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□平成２８年度第１回理事会を開催しました
　審議事項は、①５月２３日（月）、ロイヤル
チェスターホテルで開催する通常総会議案、
②改選があった女性部正副部長の承認でした。

□総会では
　①平成２７年度事業実績報告、②平成２８年
度事業計画（案）を上程します。本年度は、会
員企業の持続的発展を支援する事業を重点事業
として計画しました。
　総会は、年に一度、会員が互いに顔を合わせ、
商工会が何をするか審議する機会です。皆様、
奮って、ご参加ください。

【工業・建設部会】
1.開 催 日：平成２８年４月１３日（水）
2.人　　数：１６名
3.事業計画：
　①平成２８年度技能競技大会の開催
　②ものづくり経営セミナー等の開催
　③長崎高等技術専門校との継続的交流
　④先進地視察研修の実施
　⑤エコアクション２１認証取得企業の支援
　⑥小規模工事等契約希望者登録制度に関わること

【商業部会】
1.開 催 日：平成２８年４月１４日（木）
2.人　　数：１７名
3.事業計画：
　①Ｆａｃｅｂｏｏｋの管理・運営
　②視察研修の実施　③経営講習会の開催
　④まちゼミ・ウルトラＤ・西そのぎコレクショ
　　ン等への協力

Ｆａｃｅｂｏｏｋはじめます！
　この度、商業部会運営ではＦａｃｅｂｏｏｋページを開
設いたしました！
　仮名称は『西そのぎ商店街』！
　部会を超えて、西そのぎ地区で商売される、お店・
企業の宣伝や、西そのぎ商工会事業の紹介等、幅広
い情報を発信していきます。
　皆様からの『イイネ！』や、お店の宣伝など、ど
んどん投稿してください。
　※本グループページ利用にあたって、いくつか
ルールを設けております。
　詳しくは、Ｆａｃｅｂｏｏｋグループページ『西そのぎ
商店街（仮）』トップに貼ってあるＰＤＦファイル
『利用にあたって』を参照ください。

　また、併せて『西そのぎ商店街（仮）』ページの、
ステキな名前を公募します。
　皆様のアイデアをどしどしご応募ください！

1.応募方法：下記Emailまでご応募ください
2.応募期限：平成２８年６月３０日（木）まで
3.応 募 先：sho-gyo@nishisonogi.biz 商業部会まで

【サービス部会】
1.開 催 日：平成２８年４月１９日（火）
2.人　　数：１２名
3.事業計画：
　①部会員の加入推進　②まちゼミの開催
　③暮らしと事業なんでも相談会の開催
　④各種イベントへの参加協力
　⑤講習会・視察研修等の開催
　⑥部会員の相互交流事業

【飲食部会】
1.開 催 日：平成２８年４月２０日（水）
2.人　　数：１６名
3.事業計画：
　①部会員の加入推進
　②西そのぎ名物料理の調査研究
　③魚のつかみどり大会他、各種イベントへの参
　　加協力
　④先進地視察研修の実施
　⑤儲かる企業（飲食店）セミナー等の開催
　⑥部会員間の相互交流事業の実施
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平成２８年度
地域の核店舗（繁盛店）創造事業『ウルトラＤ』

参加店舗募集中！

経営計画策定セミナー終了経営計画策定セミナー終了経営計画策定セミナー終了

　４月５日（火）６日（水）の２日間、新入社
員研修会を開催しました。
　今年は６事業所から１１人
が参加。初日は“美しいお辞
儀の仕方”から“正しい敬語
の使い方”など社会人として
恥ずかしくないマナーを「言葉のプロ」である
フリーランスアナウンサーの峰下和子先生より
ご教授頂きました。
　２日目は、人材育成の専門
家である増山正紀先生より、
グループワークを中心に、
「チームビルディングの重要
性」を体験しながら学びました。
　初日終了後には、同じ地域で頑張る新入社員
同士の親睦を深めるため交流会を開催。すぐに
打ち解けているたくましい姿を見せてくれまし
た。
　これからも、地域で頑張る若者を応援してい
きます！

〈主な新入社員アンケート結果〉
※平成２５年度新入社員研修受講者と比較

●Ｈ２５に比べ、社会的・経済的な“豊かさ”を選好する傾向
にある。
●「社会の役に立ちたい」「自分の能力をいかしたい」といっ
た能動的な目的が減少し、「社会的評価」「金銭的評価」とい
った受動的な志向が強く現れている。

