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長与シーサイドマルシェ長与シーサイドマルシェ長与シーサイドマルシェ

　●ものづくり・商業・サービス革新補助金のづくり・商業・サービス革新補助金

　　国内外のニーズに対応したサービスや、も
　のづくりの新事業を創出するための、革新的
　な設備投資・サービス・試作品の開発を行う
　事業が対象となります。

　①補助上限額
 　・革新的サービス：１,０００万円　　　　　　
　　　            （コンパクト型は７００万円)
  　・ものづくり技術 ：１,０００万円
　　・共同設備投資  ：５,０００万円
                 （１社あたり５００万円が上限）
　②補助率：２/３
　③応募締切：５月８日(金)【当日消印有効】
　④問合せ先：長崎県中小企業団体中央会　　
　　　長崎市桜町４－１　長崎商工会館９階
　　　℡　０９５－８２６－３２０１
　　　（http://www.nagasaki-chuokai.or.jp）

　●小規模事業者持続化補助金小規模事業者持続化補助金

　　小規模事業者が、商工会・商工会議所と一
　体となって、販路開拓に取り組む費用が対象
　となります。

　①補助上限額：５０万円
　②補助率：２/３　　
　③応募締切：
　　・１次締切：３月下旬 頃
　　・２次締切：５月下旬 頃
　④問合せ先：西そのぎ商工会
　　　本所・時津支所　℡ ０９５－８８２－２２４０
　　　長与支所　　　　℡ ０９５－８８３－２１４５　

　　※詳細は上記へお問い合わせください。
　　　公募要領等が確定し次第、ＨＰ等で
      告知します。
                  

企業経営の力になる

補助金公募 始まる！
企業経営の力になる

補助金公募 始まる！
企業経営の力になる

補助金公募 始まる！

　「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。
　この研修は、１社では実施しづらいロールプレ
イやディスカッションも複数事業所が集まること
で実現できます。また、業種を越えた人脈を作る
ことが出来るため、社会人としてのスタートアッ
プに最適です。ぜひ、ご派遣ください。
　なお、定員になり次第締め切らせていただきま
す。詳細は、同封のチラシをご覧のうえ、お早め
にお申し込みください。

　
　日　時日　時　　平成２７年４月７日（火）～８日（水）

　場　所場　所　　商工会本所(時津支所)３階研修室

　対　象対　象　　新入社員 及び 若手社員
　　　　　　　　　　　(入社３年程度まで)

　内　容内　容　　「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ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ」
　定　員定　員　　３０名

　参加費参加費　　　　５,０００円／１人(教材費、昼食代含む)

　新鮮な野菜やフルーツ、スイーツなどの「食」
をはじめ、心ときめく「雑貨」や「癒し」体験な
ど、こだわりのお店６０店舗が集う手づくりのマル
シェ(市場)です。ぜひ、ご来場ください！

　日　時　時　　平成２７年３月８日(日)
　　　　　　　　　　 ９：００～１５：００　
　場　所場　所　　長与町多目的広場
　　　　　　　(特産品直売所まんてん横広場)

商工会通信はホームページからフルカラーでご覧いただけます　　商工会通信はホームページからフルカラーでご覧いただけます　　http://www.nishisonogi.biz/http://www.nishisonogi.biz/

フレッシュマンを即戦力に

 新入社員研修開催！
フレッシュマンを即戦力に

 新入社員研修開催！
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「まちゼミ」結果報告会終了「まちゼミ」結果報告会終了「まちゼミ」結果報告会終了
「プレミアム商品券」で「プレミアム商品券」で

豪華景品が当たった豪華景品が当たった！
「プレミアム商品券」で

豪華景品が当たった！

　平成２７年２月３日(火)、長与支所会議室で、
「まちゼミin西そのぎ結果報告会」を開催。
　各参加店が実施した内容やお客様の反応、再
来店を呼び込む各店の対応等を発表しました。
　今回は１９講座を延べ２３９名の方が受講。
　以下、受講者アンケートの結果を抜粋してご
紹介します。

①受講者の属性①受講者の属性

　受講者の半数が長
与町在住の方。その８
割が女性。５０～６０代
の主婦層が多く、料
理、ファッションに
関する講座が人気の
高い結果となりまし
た。

②感想(満足度)想(満足度)

　「大満足」が７割
を超えるなど、本事
業をご指導いただい
た松井洋一郎先生
（岡崎まちゼミの会
代表）からも「全国
の平均値６５％と比較
しても高く、参加店
の皆さんがお客様に
丁寧な対応をした結果です。」と高い評価をい
ただきました。

③今後、取り扱って欲しいテーマ取り扱って欲しいテーマ

　日々の生活や趣味等になじみの深いテーマを
希望する方が多い結果となりました。
　また、「料理」「健康」「園芸」などは、全
国の傾向と比較して希望が多く、当地域の特徴
であるといえます。

