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新年を迎えて
長与町長
吉田 愼一

時津町長
吉田 義德

西そのぎ商工会
会長 山崎 春雄

新年あけまし
ておめでとうご
ざいます。
西そのぎ商工
会会員の皆様に
おかれましては、
健やかに新年をお迎えのことと
心からお喜び申し上げます。
旧年中は、プレミアム商品券
の発行を始め、町イベント及び
商工振興施策へ多大なるご支援
とご協力をいただきました。特
に、昨年はねんりんピックが長
崎県で開催され、皆様のご協力
により、無事、盛会のうちに終
了できましたことを厚く御礼申
し上げます。
さて、本町は時津町総合戦略
に基づき、若者の地元就職を促
進するための雇用の創出やふる
さと納税を活用した産業の振興
に取り組んでおります。
このような中、今年も商工会
との連携をさらに深めながら商
工振興事業を積極的に支援し、
地域経済の活性化を推進してま
いりますので、今後とも、ご協
力を賜りますようお願い申し上
げます。
結びに、貴会のますますのご
発展と会員の皆様のご健勝とご
多幸を祈念申し上げ、新年のご
あいさつといたします。

新年明けまして
おめでとうござい
ます。会員の皆さ
んは、年の初め、
気持新たに、さら
なる飛躍を決意さ
れたと思います。
さて、今年は年初にアメリカで
新政権が発足し、世界情勢に大
きな変化が予想される年であり
ます。また、我が国は、個人消
費の冷込、最低賃金の大幅な引
上、労働力不足や原材料費の高騰
など経営課題が山積しています。
このとき、会員企業では、小
規模企業振興基本法の制定によ
り様々な支援策が講じられたこ
とを契機に、経営を見直し、商
品サービスの改良、機械設備の
導入など経営革新の動きが広が
りつつあります。
商工会は、儲ける企業、儲け
る地域を目指し、会員に寄り添
いながら支援に努めました。
本年も地元経済に真の活力を
創造するため、創意工夫により
企業発展の支援に、持てる力を総
動員して取組む覚悟であります。
会員各位の、商工会に対する
ご支援をお願いいたします。
年頭にあたり、改めて、会員
企業のご繁栄と、皆様のご健勝
をご祈念し、新年のごあいさつ
といたします。

商工会通信バックナンバーはホームページからご覧いただけます

明けましてお
めでとうござい
ます。
会員の皆様に
は、平成２９年
の輝かしい年を
つつがなくお迎えのこととお
慶び申し上げます。また、旧
年中は長与町行政運営につき
まして、ご支援とご協力を賜
り厚く御礼申し上げます。
昨年は熊本地震をはじめ、
日本全国において自然災害な
どにより甚大な被害がもたら
され、商工業者の皆様にも影
響があったものと存じ上げま
す。
長与町におきましては、商
工業者の皆様の経営支援とし
て低金利融資や商品券発行事
業などを行い、少しでも商工
業の発展につながるよう努め
てまいった次第でございます。
今後も、商工会と更なる連
携を図り、商工業の振興に積
極的に取り組んでまいる所存
でございますので、なお一層
のご指導、ご鞭撻を賜ります
ようお願い申し上げます。
結びに、皆様のご健勝とご
多幸を祈念申し上げ、新年の
ご挨拶とさせていただきます。
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平成２９年新春交流会チケット発売中
1.と
き：平成２９年１月１２日（木）
2.と こ ろ：長崎ロイヤルチェスターホテル
3.チケット：５千円
4.販 売 先：西そのぎ商工会
※チケット購入は、当日まで可能ですが、
当日配布の名簿等掲載は、１月５日（木）
購入分迄になります。

まちゼミ交流会

ｉｎ

久留米

～お客様に「幸せ」を提供する商いを！～

１１月３０日（水）久留米商工会議所が主催
する「まちゼミ元気な仲間たち交流会」へ、宮
崎サービス部会長、橋口商業部会長が出席しま
した。
九州各地はもちろん、
東京や静岡からまちゼミ
に積極的に取り組んでい
る地域の商店主や支援機
関など約５０名が集まり、
交流しました。
基調講演の中で、松井洋一郎氏（岡崎まちゼ
ミの会代表）が『地域に必要とされる商いとは、
モノやサービスを売るだけではなく、「幸せ」
「満足」を提供すること』と語り、地域の商店
だからこそ、担える役割があると述べました。
パネルディスカッショ
ンでは、まちゼミが抱え
る「課題」について意見
交換。小学校や大学など
教育機関と連携して、ま
ちづくり学習の一環とし
て住民を巻き込んだ取り組みなどの事例があり、
大変参考になりました。
商工会では、現在、まちゼミのステップアッ
プへ向けて研修事業を継続中。第２回目の研修
からでも参加可能ですので、関心のある方はご
検討ください。
【第２回まちゼミジャンプアップ研修】
1.日
2.場
3.講