●「スキルアップしたい」「中心として働きたい」「責任ある
仕事をしたい」を選ぶ方が減少し、３年前にはゼロであった
「個人の生活も楽しみたい」が最も多く票をとる結果となった。
仕事に対する積極性の変化が見られる。

　４月１１日（月）、本所で経営計画策定セミ
ナーを開催。会員９名が参加しました。
　講師には中小企業診断士の西岡隆氏を招き、
経営計画を策定する意義や計画書策定のポイン
トについて講義していただきました。
　その後の個別相談会には１５名が参加し、小
規模事業者持続化補助金の申請書類の書き方を
個々にご指導いただきました。

　・経営計画は将来あるべき姿への道筋を具　・経営計画は将来あるべき姿への道筋を具
　　体　　体的に示したものに示したもの
　・経営計画をつくることで、いつまでに何　・経営計画をつくることで、いつまでに何
　　をすればよいかが明らかになる　　をすればよいかが明らかになる

　小規模事業者持続化補助金の申請をお考えの
方は至急、商工会までご相談ください。

　個店の売上・魅力を強化することで地域の核
となる店舗を創出し、地域全体の活性化を目指
す“地域の核店舗（繁盛店）創造事業”、通称
『ウルトラＤ』を今年度も実施いたします！
　現在、参加を希望される店舗を募集中！
　「なにか新しいことをやってみたい」「やり
たいことはあるが中々ふんぎりがつかない…」
「何から手をつけていいかわからない」「何と
か現状を打破したい！」などなどお悩みをお抱
えの『前向きな店主様』！是非、ウルトラＤの
ご参加をお待ちしております！
　詳細及びお申込みは、同封文章を参照ください。

まちゼミ勉強会を開催しました！まちゼミ勉強会を開催しました！まちゼミ勉強会を開催しました！

　４月２１日（木）に、今年第１回目の「まち
ゼミ勉強会」を実施しました。１４名が出席し、
過去の参加店からは、講座の組み方や内容、お
客様の反応についてなど体験談が語られ、初参
加の方からは質問が飛び交っていました。
　今年のまちゼミは９月開催に向けて、今から
準備が始まっています！まちゼミの内容や方法
を知って頂くため、第２回の勉強会を開催しま
すので、興味のある方は気軽にご参加ください。

　◆第２回まちゼミ勉強会◆第２回まちゼミ勉強会
　日時：平成２８年５月２７日（金）
　　　　　　　　　１５：００～１６：３０
　場所：商工会時津支所３F研修室
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青年部総会終了青年部総会終了青年部総会終了

１．労働保険年度更新１．労働保険年度更新

　今年度の申告・納付手続きは、平成２８年６月

１日（水）～７月１１日（月）までです。

　但し、商工会委託（事務組合）の事業所は、

５月１０日（火）までです。ご注意ください。

　労働保険料等の算定方法は、平成２７年４月

１日～平成２８年３月３１日までに支払う賃金

総額（働いた月）に、保険料率を乗じて得た額

となります。　

　詳細は、４月１５日発送の「労働保険年度更

新に関するご案内」をご覧ください。

　なお、本年４月１日より雇用保険料率が引き

下がります。同封の雇用保険料率表をご参照く

ださい。

　ご不明な点は、商工会・長崎労働局・労働基

準監督署・公共職業安定所（ハローワーク）に

お問い合わせください。

２．手続き日の変更２．手続き日の変更

　本会の事務組合では、取得や喪失届などの増

加でハローワークでの代理手続回数が増え、限

られた職員数のなか、他の業務にも支障をきた

す状況が散見されております。

　改善策として、手続日を本年５月から毎月１

０日・２５日（土日祝日の場合は直後の平日）

に変更させていただきます。

　皆さまのご理解、ご協力を

お願いします。

　なお、急を要する手続きは、

この限りではありません。

　４月２１日（木）、「割
烹たなか」において女性部
の通常総会が開催され、４
件の議案について、原案ど
おり可決承認されました。
　前年度は、①１５回目の
マイタウン子供ビジネススクールの実施、②こ
の事業をテーマとした池原香さんの県女連主張
発表大会優勝など、県内外で本会の女性部活動
をアピールできました。
　長与・時津で別々に活動していましたが、４
年前に一緒に活動するようになり、女性部も発
展してきました。