　商工会では２回目の開催を計画中です。詳細
が決まり次第、お知らせします。参加企業が増
えるほど消費者も店舗も地域も良くなる三方よ
しの事業です。「今の商売のやり方を見直した
い」という方はぜひ参加をご検討ください。

　昨年８月から発売していた「とぎつプレミア
ム商品券」は、２月１日(日)をもって盛会裡に終
了いたしました。
　発行総額は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、関心度合いもヒートアップ！
　ちなみに、商品券を購入された方は、時津町
内が全体の８０％。次いで、長崎市１１％、長与
町９％でした。
　また、利用先別状況は、大型店が全体の３３．５
％。次いで、飲食・お弁当店、コンビニエン
ス・ストア等と続いています。残念なことに、
お客様のご利用が全くなかった事業所も１８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し、より一
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ま
す。
　なお、景品抽選会は、２月
２６日(木)開催の、第２回時津
町共通商品券発行事業委員
会において、厳正に行われ
ました。
　当選者の発表は、景品の
発送をもって代えさせてい
ただきます。

上位５テーマ(全回答数７１９・複数回答可)

テーマ 料　理 健　康 手　芸 美　容 グルメ

回答数  １１９　    ９３　      ７１　     ５８　     ５５

確定申告は期限内に！確定申告は期限内に！確定申告は期限内に！

　確定申告の準備はお済みでしょうか？
　申告書の提出及び納税は、必ず期限内に行い
ましょう。期限間近になると、提出窓口等も込
み合うことが予想されますので、お早めにご準
備ください。
　なお、税務署の確定申告に関する相談は、Ｎ
ＢＣ別館(長崎市上町１－３５)でのみ行われてい
ますのでご注意ください(税務署窓口では提出
の受付のみです)。

 ●所得税の申告書提出及び納税は所得税の申告書提出及び納税は
　　 平成２７年３月１６日(月)まで

 ●個人事業者の消費税の申告書提出及び納税は個人事業者の消費税の申告書提出及び納税は
　　 平成２７年３月３１日(火)まで

 ●振替納税を利用されている方の振替日は替納税を利用されている方の振替日は
　 　所得税：平成２７年４月２０日(月)
　　 消費税：平成２７年４月２３日(木)

西そのぎ商工会で検索！　　　　　　　西そのぎ商工会　　　検索 ↑↑
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任意保険にプラスで安心任意保険にプラスで安心！

「まごころ共済」 「まごころ共済」 ご存知ですか？ご存知ですか？
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「まごころ共済」 ご存知ですか？

小規模企業振興基本法制定記念小規模企業振興基本法制定記念

会員大会終了会員大会終了

小規模企業振興基本法制定記念

会員大会終了

　２月１２日(木)、長
崎市のＮＢＣビデオ
ホールで、県下商工
会から約２００名の会
員が参加して商工会
会員大会が開催され
ました。本会からは
役員１７名が参加。
 大会では、小規模企業振興基本法の成立により
小規模企業に光があたる道筋が示されたことを機
に、商工会は「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」との宣言を全会一致
で決議しました。
　また、同時開催の役員講習会では、スポーツア
ナリストのタック川本氏から、「メジャーリーグ
に学ぶ必勝のビジネス成功術」というテーマで講
演がありました。川本氏は、「プロとアマはまっ
たく違う。メジャー球団はプロをつくっていくた
めの組織運営や人材育成をしている。」と説明し
ました。

豆まきで地域貢献豆まきで地域貢献
節分行事に参加節分行事に参加
豆まきで地域貢献
節分行事に参加

　平成２７年２月３日
(火)、時津幼稚園
の節分行事に商工
会を代表して福利
厚生委員会(宮崎泰
幸委員長)が参加。  
 鬼に向かって元気
いっぱいに豆を投
げる園児たちと交流を行いました。
　この行事は時津警察署と共同で実施したもの
で、園児たちは、行事に併せて身近に潜む危険に
どのように対処すべきか、などを学びました。
　また、同日、時津町総合福祉センターにある
「ひまわりの園」「通所介護施設」へは青年部
員が訪問。鬼の仮装をして、節分行事を盛り上
げました。青年部による同行事への参加は毎年
恒例となっており、楽しみにしている高齢者や

園児も多いとか。
　商工会では今後も
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。

連鎖倒産から中小企業を守る連鎖倒産から中小企業を守る！

中小企業倒産防止共済中小企業倒産防止共済

連鎖倒産から中小企業を守る！

中小企業倒産防止共済

　もしも取引先が倒産した
ら！そのときの備えは万全で
すか？
 「経営セーフティ共済」に
加入していれば、万が一取引
先が倒産しても、回収困難と
なった売掛金相当の資金を借
り入れできます。

