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平成２７年度 通常総会開催
５月２２日（金）、ロイヤルチェスターホテルで
平成２７年度通常総会が開催されました。平成
２６年度事業実績同収支決算、平成２７年度事業
計画同収支予算、商工会運営規約の一部改正な
ど原案どおり可決承認されました。
また、役員改選で次の方々が選任されました。
氏 名
事業所名
役 職 名
会
長 山崎 春雄 ㈱鍋順
副 会 長 川口 義己 ㈲オランダ屋企画
溝上 智志 ㈲溝上製材所
時津地区 山内 俊一 エリア２１
理
事 向井 文康 プレシャス
植田 秀之 ㈲植田瓦工業
濵田日出人 ㈲浜田不動産
廣田 敏幸 割烹 満寿美
入江 和義 ㈱大東エンジニアリング
髙木 重寛 ㈱長崎車輌センター
宮崎 泰幸 ㈱グランディカンパニー
元尾 和博 ㈲元尾鉄工所
長与地区 西岡 克之 長崎食庵けっさく
理
事 山道 義智 山道酒店
出口雄一郎 出口工業㈱
井上 弘治 ㈲長崎井上
藤島 勝典 ソニー生命保険㈱
毎熊 一太 大同印刷㈲
西本
正 ロハス新商
藤原 次男 藤原美工社
橋口 政行 プレタポルテ ロワール
栁原
親 栁原酒店
青女部長 松尾 健治 ㈲松尾部品商会(青年部長)
理
事 藤林 映子 藤林ガラス
(女性部長)
健 ㈱ヤマハマリン西九州
監
事 吉澤
宮崎 保彦 ㈲ヤマヨ宮﨑商店

商工会は、平成２７年度も引き続き、「儲け
る企業づくり、儲ける地域づくり」を掲げ、各
種の事業を実施します。
前年度、国が「小規模企業振興基本法」を、
県が「中小企業・小規模企業振興条例」を制定
し、小規模事業が持続的維持発展するための支
援強化が約束されました。その支援策を企業が
活用できるように周知したり、町の小規模振興
基本条例（仮称）が制定されるよう意見活動を
展開します。また、参加企業の売上、収益向上
を目的に、長与町・時津町の委託を受けて２０％
のプレミアム付き商品券を約２億円の規模で発
行します。
記帳・決算
労働保険等

手数料が上がります！

平成２７年７月１日から、記帳及び決算・申告
並びに労働保険関係等の手数料が上がります。
これは、県連合会の手数料増及び本会の財政
基盤強化の一環としてやむを得ず改定されまし
た。
これまでの手数料体系に
比べ、作業分量に応じたも
のとなりました。
出費ご多端のなか誠に恐
れ入りますが、会員皆様の
ご理解、ご協力を賜ります
ようお願いいたします。

＜総会資料より抜粋＞（詳細同封文書）
◆記帳継続指導料
５２０円→１，０８０円（月／税込）
◆決算指導手数料
手数料区分追加
（特前所得５００万円以上から１，０００万円以上）
◆労働保険事務手数料：限度額撤廃

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/
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一日公庫を開催します
本会では、㈱日本政策金融公庫長崎支店（国
民生活事業）の協力のもと「一日公庫」を開催
いたします。当日は公庫の融資担当者が来所
し、融資の相談等に対応します。この機会をぜ
ひご利用ください。
詳しくは、同封のチラシをご覧のうえ、お申
込みください。
■開催日：平成２７年６月２６日（金）
■時間等：１０：００～１２：００ 時津支所（本所）
１４：００～１６：００ 長与支所
■申込み：６月１９日（金）までに借入申込書、
申告決算書等を商工会までご提出
ください。

