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新春交流会のお知らせ
平成２７年新春交流会を開催します。
日 時
場 所
会 費

平成２７年１月１５日（木）１８：００
長崎ロイヤルチェスターホテル
５,０００円/１人

商工会員をはじめ時津町・長与町の行政、議会、
関係団体など３００名規模の交流会です。
新年のお祝いとご挨拶は「新春交流会」で。
チケットは商工会役員または事務局からお買い
求めください。

商工会全国大会に参加
１１月２０日（木）東京ＮＨＫホールで開催された商
工会全国大会に、役員の視察研修の一環として、
山崎春雄会長ほか本会の役員９名が役員研修を兼
ねて参加しました。
大会では、地域を支える中小・小規模事業者の経
営に多大な影響を与える外形標準課税の適用拡大
に反対するとともに、日本経済が再興を遂げ、全国
の中小・小規模企業が持続的発展を続けるための
税制改正、金融制度の拡充、社会保障施策を実施
し、日本経済の根幹を担う小規模企業の経営効率
化や販路拡大等に資する、新たな、かつ、思い切っ
た支援策を講じるよう要望が決議されました。
また、来賓として参加された、総理大臣、経済産業
大臣、自民党幹事長をはじめ、公明党、民主党の
党首から、小規模事業者の存在価値を認めたうえ
で、支援して行くと祝辞が述べられました。

ただいま 「まちゼミ」 実施中！
商工会では、本年度の新規事業として、「ま
ちゼミ」に取り組んでいます。

まちゼミとは、お店
の方が講師となって、
「専門知識」や「プロ
のコツ」を無料で教え
てくれる少人数制のミ
ニ講座のことです。
第１回目となった今
回は、１１月２２日(土)
から１２月１９日(金)までの約１か月間にわたり、
商工会会員のお店１５店舗で、１９講座を開講し
ています。
皆さんも行ってみたい講座、興味がある講座
がありましたら、是非お早めにお申込みくださ
い。詳しくは、商工会の窓口で配布しているチ
ラシまたはホームページをご覧ください
（http://www.nishisonogi.biz/）。

障がい者雇用プログラム
中 間 報 告

１１月２８日（金）時津町北部コミュニティセンター
で、「障がい者雇用プログラム委員会（委員長辻村
栄蔵）」が研究成果（中間報告）を発表しました。
本委員会は、障がい者と企業と地域がwin‐winの
関係を築き、地域内で資金の流れを起し、経済に好
循環をもたらす目的で商工会に組織されたもの。
報告会では、約７０名の聴衆に向かい、長崎井上
の井上副委員長が、法定で企業の障がい者雇用率
が、従業員５０人以上の企業では２.０％以上となるこ
とを機に、各事業所でも障がい者雇用の導入を呼
びかけました。障がい者は、仕事への取り組みが真
面目で、欠勤率も低いなどの良さがあり、1度、試用
してみることを体験を交え語りました。また、商工会
に対し企業と障がい者雇用の橋渡しを提案しまし
た。
併せて、同志社大学の佐々木雅幸教授から地域
住民の創造力が地域を救い、障がい者の能力を発
揮できる社会づくりが必要であるとの講話がありまし
た。
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「ウルトラＤ事業」成果報告会終了

とぎつふれあい産業まつり終了

１１月１１日(火)、平
成２６年度「地域の核店
舗創造事業(ウルトラ
Ｄ事業)」の成果報告会
を開催。本事業は、商
工会が平成２３年度から
取り組んでいるもの
で、今年度は、時津地
区のスイートソレイユ
(菓子製造販売)・ぱん
のいえ(パン製造販売)、長与地区の長崎食庵け
っさく(飲食)・レディースゴンドー(婦人服販売
)を対象に実施。
専門家には、カリスマ講師として本事業を全
国的に展開している中小企業診断士の髙橋幸司
氏を迎え、６月３日の臨店研修から約半年間、店
舗レイアウトやＰＯＰの見直し、休眠客を掘り
起こすためのＤＭ作成、顧客を惹きつける商品
づくりなどに取り組んできました。
報告会では、取り組んだ内容やその成果、今
後の課題等について発表。各発表者から「丁寧
に」という言葉が繰り返し発言されるなど、基
本に立ち返って一つひとつの仕事を見直すこと
の重要性を実感していたようでした。
特に、月初めに「やりたいこと」を書きだし、
月末に「振り返り」を行うことで、行動サイク
ルを促進できたことが良かったと語っていまし
た。
参加店舗の取り組み姿勢は、各店舗で実感で
きますので、是非一度、お店をのぞいてみてく
ださい。