　①取引先が倒産した場合、掛金総額の１０倍
　　の範囲内(最高８,０００万円)で被害額相当被害額相当
　　の共済金の貸付け　　の共済金の貸付けが受けられます。
　②共済金の借入条件は無担保無担保、無保証人無保証人。
　③掛金は税法上、損金損金(法人)もしくは必要必要
　　経費　　経費(個人事業)に算入できます。
　④４０ヶ月以上納付し、任意解約した場合、　
　　１００％掛金が戻ります。
　（１２ヶ月未満は掛け捨てです）

 リスクマネジメントのひとつとして「中小企
業倒産防止共済」のご利用をご検討ください。

　「まごころ共済」は万が一、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。自動車保険だけでは必ず
しも十分ではないお見舞いや香典料など、相手
方に対する道義的責任(誠意)についての補償を
行います。
　「まごころ共済」は自賠責保険や任意保険と
違い、共済金を被害者ではなく契約者の"あな
た"にお支払いすることが特徴です。
　

　

　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。
　詳しい内容は、商工会まで
お問い合わせください。

車　種車　種 ナンバーナンバー
プレートプレート
の色の色

年掛掛金年掛掛金 月掛掛金月掛掛金

自家用

乗用車
３・５・７

５

白

黄
自家用

軽乗用車

１１,１１０円

６,６００円

１,１１０円

６６０円

商工会通信はホームページからフルカラーでご覧いただけます　　商工会通信はホームページからフルカラーでご覧いただけます　　http://www.nishisonogi.biz/http://www.nishisonogi.biz/
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(平成２７年２月１６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  　1.30～3.10％

㈱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）  　　2.50％
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くぼ整骨院くぼ整骨院くぼ整骨院

健康は つくれる！健康は つくれる！健康は つくれる！

「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）

 住　　所住　　所　 　長与町嬉里郷４５６－１１

 ＴＥＬ／ＦＡＸＴＥＬ／ＦＡＸ　  （８８３）７１２９/（８８３）７１２９

 営業営業時間時間　　９：００～１２：００、１５：００～２０：００

 定 休 日定 休 日　 日曜日・祝日(土曜日は１８時まで) 

  　第１回 　　　　第２回

３月審査会　　３月　２日（月） 　　３月１６日（月）

　申込期限　締め切りました 　 ３月　６日（金）

３月審査会　　４月　６日（月） 　　４月２０日（月）

　申込期限　 ３月２７日（金） 　　４月１０日（金）

 住　　所住　　所　 　時津町浜田郷７４４－１

  ＴＥＬ／ＦＡＸＴＥＬ／ＦＡＸ　  (８８２)１８９５/(８８２)５１０７

 営業時間営業時間　 ８：００～１７：００

 定 休 日定 休 日　 　日曜日

　時津町浜田郷のジャスコ様隣にある藤永
建設です。
　創業して５７年。一般住宅の新築・増築・
リフォーム工事はもちろんのこと、外構工
事など、住まいに関すること全般的に工事
を行っています。
　自社での施工、
管理を行っていま
すので、ちょっと
した小さな工事で
も構いません。安
心してお気軽にご
相談ください。

藤永建設㈱藤永建設㈱藤永建設㈱

http://www.tasaki-tatami.net/

住まいのお手入れしませんか？住まいのお手入れしませんか？住まいのお手入れしませんか？

「ネットde記帳」で楽々経理「ネットde記帳」で楽々経理！「ネットde記帳」で楽々経理！

　当院では患者さまの痛みの原因を探り、
患者さま一人ひとりに合った治療をさせて
いただいております。自然治癒力を高める
ための正しい処置、知識、姿勢などをアド
バイスしていきます。
　また、積極的にトレーナー活動を行ったり、
学校やクラブチーム
へのセミナーなども
行っております。
　お気軽にご相談く
ださい。
　心と身体の元気
をお届けします。

（２月受付分）

松尾　博文　石油販売業            時津
㈱ｲﾃﾞｯｸｽﾘﾃｰﾙ西九州
久留里給油所

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

ＫＵＲＵｃａｆｅ     溝江真奈美  コーヒー移動販売　 時津

冨貴寿司  　      中村　俊郎　 寿司店           　   長与

　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。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。

メール会員・ホームページ利用者募集メール会員・ホームページ利用者募集メール会員・ホームページ利用者募集

　●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

　「ネットde記帳」は商工会が推奨する経理
システムで、操作方法や記帳・経理のサポー
トを受けられることが特徴です。ご利用には

料金が発生します。
　詳しくは商工会までお問い合わせ
ください。

西そのぎ商工会で検索！　　　　　　　西そのぎ商工会　　　検索 ↑↑
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