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　《税務相談所会員の皆様へ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。関係書類を整備
ください。
　また、確定申告についても、決算準備表等の
準備を併せてお願いします。

　《確定申告について確定申告について（一般）》（一般）》
　税務署の窓口（Ｈ２８年２月１６日受付開始）
で申告される方については、３月に入ると大変
込み合いますので、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、及び税務
相談所会員の皆様については、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付され
ますので、紛失されないようご注意ください。
　なお、確定申告書等の用紙は、本会各支所にも
準備してますので、必要な方はご利用ください。

納

期

限

　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２８年
　１月１２日（火）

平成２８年
　１月２０日（水）

　商工会では只今福祉共済、福祉共済「生命」
の加入増強運動を実施しています。
　内容は、「傷害」「医療」「がん」「生命」保障です。
必要な保障を組み合わせてご加入いただけます。
　ぜひ福祉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、職員が説明
に伺います。

　１１月２５日(水)、３つの表彰式(伝達式)が
執り行われ、受賞者の企
業や商工会役員が見守る
なか厳かに表彰状が授与
されました。
　受賞者代表溝上智志さん
から、「今後とも企業や
商工会、地域のために尽力する」と謝辞があり
ました。
　受賞者は次の方々です。　　　　　（敬称略）

　永年勤続知事表彰永年勤続知事表彰 吉村正志（㈱大東エンジニ
アリング)、井川晃治（長建工業㈱）
　技能競技大会技能競技大会 最優秀賞：佐古貢一(県立長崎高
等技術専門校)、優秀賞：井手翔太(協和機電工業
㈱)、商工会長賞：浅野玉成(マチダ電気設備)、平
埜勝史郎（㈱大東エンジニアリング)、奨励賞：寺田
直人（県立長崎高等技術専門校)、敢闘賞：蜂谷眞
一（出口工業㈱）
（商工会法施行５５周年表彰者は前回掲載済み）

　１１日２５日(水)、第５回理事会が開催され
ました。
　会員加入など３議案が可決承認されました。
　会員数は１,０３５名で当面の目標の組織率
５０％まで、あと４名になりました。
　また、平成２８年新春交流会の成功のため話
し合いが行われました。皆様のご参加をお待ち
しています。
　チケットは商工会役員又は本所・支所でお買
い求めください。
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　１１月１９日（木）、
商工会時津支所にて平成
２７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
催しました。
　本事業は、平成２３年度から取り組んでおり、
今年度は時津地区２事業所（サンワ家具・Color 
Harmony）、長与地区２事業所（割烹やまぐち・
PET DOUDOU）を対象に実施。
　専門家に、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１６日の臨店研修を皮切りに約
半年間、各店舗、『やってみたい』ことに一つ
ひとつ丁寧に取り組んできました。
　報告会では、参加した４店舗が取り組んだ内
容やその成果、及び今後取り組むべき課題等に
ついて発表。
　講師からは、総評とし
て「各店舗とも、奇をて
らった特別な取組みでは
なく、取り組みたいこと
を、先延ばしせず、丁寧
に取組み、良くても悪くても結果を出す。そし
てそれらの取組みを振り返り、商売の面白み

（即ち『醍醐味』）を満喫する。それが『価値

負けしないお店・人づくり』のスタートです」
と話されました。
　参加店舗の取り組み効果は、各店舗で実感でき
ます。是非一度、お店をのぞいてみてください。

　本年度、商工会では、地域産品の販路開拓や
新商品開発を支援する全国展開支援事業に採択
され取り組んでいます。
　１月には首都圏で既存商品の見つめなおしや、
消費者志向の調査等の目的で、テストマーケテ
ィングを実施予定。
　併せて、みかんなどの地域資源を活用した新
商品開発のセミナーや評価検討会、バイヤーへ
の商品相談等も予定しています。
　本年度の取り組みで、現状の課題
や今後の方向性を導き出し、次年度
以降の事業展開に活かしていきたい
と思います。

　今年で３年目を迎える『西そのぎコレクショ
ン』が、１１月２８日（土）、２９日（日）の２日間、
ＪＲ長崎駅「かもめ広場」で開催され、大勢の
方にご来場いただきました。
　長与・時津から１２店
舗が集まり、地区内で販
売されるこだわりの逸品
をはじめ、日本紙器㈱さ
んが製作するダンボール
遊具の設置や、ご来場先
着１００名様へ“クリスマスプレゼント”？とし
て長与みかんをプレゼントしたりなど、『西そ
のぎ』の魅力を存分にアピールしてきました。
　西そのぎと各店舗の魅力をひとりでも多くの
方に届けようとする『西そのぎコレクション』。
　次回以降も皆様のご協力のほど、よろしくお
願い致します。