１１月９日(日)、時津
ウォーターフロント公
園で「とぎつふれあい
産業まつり」を開催。
今年は漁協から大村
湾でとれたカキが振る
舞われ、会場内のカキ
焼きスペースは家族連
れなど多くの方で賑いました。
また、ステージでは町内の団体による演奏や
ダンスが華を添え、スタンプ会抽選会やジャン
ボ巻き寿司では、参加者が一体となって終始盛
り上がり、まつりを楽しんでいました。
商工会では今後とも時津町・長与町の産業振
興を通じて、町民に親しみを持っていただける
ようなイベントづくりに協力していきます。

１１月２９日(土)・３０
日(日)の２日間、ＪＲ
長崎駅かもめ広場で
「ナガサキレイマーケ
ット 西そのぎコレク
ション vol.２」を開
催。昨年度に引き続き
２回目。
会員事業所１０店舗が出店し、各店一押し商
品等の販売とＰＲを行いました。
当日は雨天にも関わらず、多くの来場者に恵
まれ、各店の商品や地域の魅力を大いに発信し
ました。
商工会では、今後も新規顧客の開拓やＰＲの
機会をたくさん提供していきたいと思います。

納 期 限

「ナガサキレイマーケット
西そのぎコレクション」終了

年末調整・確定申告の
準備はお早目に！
納期の特例の承認を受け
ていない源泉徴収義務者
（毎月納付）
納期の特例の承認を受け
ている源泉徴収義務者
（年２回納付）

平成２７年

１月１３日（火）
平成２７年

１月２０日（火）

《税務相談所会員の皆様へ》
１２月中旬までに、年末調整事務手続きの案内
ハガキを郵送する予定です。関係書類の整備を
お願いします。
また、確定申告についても、決算準備表等を
同封していますので、併せて準備をお願いします。
《確定申告について》
税務署の窓口で申告される方については、３月
に入ると大変混み合いますので、申告書は、早め
に提出することをお勧めします。
また、電子申告を利用されている方については、
税務署から確定申告書用紙の代わりにお知らせハ
ガキが送られてきますので、紛失等されないようご
注意ください。
なお、確定申告書等の用紙が必要な方は、本会
各支所にも準備していますので、ご利用ください。
本年分の申告については、消費税率の引上げ
に伴い、適用される税率（旧税率５％
適用される税率（旧税率５％、新税率８％）
新税率８％）
ごとに区分する必要があります。ご注意ください。
ごとに区分する必要があります。
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工業・建設部会
県外視察研修を実施

女性部
県外視察研修を実施

１１月１４日(金)、工
業・建設部会では県外
視察研修を実施。部会
員１４名が参加しました。
今回の研修先は建設
業界における事業多角
化の一端として昨今脚
光を浴びている“農業”
について、その最先端研究機関である「農研機構
九州沖縄農業研究センター（久留米市）」と工業・
建設業双方について建設技術、加工技術等幅広
い分野で参考となる「セキスイハイム九州(株)（鳥栖
市）」の２ヶ所。
農研機構ではイチゴ育種研究と施設野菜研究の
２施設の植物工場で稼働状況の説明を受け、参加
者は国の研究機関による農業の最先端技術を体
感していました。
セキスイハイムでは独自のユニット工法による鉄
骨及び木造双方の家屋生産ラインを見学。耐震実
験等実体験を通じた家づくり技術の最先端を学ぶ
ことができました。
今回「農業技術」と「最先端の家づくり」を視察し、
参加者は新たな見聞を広めるとともに、改めて自ら
も「技術国日本」の一端を担っているという実感を
得た研修でありました。

１１月４日(火)～５日
(水)、女性部員等２１名
が参加し、福岡県大任
(おおとう)町商工会へ視
察研修を実施しました。
同商工会では、今年
度の女性部九州大会及
び全国大会の主張発表
で最優秀賞に輝かれた、永原美紀さんの発表を拝
聴。町木である椿やメインストリート桜街道の名にち
なんだ特産品の開発などについての話でしたが、
内容もさることながら、話し方や視線の向け方など
非常に惹きつけられ、参加していた部員一同、感
銘を受けました。
続いて訪問した「若竹屋酒造場」は、創業３０５年
の老舗の造り酒屋で、「美田は残すな」という家訓を
頑ななまでに継承。「事業は先祖から受継いだもの
ではなく、子々孫々からの預かりものである」という
社長の言葉が印象深く、事業継続の奥深さを実感
できました。
今後も女性部では、研修で学んだ事を事業に、
また、女性部活動に活かしていきたいと思います。

「女性部 マイタウン
子供ビジネススクール」終了
女性部(長与地区)で
は、長与小学校６年生
の全児童（１３６名）を対
象に、今年で１４年目と
なる「マイタウン子供ビジ
ネススクール」を開催。
１１月４日（火）の事前
講習会では、マナー講
師の嶋崎慈子氏から、「職場は、お金を生み出す
所です。各事業所の方々はその貴重な時間をみな
さんのために提供してくれるのですから、真剣に取
り組んでください。」という厳しい講習を受け、１１月
１４日（金）、長与町内の３２事業所での職場体験に
臨みました。参加した児童からは、「大変な仕事を
一生懸命するから、やり遂げた後の喜びがあるのだ
と分かった」などの感想が寄せられました。
今後も「地域の子供は地域で育てる」という共通
意識のもと、また、地元商店街への利用促進に繋
がるよう、継続していきたいと思います。