時：平成２９年１月１７日（火）
１８：００～２０：００
所：商工会時津支所３階研修室
師：佐藤 皓祠 氏
（北九州市黒崎地区中心市街地活性化協議会
タウンマネージャー 兼 ㈲日智 代表取締役）

4.テーマ：「繁盛店づくりとは」
西そのぎ商工会で検索！

確定申告の準備はお早目に！
本会では、確定申告の事務受付を１月２３日（月）
から始めます。
今回の確定申告よりマイナンバーの提出が必
要となります。税務相談所会員の皆様には、１２
月上旬に郵送しているマイナンバー関連書類を
必ずご持参ください。
また、会報１２月号に同封しました「決算準
備表」「生命保険料控除証明等関係書類」の準
備をお願いします。ご不明な点は、商工会にお
問い合わせください。
電子申告をご利用の方は、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付され
ますので、紛失しないようご注意ください。

持続化補助金募集中！
小規模事業者持続化補助金とは、販路開拓に
取り組む費用の２／３を助成する補助金です。
チラシやホームページ、看板の作成、商談会
への出展等小規模事業者の様々な取り組みを補
助します。
新規顧客の獲得や販路開拓を目指す方は、こ
の機会にぜひご活用ください。
1.補助対象例：チラシ作成・折込費、ＨＰ
作成費、展示商談会出展経
費（旅費・小間料）など
2.上 限 額： ５０万円
１００万円（雇用対策、買い物弱者対策等）
3.補 助 率：２／３
4.公 募 締 切：平成２９年１月２７日（金）

長崎県特定最低賃金改正
特定最低賃金

最低賃金額
（１時間）

効力発生日

はん用機械器具、
生産用機械器具製
造業

８２９円

平成２９年
１月 １日～

電子部品・デバイ
ス・電子回路、電気
機械器具、情報通
信機械器具製造業

７６５円

平成２８年
１２月３０日～

船舶製造・修理業、
舶用機関製造業

８３２円

平成２８年
１２月２８日～

西そのぎ商工会

検索

Page 3

NISHISONOGI SHOKOKAI NEWS Vol.105

クリスマスツリー飾りつけ

女性部県外視察研修
１１月２８日（月）～
２９日（火）、女性部
員等２０名が参加し、
鹿児島県の霧島市商工
会へ視察研修を実施し
ました。
同商工会女性部は、６支部からなる部員２５０
名を超える大所帯です。
御年８９歳の女性部長林麗子氏からの〝一生
現役、それが誇り"という話に、参加した部員
は感銘を受け、中には涙ぐむ部員もいました。
その後はおもてなし交
流事業として、林部長の
「とらや（霧や櫻や）」
の工場見学と、天孫降臨
神話の歴史が息づく霧島
神宮を案内していただき
ました。
２日目は産業・文化・ふれあいが融合した霧
島ファクトリーガーデンと都城島津邸を視察し
ました。
今後も女性部では研修で学んだ事を事業や、
女性部活動に活かしていきたいと思います。

女性部講習会を開催しました！
去る１２月６日（火）
女性部講習会を開催いた
しました。
佐野久美子先生を招き、
「手書きＰＯＰ」をテー
マとした実技講習会を行
いました。
本講習会は、資質向上対策事業として開催し
ており、近年パソコンでのＰＯＰが多い中、年
末商戦へ向け、改めて手書きの良さでアピール
したいとの女性部の声があり、開催する事とな
りました。
参加者は、女性部員の他に商工会員を含め総
勢２１名。３時間と長時間にもかかわらず集中
して受講することができました。
このような講習会がきっかけとなり、訴求効
果の高いＰＯＰで日頃の販促など商売にも積極
的に活かしていただきたいと思います。

～安心・安全の願いをこめて～

１２月６日（火）、時津警
察署でクリスマスツリーの飾
りつけが行われました。
商工会からは、入江和義福
利厚生委員が参加し、時津保
育園の園児１９名と一緒に手作りのオーナメン
トやベル等を、交通安全の願いを込めてクリス
マスツリーに飾りつけました。
園児による歌や交通安全の誓いの言葉の後、
同会よりお菓子のプレゼントを渡しました。
園児達とのふれあいを
通じて、これからも地域
の安心・安全を守るため
のお手伝いができればと
思います。

