

長与町小規模企業振興資金

2.50％

小田設備

小田 勝昭 建設設備(管工事) 時津

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％

㈱フランソア
時津店

岡田 辰美 パン製造、販売

浦川 祐二 コンビニエンスストア 時津
時津

時津