部会総会のご案内
【商業部会】
□日 時：平成２７年６月１７日（水） １８：３０～
□場 所：西そのぎ商工会 本所３Ｆ

【サービス部会】
□日 時：平成２７年６月２３日（火） １８：００～
□場 所：西そのぎ商工会 本所３Ｆ

【建設部会】※工業部会と合同です
□日 時：平成２７年６月１９日（金） １８：００～
□場 所：西そのぎ商工会 長与支所２Ｆ予定

【工業部会】※建設部会と合同です
暮らしと事業

□日 時：平成２７年６月１９日（金） １８：００～
□場 所：西そのぎ商工会 長与支所２Ｆ予定

「なんでも相談会」 開催 ！

日

時

平成２７年６月２６日（金）
１０：００～１６：００（要予約）
（要予約）

所

「西そのぎ商工会（長与・時津支所）」
または「相談員事務所」

相談内容

行政手続き、法律一般、税金、
不動産、年金、雇用に関するこ
となど、何でもお尋ねください。

相 談 員

弁護士、税理士、司法書士、行
政書士、土地家屋調査士、社会
保険労務士、中小企業診断士、
経営指導員等

申 込 み

同封のチラシで６月１９日（金）まで
にお申し込みください。

場

この機会にぜひ
ご相談ください！

西そのぎ商工会で検索！

【飲食部会】
□日 時：平成２７年６月２４日（水） １６：００～
□場 所：西そのぎ商工会 長与支所２Ｆ予定

地域の核店舗（繁盛店）創造事業

『ウルトラＤ事業』 スタート
今年で５年目を迎える「地域の核店舗（繁
盛店）創造事業」通称『ウルトラＤ』が
６月１６日（火） からスタートします。
『ウルトラＤ』とは、商店街を形成する個店
の魅力を向上し、地域における核店舗（繁盛店）
を創出することで、地域商業の活性化を図る事
業です。過去の参加店か
らは、「最初は、先生か
ら“アドバイス”をもらうと
思っていたが、いつの間
にか自分達自身で足りな
いところを自覚させられ
ました。」といった声が
あり、店主自身が気づいていない売上アップの
“ヒント”を発見させられる取り組みとなっています。
今年も“イケメンコンサルタント”でおなじみ
の福島在住の中小企業診断士、髙橋幸司氏を講
師に迎え、時津町から「カラーハーモニー」、
「サンワ家具」、長与町から「割烹やまぐち」、
「PET DOU DOU」の計４店舗が参加します。
１０月まで月１回のコンサルティングが計５回
行われ、各店舗５か月に渡り独自の取組みを実
施。１１月には参加店の取り組みと成果につい
て報告会を行います。
西そのぎ商工会

検索

↑

「なんでも相談会」では、日常生活や事業経
営で起こる様々な悩みや疑問に、サービス部会
士業グループが中心となって対応します。
詳しくは同封のチラシをご覧のうえ、お申し
込みください。
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今年は２０％のプレミアム付き！
とぎつプレミアム商品券
を発行します！
ながよプレミアム商品券

「第２回まちゼミin西そのぎ」
開催決定 ! !

昨年大成功を収めた「まちゼミin西そのぎ」。
大好評につき、７月中旬から実施します。
西そのぎ商工会では、長与町・時津町の補助
この事業の先駆者で、全国津々浦々の商店街
を受け、２０％のプレミアム付き商品券を販売
します。１０，０００円で１２，０００円分のお買物が
から引っ張りだこの「岡崎
できる、大変お得な商品券です。ぜひこの機会 まちゼミの会」代表・松井
にお買い求めください。
洋一郎先生のご指導のもと
集客のポイント・ノウハウ
◎とぎつプレミアム商品券
を学びます。
発 売 日 時 平成２７年６月２１日（日） ９：００～１６：００
「まちゼミ」とは、
（１）時津町役場１Ｆ
「お客様・お店・地域」のみんなが良くなる
（２）北部コミュニティセンター
「三方良し」を心掛け、店主やスタッフが講師
販 売 場 所 （３）東部コミュニティセンター
となって、専門知識やプロの技を基本無料で教
（４）西そのぎ商工会時津支所
える、少人数制ミニ講座です。
有 効 期 間 平成２７年１２月２０日（日）迄（６か月間）
店舗に１歩入って頂くきっかけをつくり、お
店の存在・店主の人柄
発 行 額 総額２４,０００万円（２０,０００セット）
などを知っていただく事で、
販 売 単 位 １０，０００円／１セット（１２，０００円分） 「お客様との信頼関係づくり」
「お店のファンづくり」を
３セット／１世帯
購入限度
推進する取組みです。
（時津町居住者に限ります）
昨年の受講者からは
「近くにこんなお店があるなんて知らなかった！」
◎ながよプレミアム商品券
「お店の方の説明がとてもわかりやすかったの
発 売 日 平成２７年７月２６日（日）
で、また来たい！」など、うれしいお声を頂き
西そのぎ商工会長与支所
ました。
販売場所
長与町内公民館予定
参加されたお店からも「お客様からたくさん
質問があってうれしかった」「スタッフが一丸
有 効 期 間 平成２８年１月２０日（水）
となって協力してくれたので、結束力が高まっ
発 行 額 総額１９,２００万円（１６,０００セット） た」「地域の方にお店の魅力を直接つたえられ
てよかった」などと喜ばれました。
販 売 単 位 １０，０００円 ／１セット（１２，０００円分）
みなさんもお店の魅力を発信する絶好のチャ
購 入 限 度 １０セット／１人
ンスです！
参加をご希望の方は、別添の申込書よりお申
共 通 要 綱
込みください。
●ご利用いただける店舗は、“のぼり”“ステッカー”
が目印です。
●加盟店は、発売後でも随時登録を受付けます。
●商工会ホームページに掲載します。
●売り切れ次第販売は終了となります。
●初日に完売しない場合は、翌日以降の平日、
西そのぎ商工会各支所（９：００～１７：００）で販
売します。

