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商工貯蓄共済
新規加入増強運動実施中

プレミアム商品券について

商工会では９月１１日（金）まで、商工貯蓄共済
の新規加入増強運動を実施しています。
１口 ２，０００円の掛金で、「保障・貯蓄・融資」
の３つの特色を組み合わせた商工会員のための
共済制度。安い保険料で大きな保障が受けられ
ます。掛金から保険料と手数料を差し引いた残
りが貯蓄積立となり、知らず知らずに自己資金
が貯蓄されます。
さらに、医療特約をつけると病気とケガもし
っかりサポート。先進医療にかかる費用につい
ても通算２，０００万円まで保障します。
（医療保障特約の保険料が別途必要です。）
この機会に、ぜひ商工貯蓄共済への加入をご
検討ください。商工会までご連絡いただければ、
職員がご説明に伺います。

６月２１日（日）に発売した「とぎつプレミア
ム商品券」は、７月８日（水）に完売。「ながよ
プレミアム商品券」は、７月２６日（日）に発売。
当日完売しました。
それぞれの商品券は、町内の加盟事業所で
のみ使用可能で、とぎつプレミアム商品券を
長与町内加盟店で使用すること、その逆もで
きません。誤って受け取った場合は、換金で
きませんのでくれぐれもご注意ください。
また、商工会ＨＰ上では、加盟店の紹介ペ
ージをアップしています。未登録の事業所は
ぜひＨＰへの登録をお願いいたします。詳細
は商工会まで。
加盟店は、引続き募集していますので希望
する事業所はご連絡ください。

1.資 格 商工会員とその家族及び従業員
2.掛 金 １口 ２，０００円
3.期 間 １０年満期 ※更新時は健康状態に
かかわらず継続可能

また、貯蓄共済には、簡単な手続きで積立金
の一部を払出すことができる一部払出制度があ
ります。共済を解約することなく積立の一部を
利用できるので、再契約により加入年齢が上昇
し、保険料が高くなったり、保証金額が下がっ
てしまうことを避けられます。
＜一部払出制度
一部払出制度の概要
概要＞
1.資格者 貯蓄共済に加入後１年以上経過し
正常に掛金を納付している方
2.手数料 １回 １，０００円
3.送 金 １０日〆申込分…１７日送金
２０日〆申込分…２７日送金
月末〆申込分…翌月７日送金

使用期限

換金期限

とぎつプレミアム
Ｈ２７.１２.２０（日） Ｈ２８. １.１５（金）
商品券
ながよプレミアム
Ｈ２８. １.２０（水） Ｈ２８. ２.１５（月）
商品券

新しい委員会の役員です
委員会名

委員長

副委員長

小規模企業振興
地域振興（長与）

西岡 克之

宮崎 泰幸

溝上 智志

藤原 次男

川口 義己

入江 和義

毎熊 一太
橋口 政行

山内 俊一

廣田 敏幸

丸山 周二

藤島 勝典

向井 文康

地域振興（時津）
福 利 厚 生
商品券（長与）
商品券（時津）
広

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

報

西岡 克之

http://www.nishisonogi.biz/
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平成26年度補正

応募型補助事業 採択結果

２．創業促進補助金
申請者名称
眞角 陽子

１．小規模事業者持続化補助金（３４件）
事 業 計 画 名

粋工舎

ﾍｱｱｸｾｻﾘｰ店販事業の導入によるﾄｰﾀ
ﾙｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ提案
個人邸庭園管理作業の新規顧客獲得
ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾊﾟｰﾏの導入による男性客の開拓
ＢｔｏＢ販路開拓のための折込ﾁﾗｼ作成事業
ＣＩ戦略によるﾌﾞﾗﾝﾄﾞ化、ｷﾞﾌﾄ品拡充に
よる客単価ｱｯﾌﾟ
新世代携帯ｸﾞｯｽﾞ「ﾜﾝﾄｯｸ」の新規顧客・
代理店獲得ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ実施
宿泊施設の整備で外国人宿泊客の新
規獲得
専門店だからできる細やかなｻｰﾋﾞｽを活
かした販路開拓
ＨＰﾘﾆｭｰｱﾙによる販売促進ＰＲの強化
ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄﾃｽﾀｰの導入とＨＰ開設による
顧客開拓
店舗ﾚｲｱｳﾄ変更による失客削減・顧客開拓
ﾀｰｹﾞｯﾄとする顧客層への広告宣伝によ
る販路開拓
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化による仏事宴会等利用高齢
者獲得事業
広報宣伝による直接受注案件の拡大
美容鍼灸の強化とﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝ鍼灸の開拓
対個人売上増加のためのﾈｯﾄ販売の強化
ｼﾆｱ層への接客力を活かしたﾈｲﾙｹｱ・ﾌｪ
ｲｼｬﾙ等の展開
健康＆妊活の応援団！漢方の良さを伝
えるためのＨＰ改良
若年層を中心としたｽﾏｰﾄﾌｫﾝを利用し
た新規顧客開拓
建築ﾊﾟｰｽを用いたﾃﾞｻﾞｲﾝ性の提案によ
る顧客開拓

