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■理事会開催
　１１月２１日（月）第３回理事会を開催しました。
　議案は①新会員の加入承認、②第１回補正予
算でした。新会員は第２回理事会（６月）以降に
加入申し込みがあった１６件を承認しました。
　補正予算は、県連補助金の変更に伴うもので、
青年部・女性部等の予算が補正されました。

■役員研修会
　１１月１７日（木）
ＮＨＫホールで開催さ
れた全国大会に出席し
ました。
　大会では、「地域経
済に波及効果がある経
済対策の実施等」が大会決議されました。
　来賓の安倍首相は、トランプ次期大統領との
会談のため欠席でしたが、二階自民党幹事長、
山口公明党代表、野田民進党幹事長が来場され、
「中小規模事業者に役立つ政策の実施にスピー
ド感をもってあたる。」と祝辞がありました。

　１１月２１日(月)、３つの表彰式(伝達式)が
執り行われました。受賞者の
企業代表者や商工会役員が
見守る中、授与されました。
　受賞者を代表して、稲城
隆澄さんが、「３０年間会
社とともに駆け抜けてきた
日々を振り返り、残された期間を地域社会貢献の
ために尽くしたい」と誓いを新たにされました。
　各表彰の受賞者は、以下のとおりです。（敬称略）

〈永年勤続知事表彰〉
　　野口博光（㈱大東エンジニアリング)
　　稲城隆澄（長星安全産業㈱）
〈全国連会長表彰〉
　　優良職員：岩永真起子（商工会職員）
〈技能競技大会〉
　　商工会長賞：橋口憂二(協和機電工業㈱)
　　奨励賞：
　　　平埜勝史郎(㈱大東エンジニアリング)
　　　濱脇洋(㈲尾道工業)
　　　髙島稔幸・蜂谷眞一・山田康平（出口工業㈱）
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《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。関係書類の整備
をお願いします。
　また、確定申告関係の決算準備表等は会報に同
封していますので、併せて準備をお願いします。
《確定申告について》
　税務署の窓口（来年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。

　また税務相談所会員の皆様、電子申告を利用
されている方は、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られてきます。紛
失等されないようご注意ください。
　なお、確定申告書等の用紙が必要な方は、本会
各支所にも準備してますので、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２９年
　１月１０日（火）

 平成２９年
　１月２０日（金）
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　今年で４回目を数える「西そのぎコレクショ
ン」を、１１月２６日（土）、２７日（日）の
２日間、ＪＲ長崎駅かもめ広場で開催。大勢の
方にご来場いただきました。
　今回は特別企画として
対馬市商工会とコラボ
レーション。「対馬ＶＳ
西そのぎ こだわりの逸品
１０番勝負！」と題し、
対決形式でお互いの地域
産品をＰＲしました。
　離島地区である対馬と都市郊外型の本会地域
それぞれの特徴が溢れており、これまでにない
魅力的な売場構成となりました。
　来場者による両地域の人気投票も実施。惜し
くも僅差で対馬の勝利となりました。
　今後も地域と会員店舗の魅力を、多くの方に
届けていきたいと思います。

　１１月１４日（月）、商工会時津支所にて平
成２８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年度から取り組みを開始
し、今年度は時津地区２事業所（からあげジャッ
ク・マジックミシン時津店）、長与地区２事業
所（フローラルスタジオトラヤ・(有)長崎井上）
を対象に実施してきました。
　専門家には、本事業を全国的に展開している
カリスマ講師の髙橋幸司氏を迎え、６月から約
半年間、各店舗の『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店舗から取り組んだ内
容やその成果、及び今後
取り組むべき課題等につ
いて発表がありました。
　長与・時津両町及び長
崎県商工会連合会からも
ご臨席頂き、多くの質問
も寄せられていました。
　髙橋先生からは、総評
として「各店舗とも、奇
をてらった特別な取組み
はありません。他店舗も
取り組んでいることを、
先延ばしせず、丁寧に取組むことが大事。うま
く行く答え・各店舗の取組みは、全てお店の中
にある。」と話されました。
　参加店舗の取り組み姿勢は、各店舗で実感で
きますので、是非一度、お店をのぞいてみてく
ださい。