【第２回まちゼミスケジュール】
６月１６日（火）
折込チラシ原稿締切
７月上旬
チラシ新聞折り込み
７月中旬～８月中旬 第２回まちゼミ開催

加盟店随時募集中
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/

Page 4

NISHISONOGI SHOKOKAI NEWS Vol.86

さまざまな階段を製作します

省エネで快適空間

浜鉄工所

松山ガラス店

昭和４２年創業で、２代目になります。
公営住宅のらせん階段やマンションの非
常階段、出島ワーフの階段など、主に県内
施設のさまざまな階段を造っています。
また、階段だけでなく、複雑な鉄骨工事や
プールのスライダー鉄骨工事などの施工実
績もあります。
お客様にご満足
いただけるよう、
さまざまなリクエ
ストにお応えいた
します。お気軽に
http://www.tasaki-tatami.net/
ご相談ください。

長与町に開業して、４３年です。
親切、丁寧をモットーに大切なお住まい
の総合リフォームなど、ご相談に応じてい
ます。結露防止、冷暖房節約の為の内装
取り付け、ガラスの補修、網戸の張り替
え等お見積りは無料です。
お住まいに関する
ことはお気軽にお尋
ねください。
カギの調整、取り
換え等も承っており
ます。お電話お待ち
しております。

住
所
ＴＥＬ／ＦＡＸ
営業時間
定 休 日

時津町左底郷３８－３
(８８２)２７４７/(８８２)２２４１
８：００～１７：００
日曜日

住
所
ＴＥＬ／ＦＡＸ
営業時間
営業
時間
定 休 日

第２回
６月１５日（月）
６月 ５日（金）
７月２１日（火）
７月１０日（金）

＜お問い合わせ先＞
●本所（時津支所）
担当：潮屋・相嶋

８８２－２２４０

●長与支所
担当：津・中尾

８８３－２１４５
飯島商事㈱

（５月受付分）
代表者名
業

利率(年利％)

地区

時津

㈲招福企画

山﨑 美子 スーパーマーケ 長与
ット
吉岡 博昭 コンビニエンス 時津
ストアー

1.30～3.00％

㈱日本政策金融公庫経営改善貸付

1.25％

㈱ユウア

県創業バックアップ資金

2.30％

長与町小規模企業振興資金

2.40％

洋食Kitchen Coral 内田 知宏
洋食店
㈱道プランニング

県経営安定資金（長期資金）

2.50％

友塗装

渡邊 頼成 塗装

西そのぎ商工会

検索

↑

西そのぎ商工会で検索！

種

飯島 康夫 ガソリンスタンド 時津

ネパールインド
奥山 よし子 レストラン
料理ＳＯＭ

(平成２７年５月２０日現在)
㈱日本政策金融公庫普通貸付

土・日・祭日

常時雇用する人数が１０人未満の事業所で、
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申
請書」を提出している事業所は、源泉所得税
の上期納付期限が、７月１０日（金）
の上期納付期限が、
７月１０日（金）まで
までとなっ
ています。納付に関する準備をお忘れなく！
なお、商工会税務相談所会員の事業所につ
いては、６月中旬に納付事務についての案内
はがきを送付しますので、給与台帳等の整備
をお願いします。

事業所名

制度の種類

８:００～１７:００

上期分源泉所得税
納付の準備を ！

「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
６月審査会 ６月 １日（月）
申込期限 締め切りました
７月審査会 ７月 ６日（月）
申込期限
６月２６日（金）

長与町嬉里郷１１２８－２
（８８３）０２０１/（８８３）３５４１

時津
長与