㈲長崎ﾊﾟｲﾌﾟ
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

ＨＰにての広告宣伝・情報公開・販路開拓

ＬｕＬｕｄｉ
ｶﾞｰﾃﾞﾝﾜｰｸ緑道
アダージョ
㈱長崎インテリア
ｶﾘｵﾓﾝｽﾞｺｰﾋｰ
ﾛ-ｽﾀｰ
アート・ワン
民宿たびら荘
中村米酒店
㈱ＳＥＩＢＵ
㈲陣野自動車
整備工場
㈱サーラ
㈱トゥインクル
㈲いまむら
ジュンケンホーム
長崎東洋針灸館
たかはし屋
美容室アトリエＡＩ
龍虎堂薬局
ﾆｭｰｻﾝｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

川口住宅設備
図面ｻｰﾋﾞｽﾜｰｸ
㈲和田製作所
ｱﾄﾗｽﾅﾁｭﾗﾙｾﾗﾋﾟｰ
長崎
炭火串処吉吉
㈲岸本製作所
㈱道プランニング
サンワ家具
Raphal(ﾗﾌｧﾙ)
㈲山城屋
割烹やまぐち
㈲高本商店
友塗装

美容テクニックを活用して地域活性化に
貢献する美容室の展開
（平成２７年７月２５日現在）

元請業務増加のための一般個人への
販売促進
WiFi環境と構内ＩＰ電話網のﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰ
ｼｮﾝによる新規顧客獲得
新規取引先獲得及び品質価値向上の
ための水冷式溶接機導入
広報活動によるｶｲﾛﾌﾟﾗｸﾃｨｯｸ及び店舗
の認知度ｱｯﾌﾟ
ＨＰ制作とﾄｲﾚ整備による新規顧客獲得事業
ﾃﾞｰﾀ管理合理化ｼｽﾃﾑの構築による市
場ﾆｰｽﾞ適合力の強化
県産野菜を使用した新商品開発・店舗
販売及び地域雇用創出事業
「電動ﾍﾞｯﾄﾞ」の購入者獲得に向けた広
報活動による商圏拡大
「会社帰り利用客」獲得のための店舗認
知度ｱｯﾌﾟ事業
小規模中小企業向けのﾃﾞｰﾀ管理事業
の開発と販路開拓
「食に関心の深い顧客」の掘り起しのた
めのＰＲ事業
個人宅配の新規顧客獲得計画
自社ﾁﾗｼ作成による個人顧客の販路開拓
（平成２７年７月２５日現在）
西そのぎ商工会で検索！

対策はできていますか？

知らないと怖い？マイナンバー！
平成２７年１０月から、いよいよマイナンバー（
個人番号及び法人番号）が配布されます。制度が
導入されると、全ての事業主は、税務署に提出す
る申告書はもとより、従業員（パート、アルバイト
含む）、支払先などのマイナンバーを、「源泉徴収
票」や「健康保険被保険者資格取得届出」等に記
載する必要があります。加えて、マイナンバーを
含む個人情報の管理と、従業員が退職した場合に
は、当該者マイナンバーの削除、及び関係書類等
の廃棄が必要となります。さらには、取得したマイ
ナンバー等の漏えい、滅失等の防止策など、適正
な安全管理措置を講じるよう義務づけられており
ます。
安全管理措置等を怠り、業務で取り扱う個人の
秘密が記録された特定個人情報ファイルの漏えい
があった場合などには、懲役または罰金等の罰則
規定が適用されます。
準備はもうお済みでしょうか？
今回、商工会が開催しますセミナーでは、「マイ
ナンバー制度」について、会社（お店）はどのよう
に対応していけばよいか、１から解説します。この
機会にぜひご参加ください。
１．日 時 / 平成２７年８月６日（木） １３：３０～
２．場 所 / 「西そのぎ商工会」本所（時津町）
３Ｆ研修室
３．参加料 / （無 料）
４．主 催 / 西そのぎ商工会