　１１月１２日(土)・１３日（日）の２日間、イオ
ン時津店特設会場で『とぎつふれあい産業まつ
り』が開催。期間中に約１万人が来場しました。
　とぎつの“スイーツ”を中心に、町内の農・
水産物や加工品など２３店舗が集結。吉田義德
町長が、町内の産業振興のため一層尽力してい
くと宣言し、まつりがオープン。
　先着４００名に「紅白も
ち」が配られるとあって長
蛇の列が。また、農協のみ
かん掴み取りや漁協のマグ
ロの解体ショー、カキ焼き
には、秋の恵みを楽しむ人
々が集まり、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”、“ペッパーくん”との
触れ合いなどのイベントコーナーでは、時がた
つのも忘れて子供たちは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、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。
　全国的に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同
産業まつりは、両者の共存共栄を目指す商店街
の先駆的事例になり得るものとして、今後とも
目が離せません。

　「革新的サービス開発や試作品開発」「生産
プロセスの改善」を行う中小企業・小規模事業
者の設備投資等が対象になります。

　1.1.補 助 率補 助 率：２／３
　2.2.補助上限補助上限：第４次産業革命型 ３,０００万円
　　　　　　　一般型           １,０００万円
　　　　　　　小規模型　　　　　 ５００万円
　　　　※雇用増・賃上げ等の要件を満たす
      　　場合は上限が２～３倍
  3.3.公募締切公募締切：平成２９年１月１７日（火）
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マイタウン子供ビジネススクール

終了
マイタウン子供ビジネススクール

終了
マイタウン子供ビジネススクール

終了

雇用保険制度が変わります雇用保険制度が変わります雇用保険制度が変わります

熊本県宇土市商工会女性部来会！熊本県宇土市商工会女性部来会！熊本県宇土市商工会女性部来会！

　去る１１月１４日（月）、女性部の一大事業
「マイタウン子供ビジネススクール」が開講さ
れました。今年度で１６回目を迎えるこの事業
は、長与小学校６年生が長与町内の事業所で職
場体験を実施。
　これに先立ち、１１月２日（水）に開催され
た事前講習会では働く心構えやマナーを学び、
ご協力いただいた３０事業所での約２時間の体
験学習に臨みました。
　１２４名のどの児童も、真剣な面持ちで仕事
と向き合っている姿が見
受けられ、学校生活では
得られない責任感や、お
客さんのために創意工夫
する精神を体験できたよ
うです。
　児童からは「達成感があった」「接客の体験
を将来役立てたい」などといった感想があり、
地域の将来を担う後継者育成や、子供たちの健
全な育成に繋がったように感じられます。

　６５歳に達した日以降に新たに雇用される労
働者は、雇用保険の適用除外とされていました
が、平成２９年１月１日から６５歳以上の労働
者にも、適用要件（１週間の所定労働時間が２０
時間以上で、３１日以上の雇用見込みがある）
を満たせば、高年齢被保険者として雇用保険の
適用の対象となります。
　また、平成２８年１２月末までに雇用された、
６５歳以上の労働者も、適用条件を満たせば、
平成２９年１月１日付けで雇用されたものとみな
し、雇用保険の適用の対象となります。
　上記の雇用保険の対象となる労働者がいる場
合は、ハローワークへ雇用保険被保険者資格取
得届の提出が必要です。
（労働保険事務組合へ委託されている事業所は
商工会へご連絡ください）
　なお、雇用保険料の徴収は、平成３１年度ま
では免除となります。

　１１月２２日（火）工
業・建設部会主催で佐世
保方面へ視察研修を実施
しました。
　視察には１６名が参加。
はじめの海上自衛隊佐世
保史料館では、戦前からの歴史を学び、時代の
移り変わりとともに発展してきた造船技術につ
いて、ガイドを受けました。
　次に、遊戯施設向け設備を開発・販売してい
る㈱ジェッター（江迎町）では、セクション制
や少人数精鋭体制などを導入した組織として、
創造的な活力を生み出す取り組みについて学び
ました。
　当社では製造部門をアウトソーシングするこ
とにより、本社が開発・営業に資源を集中できる
体制が整っていました。それに加え、製造部門
の企業と綿密に開発会議を重ねることにより、
常に新しい商品開発・改良を行っていました。
　最後に、水流に関する研究開発を行っている
㈱西日本流体技研（小佐々町）では、日本の造
船技術・環境技術を支える最先端の研究設備を
見学し、中小企業だからこそ果たせる役割があ
ることを実感しました。