　１１月７日(土)・８日（日）の２日間、イオ
ン時津店特設会場にて『とぎつふれあい産業ま
つり』を開催しました。
　従来の産業まつりを一
新し、“食”をテーマに
時津町の農・海産物や加
工品などをＰＲすること
を目的に、１６店舗が集
結。吉田町長が産業振興
へ町として一層注力していくと開会を宣言し、
まつりがオープン。
　先着２００名限定の紅白もちの配付には長蛇
の列が。また、農協のみかんつかみ取りや漁協
のカキ焼きには、秋の恵みを楽しむ人々で大い
に賑わいを見せました。
　他にも、バルーンアートやジャグリング、か
わち家の紙芝居、ヒト型ロボットのペッパーく
んとのふれあいコーナーでは、ときが経つのも
忘れて子供たちが夢中になっていました。
　来場者からは「買い物ついでに立ち寄れて、
しかもカートごと駐車場に行けて良かった！」
「こんなお店が町内にあったなんて知らなかっ
た！」など、嬉しい声をたくさん頂きました。
　大型商業施設の進出が相次ぐなか、大型店の
集客力と個店の魅力をマッチさせた今回の企画
を始めとして、商工会は今後も両者の共存共栄
に尽力していきます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・

・・
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　商工会員をはじめ小規模事業者に向けて、宣
伝、情報交換、新規取引開拓、情報収集の場を
インターネット上から無料で提供する、１００
万会員ネットワーク『ＳＨＩＦＴ』がバージョ
ンアップしました。
　主な変更点は『デザインテンプレートの追加』
『添付ファイルが一度にアップできる容量のＵ
Ｐ（２ＭＢ→１０ＭＢ)』『商品ページに掲載
できる画像数ＵＰ（４→９枚）』など様々。
　その他、顧客管理や注文管理、アンケート作成、
ＳＮＳ(Ｆａｃｅｂｏｏｋ，ｙｏｕｔｕｂｅ等)連携など、新
機能も追加されました。
　『ＳＨＩＦＴ』は、簡単に、無料で企業ペー
ジ、ＰＲ新着情報、買い物かごなど作成でき、
投稿された新着情報は、西そのぎ商工会ＨＰ、
長崎県商工会連合会ＨＰ、全国版ＨＰコンパス
クラブにも、同時に掲載され、ＰＲ効果もアッ
プします。
　ただ今、登録事業所を募集中です！

　１１月１６日（月）～１７日（火）、福岡県小竹町商
工会へ視察研修を実施。女性部では１９名が参加
しました。
　同商工会では、今年
度の女性部九州大会の
主張発表で、最優秀賞
に輝いた一滴浩子さん
の発表から、「小竹町
の顔となるハンバーガーを作りたい！」という
想いで、同町をイメージした「ＫＥＴＡＫＯバー
ガー」を開発したこと。加えて、同町より依頼
を受け、５万人収容の東京国際フォーラムでの
販売体験などを拝聴。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、
部員一同、感銘をうけました。
　続いて、「北九州の台所」として全国的にも
有名な「旦過市場商店街」やＪＡの産直市場
「伊都菜彩」などを視察しました。
　今後も女性部では、研修で学んだ事を女性部
活動に活かしていきたいと思います。

　マイタウン子供ビジネススクールマイタウン子供ビジネススクール
　子どもたちが「地域の商工業」を身近なもの
に感じ、将来、後継者や創業者としての興味を
持つことなどを目的とした「マイタウン子供ビ
ジネススクール」（女性部
主催）は、今年で１５回を
迎えました。
　長与小学校６年全児童
（１４７名）を対象に、１１月
４日（水）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
時間を皆さんのために提供してくれています。
真剣に取り組んでください」という厳しい指導
を受け、１１月１３日（金）、長与町内３７事業所で
の職場体験を行いました。
　花いっぱい運動花いっぱい運動
　１１月２４日（火）には、商
工会長与支所前道路沿いの
植え込みに、約２５０個の花
苗や球根を植えました。
　パンジー、スミレ、ノースポールなどしっかり根
付くように、春にはチューリップが元気いっぱい
咲くのを楽しみに、ひとつひとつ丁寧に植えて
いきました。

　平成２７年１０月１日より、随時、マイナン
バーの配布が始まっています。
　しかし同時に、マイナンバー制度に便乗した
詐欺も発生しています。
　「あなたのマイナンバーが漏れている！登録
削除にかかる費用を！」「マイナンバーを教える
のは犯罪！罰金がかかる！」「セキュリティー
に何十万円もかかる！」
　その他にも、マイナンバーの手続きと語り、
印鑑を押させるなどの事例も報告されています。
　犯罪の手口は様々です。マイナンバーでお金
の請求はありません。便乗詐欺には充分ご注意
ください。