青年部杯争奪ソフトボール大会
参加チーム募集中 ！
青年部杯争奪ソフトボール大会を開催します。
参加チーム募集中です。
１.と

き：平成２７年９月２７日（日）
９：００～１７：００（予定）
２.と こ ろ ：長与町ふれあい広場
３.参 加 料 ：１０，０００円
４.申込期間：８月５日（水）～９月２日（水）
詳しくは商工会まで！
西そのぎ商工会

検索

↑

申請者名称

事業計画名
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第３５回 長与川まつり
1.と き：平成２７年８月２３日（日）
2.ところ：長与町ふれあい広場
１６：００～
露店、バンド演奏・ダンス・カラオケ
大会・歌謡ショー・ＹＯＳＡＫＯＩ踊り・
盆踊り等
２０：３０～ 花火（約２，０００発）
3.問合せ：長与川まつり実行委員会
℡ ８８３－１１１１（長与町地域政策課内）

とぎつ夏まつり ２０１５

1.と き：平成２７年８月３０日（日）
2.ところ：時津ウォーターフロント公園
１０：００～ 朝市・露店
１４：００～
ビンゴ大会（スタンプ会）・中国芸能変
面ショー・魚つかみ取り大会・とぎつ相
撲甚句・中学校吹奏楽部演奏・ダンス・
なづみ太鼓
２０：００～ 花火（約２，０００発）
3.問合せ：とぎつ夏まつり実行委員会
℡ ８８２－２２１１（時津町産業振興課）

青年部経営講習会終了
７月１１日（土）、青年部主催の経営講習会を開
催。地元時津町の㈱健やか総本舗亀山堂の小坂
社長に講師をお願いしました。
「シャッター通りのシャッターを上げずに売
上を上げる方法」というテーマで、「伸びる会
社は、会社の中で社員のやりたいことを、社員
が出来る環境を、社長が創っている」と経営シ
ステムについて講演されました。
テーマの内容だけで
はなく、経営者の役割
や人材育成、組織運営
についての考え方など
を学び、参加した青年
部員には大いに参考に
なりました。

女性部講習会を開催しました
７月１５日（水）、平戸市
商工会女性部長や長崎県
商工会女性部連合会副会
長を歴任され、現在、「お
笑い商女一座」の座長と
して活躍中の中村昭子さ
んを迎え、お笑い商女の
町おこし～「女性力」で町を元気に～と題した
講演会を開催しました。
家業「お食事の店 萬福」の経営のかたわら、
「おもしろ、おかしく、そして笑いで地域を元
気に」をモットーに結成から１０年。平均年齢
６９歳。女性部員７名で一座を構成。各種イベ
ントへの参加をはじめ、老人施設への慰問など
で地域に貢献。いまや地域の有名人に。
事業経験や地域貢献を踏まえた話は、笑いの
中にも説得力があり、同じ経営者、女性部員と
して大変参考になるものでした。

第２回まちゼミ 開催中 ! !
先月１８日（土）より「第２回まちゼミin西そ
のぎ」を開始。２４店舗３１講座を続々と開催
中です！
プロ向けの講座など商売のヒントが見つかる
講座もあります。８月１２日（水）までとなります
ので、ご予約はお早めに！！
講座の内容は、商工会ホームページにて紹介
しています。
長崎ケーブルテレビ
「なんでんカフェ」でも
紹介されました！

★事業所対抗ボウリング大会★
７月２９日（水）午後７時より、会員事業所２２チーム
（８８名）が参加して、ボウリング大会を開催しました。
今年は、海外からの研修生が参加した事業所も
あり、例年にも増して白熱した戦いとなりました。
結果は次のとおりです。
≪団体優勝≫
≪団体準優勝≫
≪ハイスコア（男）≫
≪ハイスコア（女）≫

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

西田医院チーム
コスモ電設チーム
西田 三輝（西田医院）
西田 由利子（西田医院）

http://www.nishisonogi.biz/
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美味しい
刺身を食べるなら、ここ でしょう！
さまざまな階段を製作します