　去る、１１月２４日（木）熊本県宇土市商工
会より女性部員２０名が視察研修で来会。「の
ぞみの杜」（長与町）の研修会場を借用し、本
会女性部１５名を交えた合同研修会を開催しま
した。
  去る７月福岡市で開催
された商工会女性部九州
大会で、本会女性部の池
原香さんが、長崎県代表
として出場。本会女性部
が１６年間取り組んでい
る地域貢献事業「マイタウン子供ビジネススクー
ル」（職場体験)を発表し、同事業に興味を持っ
たことがご縁で今回の研修となりました。
　研修では、池原香さんの発表や、相互の事業
についての意見交換を行いました。
　今回の視察研修の受け入れを通じ、地域の魅
力をＰＲ。また和気あいあいとした楽しい交流
ができ、部員同士の意識向上を図ることができ
ました。
　１２月１日（木）には、日田地区商工会からも
来会予定。本会女性部事業を多くの方々に知っ
ていただける機会に感謝し、今後の女性部活動
に活かしていきたいと思います。
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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  　1.81～2.10％

㈱日本政策金融公庫経営改善貸付 　　1.16％

県創業バックアップ資金  　　1.90％

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）  　　2.30％
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(平成２(平成２８年１１１１月１６１６日現在)日現在)

長与町嬉里郷１１３１－４

（８６０）３６３７／（８６０）３６４５

８：００～１７：００

日曜日

　ステンレス製缶品、ボイラー等、もの造り
の達人としてお客様の望む品をお届けします。
　従業員は若く活気に溢れ、工場や現場で高
い技術力を発揮しております。
　ステンレス、鉄のみならず、お客様のニー
ズに合った商品を何でも承りますので、お気
軽にお問い合わせください。
　当社では、経験、未
経験関係なく広く人材
を募集しております。
　やる気のある方お待
ちしております。

すし茉津すし茉津すし茉津

製缶・鉄工もの造りのエキスパート製缶・鉄工もの造りのエキスパート製缶・鉄工もの造りのエキスパート

㈲森満工業㈲森満工業㈲森満工業

1.「マル経融資」申込みに係る金融審査会1.「マル経融資」申込みに係る金融審査会1.「マル経融資」申込みに係る金融審査会

　溝川バス停近くにある寿司屋です。清潔感
と落ち着いた雰囲気の中で、美味しく食事を
していただけるように心掛けています。
　おすすめはちらし・茶碗蒸しセット、すし
茉津弁当（要予約）です。お一人様でもお気
軽にお越しください。忘年会、新年会には、
お鍋の宴会も予約承り中です！お寿司や具だ
くさんの寄せ鍋からデザートまで楽しめると
ても贅沢なコースがあり
ます。
　その他、慶弔用等仕出
し料理もご予算に応じて
承っております。

住 所住 所

ＴＥＬ／ＦＡＸＴＥＬ／ＦＡＸ

営業営業時間時間

店 休 日店 休 日

時津町西時津郷７５－３０

（８８２）３３９５／（８８１）３５５４

１２：００～２１：００

火曜日（祝・祭日の場合は営業）

住 所住 所

ＴＥＬ／ＦＡＸＴＥＬ／ＦＡＸ

営業営業時間時間

店 休 日店 休 日

2.日本政策金融公庫「定例相談会」開催2.日本政策金融公庫「定例相談会」開催2.日本政策金融公庫「定例相談会」開催

　●今月の定例相談会：１２月　８日（木）
　　①時津支所　１０：００～１２：００
　　②長与支所　１４：００～１６：００
　　相談を受けるには事前予約が必要です。相談を受けるには事前予約が必要です。

寒い季節にお鍋の宴会はいかがですか寒い季節にお鍋の宴会はいかがですか寒い季節にお鍋の宴会はいかがですか

審査会
申込期限

１２月

　１２月　９日（金）

　－

１月

　　１月１３日（金）

　　１月２７日（金）

年末年始の休館のお知らせ
　年末年始は１２月２９日（木）～１月３日
（火）の間、休館となります。
　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。
　よいお年をお迎えください。

新春交流会のご案内新春交流会のご案内新春交流会のご案内

　長与町と時津町の商工業者や行政機関・
関係団体などが集う３００名を超える交流
会です。
　参加を希望の方は、同封の申込書にてお
申込ください。

　1.と　き：平成２９年１月１２日(木)
　　　　　　　　　　　　　１８：００～
　2.ところ：長崎ロイヤルチェスターホテル
　3.会　費：５,０００円

　新年のごあいさつは新春交流会で。
3.本年分借入実行は12月6日（火）まで
にお申込ください
3.本年分借入実行は12月6日（火）まで
にお申込ください
3.本年分借入実行は12月6日（火）まで
にお申込ください
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