青年部主催

経営講習会を実施
１１月２２日(土)、２９日
(土)の２日間、青年部主
催の経営講習会を開
催。中小企業診断士の
吉原英令氏を講師に迎
え、「マネジメントゲーム
～ゲームを通じて儲かる
仕組みを理解する～」と
いうテーマで取り組みました。
参加者は経営シミュレーションのゲームに和気あ
いあいと取り組みながらも、会社の利益構造や決算
書の仕組みなどについて理解を深めました。
～講習会要旨～
●数字に強くなるには
数字に強くなるには
ゼロを省略せずに書く。勘定が合わない
ときにはいくら合わないか差額を書く。
●ＭＱ(粗利)の考え方
ＭＱ(粗利)の考え方
経営は粗利を創造していくこと。粗利が
経費(固定費)を上回れば黒字になる。
●利益計画は逆算で立てる
利益計画は逆算で立てる
目標利益→固定費予算→必要粗利・売上
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「 和紙畳 」 を ご存知ですか？

機能性塗料で快適な暮しをご提案！

㈲ 田崎た
田崎たたみ店
たみ店

塗 ＮＵＲＩＫＥＮ 建

和紙畳をご存じですか？い草ならではの香
りはありませんが、独自加工によりダニ、カ
ビを抑え、用途に応じたクッション調節によ
り小さいお子様やアレルギー体質の方も安
心。撥水加工だから飲み物をこぼしても拭く
だけ。耐久性もい草の２～３倍。風合いが天
然い草に限りなく近
く、い草の欠点を補
いカラーなども豊富
なラインナップ。手
入れのしやすさが受
け、ご利用者が増え
http://www.tasaki-tatami.net/
ています。

お家の塗替えで綺麗になるのは当たり前。そ
こにプラスαの提案がいかにできるかが今から
の時代は重要になります。
弊社では機能性塗料を取り扱っております。
夏は涼しく、冬は暖かい断熱塗料ガイナは弊
社のイチオシ塗料です。ガイナを塗るとエアコ
ンの効率アップにな
りますので、省エネ
が期待できます。
ぜひ、お気軽に弊
社までご相談くださ
いませ。

住
所
ＴＥＬ／ＦＡＸ
営業時間
定 休 日

時津町久留里郷1463
（８８２）６７０３/（８８２）４１８１
８：３０～１９：００
日曜日

http://nuri-ken.com/

住
所
ＴＥＬ／ＦＡＸ
営業時間
定 休 日

長与町吉無田郷１４８９－７７
（８８３）４３４１/（８８３）４３４１
８：００～２０：００

正月のみ

年末年始休館のお知らせ

メール会員・無料ホームページ利用者募集

商工会では、年末年始の１２月２７日(土)～１月４日
(日)まで休館とさせていただきます。
ご了承ください。
商品券の換金、ゴミ袋の購入などはお早めに！

商工会では情報化支援の一環として、メー
ルによる経営情報の発信やホームページ作成
サービスを行っています。
いずれも無料で簡単に始められます。利用
を希望される方、興味がある方は商工会まで
ご連絡ください。
●メール配信サービス
メール配信サービス
①登録は無料、難しい操作もありません
②中小企業施策などの情報を新鮮なうち
に、タイムリーにお届けします
●無料ホームページ(ＳＨＩＦＴ)
無料ホームページ(ＳＨＩＦＴ)
①登録は無料、フォーマットに入力する
だけで簡単に更新ができます
②更新された情報は商工会ホームページ
などにもアップされます

「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）
第１回
第２回
１２月審査会 １２月 １日（月） １２月１５日（月）
申込期限 締め切りました １２月 ５日（金）
１月審査会 １月 ７日（水） １月１９日（月）
申込期限 １２月２４日（水） １月 ９日（金）

(平成２６年１１月１３日現在)
制度の種類
㈱日本政策金融公庫普通貸付

1.30～2.70％

㈱日本政策金融公庫経営改善貸付

1.35％

県創業バックアップ資金

2.00％

長与町小規模企業振興資金

2.50％

県経営安定資金（長期資金）

（１１月受付分）

利率(年利％)

2.3％以内

事業所名
Koti hair works
ﾛｰﾄﾞｶｯﾀｰ・ﾀﾋﾞﾗ
㈱成久
からあげ ｼﾞｬｯｸ

代表者名
業 種
地区
久米 将五 美容室
長与
田平 忠弘 フェンス工
長与
岡林 正樹 居酒屋
時津
梶原 達也 からあげ専門店 時津

