
NISHISONOGI SHOKOKAI NEWS  Vol.73

2014.5.1

Page 1 

〒851-2105　長崎県西彼杵郡時津町浦郷428-14 
TEL095-882-2240／FAX095-882-0521
E-mail:nishisonogi@shokokai-nagasaki.or.jp

〒851-2128　長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷431-4 
TEL095-883-2145／FAX095-883-2149
E-mail:nishisonogi@shokokai-nagasaki.or.jp

73

部会総会が終了しました部会総会が終了しました

　平成２６年度の各部会総会が終了しました。
　総会に出席できなかった方も、事業への参加
協力をよろしくお願いします。
　なお、工業部会と建設部会は合同で開催して
います。

　●開　催　日：４月１４日（月）

　●参加人数：１７名

　●事業計画：
　　　①街ゼミの開催【新規】
　　　②視察研修の実施
　　　③部会員の加入推進
　　　④各種イベント等への参加・協力
　　　⑤地域の核店舗（繁盛店）創業事業
　　　　＜ウルトラＤ事業＞への協力
      ⑥ナガサキレイマーケット西そのぎ
　　　　コレクションへの協力

　●開　催　日：４月１６日（水）

　●参加人数：１１名

　●事業計画：
　　　①部会員の加入推進
　　　②各種イベント等への参加・協力
　　　③「黒ナマコ研究会」の開催【新規】
　　　　大村湾の特産品で漁獲割合は多いが、　
　　　　市場価値が低く、あまり活用されて
　　　　いない「黒ナマコ」を使って、名物
　　　　料理の開発を目指す
　　　④視察研修の実施
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通常総会を開催します通常総会を開催します通常総会を開催します

　平成２６年度西そのぎ商工会通常総会を下記の
とおり開催します。
 当日は懇親会も予定しています。会員皆様方
の多数のご参加をお待ちしています。
　都合でご欠席の方は、委任状へ署名押印のう
え、お早めにご返信ください。

　日　時日　時　 ５月２１日（水） １６：００～

　場　所場　所　 長崎ロイヤルチェスターホテル

　●開　催　日：４月１５日（火）

　●参加人数：２０名

　●事業計画：
　　　①小規模修繕（小規模工事）等契約希
　　　　望者登録制度の推進
　　　②中小企業でも取り組みやすい環境経
　　　　営（マネジメント）の研究と推進
　　　③高等技術専門校　リクルートのため
　　　　の実習参観事業の実施
　　　④西そのぎ商工会技能競技大会の開催
　　　⑤視察研修の実施　

　●開　催　日：４月１７日（木）

　●参加人数：１５名

　●事業計画：
　　　①部会員の加入推進
　　　②「暮らしと事業なんでも相談会」の開催
　　　③街ゼミの開催【新規】
　　　④視察研修の実施　⑤講習会の開催
　　　⑥各種イベント等への参加・協力
　　　⑦新たなグループ活動の模索
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平成２６年第１回理事会報告平成２６年第１回理事会報告

青年部総会開催青年部総会開催

平成２６年第１回理事会報告

役 職 名  　氏 　名    事 業 所 名役 職 名  　氏 　名    事 業 所 名

部　　長　藤林　映子　　藤林ガラス

副 部 長　松田　桐子　　松田ＡＰ

　〃 　　川口　すぎ子　　㈲川口モーターサービス

常任委員　有川　眞弓　　有川石材店

　〃 　　池原　　香　　社会福祉法人のぞみ会

　〃 　　坂口　美智代　　ながよ村

　〃 　　宮﨑　邦子　　㈲電化プラザサークル

　〃 　　小林　さち　　伯龍工芸

　〃 　　和田　加代子　　㈲和田製作所

監査委員　福田　トシ子　　福田菓子舗

　〃 　　中脇　優美子　　京旺住宅

　４月２１日（月）、割烹うらかわにおいて女性部
の通常総会が開催され、４件の議案について、
原案どおり可決承
認されました。
　今年度は役員改
選が行われ、部長
に藤林映子氏が再
任されました。
　新役員は以下の
とおりです。