省エネで快適空間
印刷のことならお任せください

海鮮居酒屋
みつみ
浜鉄工所

コーヨー印刷
松山ガラス店

新鮮な魚は当たり前。
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
店主の目利きで厳選した旬の魚を中心に
常階段、出島ワーフの階段など、主に県内
提供しています。一押しは、鯨の盛り合わ
施設のさまざまな階段を造っています。
せと、熊本から金曜日毎に直送されてくる
馬レバー刺しは絶品。心ゆくまで堪能でき
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
ること請合いです。運がよければ、天然ウ
績もあります。
ナギにありつける
かも…。
お客様にご満足
いただけるよう、
気さくでアット
さまざまなリクエ
ホームなご夫婦が
ストにお応えいた
お出迎え。各種宴
します。お気軽に
会などもご相談に
http://www.tasaki-tatami.net/
ご相談ください。
応じています。

長与町の丸田温泉近くにある印刷屋です。
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
名刺、ハガキ、封筒、伝票、チラシ、冊子
の総合リフォームなど、ご相談に応じてい
等承っております。印刷物に関するご注文・
ます。結露防止、冷暖房節約の為の内装
お見積り・ご相談などありましたら、お気軽
取り付け、ガラスの補修、網戸の張り替
にお問い合わせください。
え等お見積りは無料です。
個人用の印刷には、
お住まいに関する
ながよプレミアム商
ことはお気軽にお尋
品券もご利用いただ
ねください。
けます。ぜひご活用
カギの調整、取り
ください。
換え等も承っており
お待ちいたしてお
ります。
ます。お電話お待ち
しております。

時津町左底郷９５－８
時津町左底郷３８－３
(８８２)２７４７/(８８２)２２４１
（８８２）９５６７
８：００～１７：００
１８：００～２４：００
日曜日
火曜日

「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 ８月
８月審査会
６月 ３日（月）
１日（月）
申込期限 締め切りました
７月審査会 ９月
９月審査会
７月 １日（火）
６日（月）
申込期限
６月２６日（金）
８月２１日（金）

第２回
６月１５日（月）
８月１７日（月）
６月 ７日（金）
８月
５日（金）
７月２１日（火）
９月１４日（月）
７月１０日（金）
９月
４日（金）

８月１３日（木）・８月１４日（金）は、お盆休み
のため休館とさせて頂きます。ご迷惑をお掛け
しますが、ご理解・ご協力の程よろしくお願いい
たします。

(平成２７年７月１０日現在)
(平成２
日現在)
利率(年利％)

㈱日本政策金融公庫普通貸付

長与町丸田郷３６６
長与町嬉里郷１１２８－２
（８８３）２７５５/（８００）６１８７
（８８３）０２０１/（８８３）３５４１
８：３０～１７：００
８:００～１７:００
日曜・祝日
土・日・祭日

口座振替のお知らせ
本年度第２回会費等の口座振替日は、
８月１７日
（月）です。残高の確認をお願いいたします。

事業所名

（７月受付分）
月受付分）
代表者名
業

種

㈱トヨタレンタリー
レンタカー・リー
ス長崎 長与店 榎本 延光 ス業

地区
長与

㈲古賀化洗工業 古賀 和夫 金属表面処理業 時津

商工会休館のご案内

制度の種類

住
所
ＴＥＬ／ＦＡＸ
営業時間
営業
時間
定 休 日

1.30～3.00％

㈲森満工業

満﨑 俊德 製缶業・配管工事 長与

㈱オレンジスター
リンガーハット
浦 かずみ レストラン
長崎長与店
山﨑 純子 食堂・居酒屋

時津

洋服の青山

川口 克輝 メンズ・レディー
ス衣料販売

時津

司法書士法人
吉田合同事務所 吉田 省三 司法書士業
時津事務所

時津

尾崎商会

尾崎

勝 イベント出店
（露店）

長与

はるやま商事㈱
長崎店

阿納

保 紳士服小売業

時津

池田 重忠 青果・果物小売業 長与

㈱日本政策金融公庫経営改善貸付

1.25％

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％
2.00％

まるい野菜店

県経営安定資金（長期資金）

2.50％

炭火焼肉あおい 宮 﨑

西そのぎ商工会で検索！

長与

シエスタ

西そのぎ商工会

将 焼肉店
検索

↑

住
所
ＴＥＬ／ＦＡＸ
営業時間
定 休 日

長与