　今回の総会では役員改選が行われ、部長に松
田桐子氏を選任しました。
　新役員は以下のとおりです。

役 職

部 長

副 部 長

〃

常任委員

〃

〃

〃

〃

〃

監査委員

〃

氏　　名

松田　桐子

藤林　映子

池田美智代

堀口　澄江

山口あけみ

諏訪　美紀

川口すぎ子

宮崎　邦子

和田加代子

中村イサ子

小林　さち

事業所名

松田ＡＰ

藤林ガラス

㈲寿司乃まき

堀口自動車

㈱山口農園

ｽﾅｯｸ来里異夢

㈲川口ﾓｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ

㈲電化ﾌﾟﾗｻﾞｻｰｸﾙ

㈲和田製作所

㈲ﾜﾙﾂの森ひさ家

伯龍工芸

地区

長与

時津

長与

長与

長与

長与

時津

時津

時津

長与

時津

　４月２２日（金）、長与支所で青年部通常総
会を開催。
　２７年度事業実績・２８
年度事業計画などについて
審議し、すべて原案どおり
可決承認され、本年度も青
年部員一丸となって、商工
会組織活性化の推進力となることを誓いました。
　今後、事業計画に基づいて、以下の事業等を
実施していきます。

【組織強化事業】
　１．青年部員の増強運動
　２．商工会員の加入推進
　３．商工貯蓄共済等の加入推進

【地域振興事業】
　１．講習会及び視察研修等の開催
　２．地域貢献事業
　３．まつり及びイベント等への参加・協力
　４．商品開発
　５．部員事業所のＰＲ
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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  　1.25～2.35％

㈱日本政策金融公庫経営改善貸付 　　1.30％

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

５月審査会　　５月　９日（月）　　５月２４日（火）

　申込期限　締め切りました 　５月１３日（金）

６月審査会　６月　６日（月）　６月２０日（月）

　申込期限 　５月 ２７日（金） ６月１０日（金）

(平成２(平成２８年４月１３１３日現在)日現在)

長与町高田郷３１７１－４

（８６５）９１４４／（８６５）９１４７

９：００～１８：００

日曜日

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

　飲食店やサロン、ショップなどの店舗デザ
イン設計・施工や住宅デザインの設計・施工
を行っております。
　完全オーダーメイド型で、「自分のこだわ
りが詰まったお店をつくりたい！」「お店の
ような住宅に住みたい！」「古くなった箇所
をおしゃれに修繕したい！」など、どんな願
いにも対応できます。
　１００件以上の経験が
ある粋工舎が、お店や住
宅を考える際のアドバイ
スをしながらお客様の夢
を叶えます。

制御盤に関するご相談・ご依頼はお気軽に！制御盤に関するご相談・ご依頼はお気軽に！制御盤に関するご相談・ご依頼はお気軽に！

（４月受付分）月受付分）

ＴＫ電機ＴＫ電機ＴＫ電機

こだわりの住宅！ こだわりのお店！こだわりの住宅！ こだわりのお店！こだわりの住宅！ こだわりのお店！

粋工舎粋工舎粋工舎

「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）

　電気機械器具配線、制御盤、電機器配線、
組立等多彩な技術でお客様のご要望に即座に
お応えする事をモットーに、時津にて事業を
行っている専門業者です。
　平成１５年に開業し、８名の従業員とアッ
トホームな雰囲気の中にも日々試行錯誤しな
がらお客様のニーズにあった商品加工、技術
力向上に努めて「真心」
と「感謝」の気持ちを
忘れず、お客さまに対
応しています。
　お気軽にお問合せく
ださい。

住 所住 所

ＴＥＬ／ＦＡＸＴＥＬ／ＦＡＸ

営業営業時間時間

定 休 日定 休 日

時津町浜田郷７４３

（８１４）２９５５／（８１４）２９４５

８：３０～１７：３０

日曜、祭日、第３土曜日

口座振替のお知らせ口座振替のお知らせ口座振替のお知らせ

住 所住 所

ＴＥＬ／ＦＡＸＴＥＬ／ＦＡＸ

営業営業時間時間

店 休 日店 休 日

＜お問い合わせ先＞＜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

長与

時津

時津

塗装業

産業廃棄物
処理業

スマホ・パソコン・
簿記の指導

末永　聖貴

西村　邦俊

北浦　　彰

スカイテック

㈱西菱環境開発

あきらき企画

　本年度第１回会費等の口座振替日は、

５月１６日（月）です。

　年払いを希望されている会員事業所も振替年払いを希望されている会員事業所も振替
となりますとなりますので、ご注意ください。

残高の確認を
お願いします
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