　本年度初の理事会を４月２４日（木）に開催し、

総会に提出する２５年度事業報告や２６年度事業

計画等を審議しました。

　本年の総会では、副会長辞任に伴う役員補充

を行いますので立候補届出を受け付けます。立

候補がないときに役員候補を選考する選考委員

を長与地区・時津地区各３名支所毎に総会まで

に決めておくことが申し合わされました。
　

　　ワンポイント解説

　　商工会役員は、役員選任規程に基づき、

　①立候補や役員選考委員会で役員候補者を決定

　②次いで、その役員候補者を総会で承認

　　の順で選任されます。

青年部総会開催

新入社員研修、終了新入社員研修、終了

　４月８日（火）～９

日（水）の２日間、

新入社員研修を開

催しました。

　今年は７事業所

から１５人が参加。

「社会人としてのマナ

ー」「チームビルディングの重要性」をテーマ

に、組織の中で連携して業務を行う大切さを

取り上げました。

　グループ演習の中で自己表現の仕方やコミ

ュニケーション力を鍛え、組織人としての自

らの役割について学びました。二日間の研修

を通し、はじめは緊張した様子であった受講者

の方々も交流の中で親睦を深められたようでし

た。

　本会では、会員事業所の労務管理、人材育成

などの支援を一環として、来年以降も本研修事

業を実施する予定です。加えて、今秋には中間

管理職を対象とした

研修の開催も計画し

ております。今後と

も商工会主催の各種

研修を是非ご利用く

ださい。

新入社員研修、終了

　４月２３日（水）、割烹満寿美において平成２６

年度青年部通常総会を開催しました。

 ２５年度事業実績、２６年度事業計画（案）などに

ついて審議し原案どおり可決承認され、ま

た、今村正義監査委員の卒業に伴い、新監査委

員として辻村崇氏が就任しました。

　今年度も青年部員一丸となって、商工会組織

活性化の推進力となることを誓いました。

　●　●組織強化事業

 　　１．青年部員の増強運動（４名増加）

 　　２．商工会員の加入推進

 　　３．商工貯蓄共済等の加入推進

　●　●地域振興事業

 　　１．講習会及び研修会等の開催

 　　２．先進地視察研修の実施

 　　３．まつり及びイベント等への参加・協力
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各種補助事業メニューのご紹介各種補助事業メニューのご紹介

あなたのお店をホームページあなたのお店をホームページ
に掲載してみませんか？に掲載してみませんか？
あなたのお店をホームページ
に掲載してみませんか？

　ＳＨＩＦＴ（商工会ホームページ作成システム）
講習会を開催します

　日　時日　時　平成２６年５月１４日（水）
　　　　　　　　  １４：００～１６：００

　場　所場　所　西そのぎ商工会本所（時津支所）

　内　容内　容　自店のホームページ作成・魅力アッ
　　　　　プのためのセミナー

　講　師講　師　メディアブリッジ　橋本　征治　氏

Ⅰ．新たな販路開拓・顧客層の開拓に取り組む
　　小規模事業者に

　事業名事業名「小規模事業者持続化補助金事業」

　概要等概要等　商工会等と一体となって取り組む販
　　　　　路開拓または斬新な販売工夫等

　補助率補助率　２／３（上限５０万円、ただし雇用を増加  
                          させる取り組みは１００万円）

　締切り締切り　５月２７日（火）迄

　問合せ問合せ　長崎県商工会連合会
　　　　　　　TEL　０９５－８２４－５４１３
　
Ⅱ．県産材料の利用拡大、衛生管理体制をご検
　　討の食品製造業者に

　事業名事業名「長崎県食品製造業基盤強化支援事業」

　概要等概要等　・県産材料の利用拡大による価値向
　　　　　　上に向けた取り組み
　　　　　・衛生管理・品質管理体制強化に向
　　　　　　けた取り組み

　補助率補助率　１／２以内（上限１００万円）

　締切り締切り　５月２３日（金）迄

　問合せ問合せ　長崎県産業振興課
　　　　　　　TEL　０９５－８９５－２６３７
　
Ⅲ．価値あるブランド構築や商品開発・改良等
　　ご検討の県内事業所等に

　事業名事業名「長崎県地域産品商品力強化支援事業」

　概要等概要等　地域産品プロデューサーと一体とな       
          って取り組むブランディング戦略構築
          及びそれらに基づく商品開発、商品
          改良、販路拡大活動等

　補助率補助率　２／３以内（１年目２００万円が上限）
　　　　　（※）最長３年まで事業継続可

　締切り締切り　５月２３日（金）迄

　問合せ問合せ　長崎県産業振興課
　

Ⅳ．農水産品等の地域資源を活用した製品化等
　　を検討する県内事業所等に

　事業名事業名「長崎県地域資源活用事業化推進事業」

　概要等概要等　・地域資源を活用した製品等の事業
　　　　　　　　　の事業可能性調査や市場調査等
       　　　　 ・事業化に向けて行う実験等

　補助率補助率　１／２以内（上限８０万円）

　締切り締切り　５月２３日（金）迄

　問合せ問合せ　長崎県産業振興課

Ⅴ．試作品の開発や設備投資等ものづくりを 
    検討する県内中小企業者に

　事業名事業名「中小企業・小規模事業者ものづく
　　　　　り・商業・サービス革新事業」

　概要等概要等　中小企業・小規模事業者が取り組
　　　　　む、試作品・新サービス開発、設
　　　　　備投資等による新しいチャレンジ
　　　　　を支援
　補助率補助率　