経営講習会開催のお知らせ
青年部の主催で標記の講習会を開催します。
参加を希望される方は、同封のチラシでお申
し込みください。
1.日

時：平成２９年１月２８日（土）
１５：００～１６：３０
2.場 所：時津町東部コミュニティセンター
（コスモス会館）
3.テーマ：「世界の一流アスリートが身に
着ける集中力 普通の人がビ
ジネスで成功する方程式！」
4.講 師：㈱集中力 代表取締役
森 健次朗 氏

オリジナルポップでＰＲ♪
商工会通信バックナンバーはホームページからご覧いただけます

●講師プロフィール●
ミズノで競技ウェアの開発
を担当。シドニー五輪では開
発した『サメ肌水着』が１２
の世界新、メダルの７割を獲
得した。
トップアスリートの集中力
発揮やモチベーション維持の
手法を体得し、ビジネスなど
あらゆる場面での集中力アッ
プや業務効率アップ、メンタ
ルヘルス対策等の極意を伝え
ている。
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看板娘がお待ちしております

地球を見つめ、未来を運ぶ

㈲ 塩本金物店

㈱ 井 石

機械工具・建築金物を主に家庭用のやかん
や鍋までいろいろ取り揃えています。
ねじ・くぎ打ち機などのエア工具、チェー
ンソー・エンジンカッターなどのエンジン工
具や電動工具は、販売だけ
でなく当店で修理も行って
います。
もちろん他店で購入され
た電動工具等の修理もお任
せください。
合鍵の製作・出張取替も
ＯＫ！看板娘がお待ちして
います。

当社は、安全性優良事業所「Ｇマーク」と
環境に優しい運輸事業の証「グリーン経営」
認証を受け、安全性・信頼性の高い物流のス
ペシャリストを目指しています。
事業内容は食品配送、倉庫管理、除草作業、
ごみ回収処理、トランクルーム、農産物（主
に枇杷・梨・ジャンボ落花生・さつまいも）
の生産販売です。農産物は安くて美味しいと
評判！
高田中学校のすぐ傍
で販売していますので、
お気軽にお立ち寄りく
ださい。

住
所
ＴＥＬ／ＦＡＸ
営業時間
営業
時間
定 休 日

時津町浦郷３９６－２１
（８８２）２１０２／（８８２）４１２４
７：３０～１９：３０（土曜は１７：００まで）
日・祝祭日

1.「マル経融資」申込みに係る金融審査会
１月
審査会
申込期限

２月

１月１３日（金）

２月 ３日（金）

１月２７日（金）

２月１７日（金）

2.日本政策金融公庫「定例相談会」開催
日本政策金融公庫から、原則毎月第二木曜
日、商工会に公庫職員が駐在し、借入申込や
相談を受付ける「定例相談会」を開催してい
ます。公庫の担当者が直接対応いたしますの
で、是非ご利用ください。※要予約
●今月の定例相談会：１月１９日（木）
①時津支所 １０：００～１２：００
②長与支所 １４：００～１６：００

住
所
ＴＥＬ／ＦＡＸ
営業時間
営業
時間
定 休 日

長与町高田郷５０２－３
（８５７）６３１１／（８５７）５７５４
８：００～１７：００
日曜日

プレミアム商品券有効期限間近です！
◎とぎつプレミアム商品券
1.有効期限：１月 ９日（月）
2.換金期限：２月２８日（火）
3.未換金額：２６５万円（１２％）
◎ながよプレミアム商品券
1.有効期限：３月２４日（金）
2.換金期限：４月２４日（月）
3.未換金額：７３４万円（３３％）
※両商品券とも平成２８年１２月２６日現在

期限を過ぎた商品券は使用・換金できませ
ん。ご注意ください。
また、とぎつプレミアム商品券加盟店につ
いては、利用状況に対するアンケートを同封
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。

(平成２８年１２
(平成２
１２月９日現在)
日現在)
制度の種類

利率(年利％)

㈱日本政策金融公庫普通貸付

1.81～2.20％

㈱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％

事業所名

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％

アロマティーク
ブルーム

西そのぎ商工会で検索！

（１２
１２月受付分）
月受付分）
業
代表者名

種

地区

宮﨑 典子 アロマトリートメント 長与

西そのぎ商工会

検索