国民年金基金よりお知らせ国民年金基金よりお知らせ国民年金基金よりお知らせ

　国民年金基金は、税金の優遇を受けながら、
厚生年金並みの年金を受けられる有利で公的な
年金です。
　国民年金にセットで加入でき、全額が社会保
険控除の対象となるほか、受取る年金も国が保
障するので安心です。
　詳しくは、１２月と１月に国民年金基金から
発送予定のダイレクトメールをご覧ください。
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　　　　　　　　　　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  　1.25～3.00％

㈱日本政策金融公庫経営改善貸付 　　1.15％

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  　　2.00％

県経営安定資金（長期資金）  　　2.50％
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  　第１回 　　　　第２回

１２月審査会　１２月　１日（火） 　１２月１４日（月）

　申込期限　締め切りました 　１２月　４日（金）

１月審査会　１月　７日（木）　１月１８日（月）

　申込期限　１２月 ２４日（木）　１月　８日（金）

(平成２(平成２７年１１１１月１３１３日現在)日現在)

長与町吉無田郷２０３３－１６

（８８３）２６６４／（８８７）０２１７

月～土　１０：００～２０：３０

不定休

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

　お祝いの席での衣装って意外と悩みもの。結
婚式、成人式、七五三、卒業式等々。卒業袴の
レンタルと着付けも含めてセットで２８，０００円。
さらに着付けの方はヘアーメイク無料です。
　バッグや草履といった着物に不可欠な、小
物類も多数取り揃えておりますので、とって
も安心。いろんなシーンに
ご利用ください。懇切丁寧
にお見立て致します。
　男性用の紋付き袴、結婚式
のドレス等もご用意できます。
　衣装はお店に置いて有り
ますので、是非一度お気軽
にお越しください。

“健康”は“お口の健康”から“健康”は“お口の健康”から“健康”は“お口の健康”から

（１１１１月受付分）月受付分）

おとやま歯科医院おとやま歯科医院おとやま歯科医院

晴れの日を彩るお着物レンタルは如何でしょう！晴れの日を彩るお着物レンタルは如何でしょう！晴れの日を彩るお着物レンタルは如何でしょう！

松屋呉服松屋呉服松屋呉服

「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）
「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）
「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）

　「患者さんのイヤがる治療はしない」
　患者さんの意見を大切に、納得して治療を
受けていただけるよう、行きやすいアットホー
ムな雰囲気づくりに努めています。
　口からモノを食べること、口の健康を保つ
ことから、すべての健康がはじまります。食
べる楽しみや喜びは、いくつになっても持ち
続けるものです。
　いつまでも自分の歯
で食べられるよう、お
口のことなら、安心し
て当医院にご相談くだ
さい。

年末年始の休館について年末年始の休館について年末年始の休館について

住 所住 所

ＴＥＬ／ＦＡＸＴＥＬ／ＦＡＸ

営業営業時間時間

休 診 日休 診 日

時津町左底郷８７－１－１Ｆ

（８８６）８１８８／（８８６）８１９０
月火木金 ９：３０～１３：００、１５：００～１９；３０
土 ９：３０～１３：００、１５：００～１８：００

水・日・祝

プレミアム商品券有効期限間近です！プレミアム商品券有効期限間近です！プレミアム商品券有効期限間近です！

　年末年始は、１２月２９日(火)～１月３日(日)
までお休みとなります。
　商品券の換金、ゴミ袋の購入等、
お早めにお願いいたします。

　プレミアム商品券の使用期限が近づきました。

　とぎつプレミアム商品券
平成２７年１２月２０日

　ながよプレミアム商品券
平成２８年　１月２０日

　期限を過ぎた商品券は使用できませんので、
ご注意ください。
　１１月２７日現在、時津町・長与町で販売され
たプレミアム商品券の換金状況は、時津が
９２％、長与が８７％で、未換金額は、それぞれ
１，８００万円、２，５００万円です。
　※経済効果測定の為、加盟店の利用状況に対
するアンケートを配布しています。回答必須の
アンケートです。期限までの提出をお願いします。

時津

時津

長与

長与

整骨院

冷凍機・空調機
の販売、施工業

焼肉店

ハウスクリーニング

井手　大史

小川　真吾

和泉　匡晃

井川　豊文

アウン整骨院

友岡冷機㈱

焼肉　By うしのや

おそうじ本舗
長与店

住 所住 所

ＴＥＬ／ＦＡＸＴＥＬ／ＦＡＸ

営業営業時間時間

定 休 日定 休 日
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