    　①成長分野型　２／３（上限１，５００万円）
　　　②一般型　　　２／３（上限１，０００万円）
　　　③小規模事業者型　２／３（上限７００万円）

　締切り締切り　５月２３日（金）迄

　問合せ問合せ　長崎県中小企業団体中央会
　　　　　　　TEL　０９５－８２６－３２０１
　
Ⅵ．起業・創業を検討している方等に

　事業名事業名「地域需要創造型等起業・創業促進
　　　　　事業」

　概要等概要等　・新たに創業する者
　　　　　・後継者が引き継ぐ際に業態転換や
　　　　　　事業等へ進出する者

　補助率補助率　２／３以内（上限２００万円）

　締切り締切り　６月３０日(月)

　問合せ問合せ　長崎県商工会連合会

各種補助事業メニューのご紹介

　詳細は同封のチ
ラシをご覧になり、
５月１２日（月）５月１２日（月）
までにお申し込み
ください！
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(平成２６年４月９日現在)

　　　　　　　　　　制度の種類制度の種類       利率(年利％)利率(年利％)

㈱日本政策金融公庫普通貸付  　1.40～2.80％

㈱日本政策金融公庫経営改善貸付 　　1.45％

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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　長与町で二代目として開店し、２１年目に
なります。
　お客様の大切な衣類を、シミ抜きから洗
い仕上げまで一貫して行い、同時に衣類の
キズ・穴・ファスナー修理も致します。あき
らめないでお持ち
ください。
　靴・鞄のお手入れ
までトータルメン
テナンスで新しい
クリーニング店を
目指しています。

ニューサンクリーニングニューサンクリーニング

あきらめないでご相談くださいあきらめないでご相談ください！

会員を募集してます会員を募集してます！

リースから機械のメンテまでお手伝いリースから機械のメンテまでお手伝い！

有限会社 有限会社 三幸リース三幸リース

　昭和５８年産業、建設機械のリース販売の
会社として発足して３１年。お客様のご要望
にお応え出来る品揃えと、迅速確実な商品
のご提供をモットーに、現在では、機械修
理やＯＡ及びＰＣソフト等関連機器の販売
等も併せて行って
います。
　弊社のホームペ
ージをご覧いただ
き、ぜひ一度ご用
命ください。
http://www.sanko-r.jp/

（４月受付分）

「マル経融資」申込みに係る金融「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）審査会の開催について（お知らせ）
「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）

●５月審査会

  　第１回 　　　　第２回

　日　時　　　５月　７日（水） 　５月１９日（月）

　申込期限　締め切りました 　５月　９日（金）

●６月審査会

  　第１回 　　　　第２回

　日　時　　　６月　２日（月） 　６月１６日（月）

　申込期限　５月２３日（金） 　６月　６日（金）

 住　　所住　　所　 　長与町岡郷１１－５

 Ｔ Ｅ Ｌ　 （８８７）３３３５

 営業営業時間時間　　８：００～１９：３０

 定 休 日定 休 日　 日曜・祝日

　現在、商工会では会員を“募集中”です。
　商工会に入会するとメリットがいっぱい。
商工会は経営に関する情報の宝庫です。
　但し、メリットは、一方的に流れてくるも
のではなく、自ら事業に参加して、体感し、
享受するものです。商工会を利用して多くの
メリットを引き出してください。
　長与町、時津町内に事業所・工場・店舗等
を有する商工業者なら、どなたでもご入会に
なれます。会員になられますと、タウン誌
「うぉっちんぐ」でのご紹介も無料で行って
おります。
　入会は随時受け付けております。ご紹介い
ただければ、事務局が説明に参ります。
　是非、仲間を増やしましょう。

 住　　所住　　所　 　時津町日並郷３５０６番地の１

 ＴＥＬ／ＦＡＸＴＥＬ／ＦＡＸ　 （８８２）７３３３／（８８２）９１２１

 開業時間業時間　 ８：００～１７:００

 定 休 日定 休 日　 日曜日（土・祝祭日は交代勤務で営業）

　　事業所名 　事業所名 　　代表者名　　代表者名　　　業　種　業　種　　地区地区

㈲アスワンサービス　松村徳次郎　清掃業　　　　　　長与

ニューサンクリーニング

あきらめないでご相談ください！

会員を募集してます！

●本年度第１回会費等の口座振替日は、

５月１５日（木)です。残高の確認をお願いします。

有限会社 三幸リース

リースから機械のメンテまでお手伝い！
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