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～ フレッシュマンを即戦力に ～

新入社員研修開催！
４月になり、新しく社会に出る方、また新入
社員を迎え入れる企業も多いことと思います。
新社会人の方々からは、「ビジネスマナーの
基礎を習得したい」「学生から社会人となるた
めの準備を整えたい」といった意見を、また受
け入れる企業からは「即戦力として活躍して欲
しい！」といった期待や、「新入社員研修の内
容に悩む･･･」といったお悩みを聞く機会も少
なくありません。
そこで、毎年ご好評頂いている新入社員研修
を、今年も開催いたします。
この研修では専門講師による講義や模擬実習
など、１社では実施しづらいロールプレイやディ
スカッションも、複数事業所が集まることで実
現できます。加えて、業種を越えた人脈も作る
ことが出来るため、社会人としてのスタートア
ップに最適です。ぜひ、新入社員をご派遣くだ
さい。他社セミナーに比べ、内容も充実し参加
費もお得になっています。
定員になり次第締め切らせていただきます。
詳細は、同封のチラシをご覧ください。
１.日

時

２.場
３.対

所
象

４.内

容

平成２９年４月１２日（水）
１３日（木）
西そのぎ商工会時津支所３階研修室
新入社員
若手社員（入社３年程度まで）
「コミュニケーション力を身につける」
「組織人としての自覚とﾁｰﾑﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ」

５.参加費
５.
参加費

５，０００円／１人
（教材費、昼食代含む）

地域の資源で地域を豊かに!
～地域資源探索事業委員会報告～
さまざまな角度から地域の魅力を探り、長与
町・時津町の資源の活用について考えました。
４回の委員会と、外部専門家による視察、昔
の両町を知る方々の懇談会、長崎外国語大学留
学生による地域探索＆発表会を実施しました。
会議のなかで、各委員の意見は、長与・時津
の資源は、大村湾に始まるとの意見で一致。
大村湾を「ことのうみ」と呼ぶことから、こ
とのうみプロジェクトとして大村湾を中心に次
の３つの柱で資源を活用していくことが提案さ
れました。

１.大村湾自体
波静かな湾の特有な海産物普及と、人が集ま
るフィッシャーマンズワーフづくり
２.みかん
２.みか
湾から吹き上げる温暖な気候から生まれたみ
かんの活用と、参加型観光ルート
３.時津街道
津街道
３.時
海から続く時津街道の活用とお金を生む商品・
システムづくり

委員会からの提言は、商工会は地域内連携の
コーディネーターと相応しい、また、商品開発
支援や販路開拓、広報活動、さらに地域資源を
活用する人材の養成も重要な役割である。
今後は、まず、居住者・通勤通学者に向けた
広報・展開・人材養成の研修会等を開催し、現
状の「長崎市の隣接地」としての地域でなく、
独自の能力を発揮することができるまちへと発
展させることを目指します。

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

http://www.nishisonogi.biz/
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確定申告は期限内に！

障がい者雇用企業を訪問

確定申告の準備はお済みでしょうか？
申告書の提出及び納税は、必ず期限内に行い
ましょう。期限間近になると、提出窓口等も込
み合うことが予想されます。本年からマイナン
バーも必要になりますので、お早めにご準備く
ださい。なお、商工会税相会員以外の方で、確
定申告に関する税務署の相談は、ＮＢＣ別館で
行われていますのでご注意ください(税務署窓
口では提出受付のみです)。

福利厚生委員会では、障がい者雇用に関心が
ある会員事業所に呼びかけ、２月１７日(金)に
障がい者雇用企業の「くるりのパン」さんと就
労支援施設「エリア２１」さんを訪問しました。
目的は企業の人手不足対策と障がい者の社会進
出支援です。
「くるりのパン」の中島社長からは「障がい
者が何ができて何ができないのか分かると業務
量を増すことができた。長い目で育てることが
大事。」との話を聞くことができました。
商工会では、今後も、障がい者雇用への理解
や企業の取り組みを支
援していきます。その
ために、現場で働く障
がい者と、共に働く一
般従業員の話を直接聞
く機会をつくっていき
ます。

１.申告書提出及び納税期限
所得税：
平成２９年３月１５日(水)まで
個人事業者の消費税：
平成２９年３月３１日(金)まで
２.振替納税を利用されている方の振替日
所得税：平成２９年４月２０日(木)
消費税：平成２９年４月２５日(火)

とぎつプレミアム商品券
ながよ得とく商品券
女性部経営講習会開催！
女性部主催の講習会を開催します。
国では、女性が自らの希望や夢を実現できる
社会の実現を目指して、「女性活躍加速のため
の重点方針２０１６」を定めております。多様
な働き方の推進や女性活躍を支える安全、安心
な暮らしの実現など、女性が活躍する職場や業
務の活性化、企業イメージの向上など、企業経
営にも大きなメリットをもたらします！
この機会に一緒に考えてみませんか？
女性部では、女性部員はもとより多くの企業
経営者、従業員の参加を呼びかけています。
参加ご希望の方は、同封のチラシでお申し込
みください。
１.日 時
２.場 所
３.テーマ

平成２９年３月９日（木）
コスモス会館 ２Ｆ会議室
（時津町浜田郷５２０-１２）
「考えてみませんか？
女性が働きやすい職場とは」

４.講 師
ながさき女性活躍推進会議
共同代表
井石 八千代 氏

西そのぎ商工会で検索！

１.とぎつプレミアム商品券
加盟店アンケートの結果が出ました。
①商品券の取扱いによるお店やお客様の変化
「新規のお客様の来店や売上増につながった
など、多少効果が得られました」という回答の
反面、過半数のお店が、「いつもと変わらなかっ
た」と回答しました。
②使用期間・発売時期
「どちらもちょうど良い」という回答が、一
番多く、「お盆・お正月の両方使えて良かった」
といった声も聞かれました。また、「今年は商
品券を購入できなかったというお客様が多かっ
た」との意見もありました。
とぎつプレミアム商品券は２月２８日（火）
の換金期限をもって無事終了しました。皆様の
ご協力ありがとうございました。
２.ながよ得とく商品券
商品券の有効期限が間近です！
有効期限 ３月２４日（金）
換金期限 ４月２４日（月）
未換金額 ２４８万円
（１０.９％ ２月２０日現在）
※ 期限を過ぎた商品券は使用・換金できま
せんので、ご注意ください。
せん
西そのぎ商工会

検索
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青年部地域貢献事業を実施
①節分訪問
２月３日（金）、時
津町総合福祉センター
の「ひまわりの園」と
「通所介護施設」を青
年部員が訪問。鬼の仮
装をして、節分行事に
参加しました。
この施設訪問は恒例で、楽しみにしている園
児やお年寄りも多いそうです。
②ボール寄贈
２月２１日(火)・２２
日(水)には時津・長与
両 町 の９ 小 学 校 に、
体育等授業で使用する
ボールを計２４６個寄
贈。
小学校への物品寄贈
は本年で２度目。この取り組みは地域イベント
で得た収益等を充て、地域の未来を担う子供た
ちのために役立てたいとの思いで実施していま
す。ボールを受け取った児童は、大切に使いた
いとうれしそうに語ってくれました。
今後も地域へ貢献する青年部として活動し、
商工会のＰＲを行っていきたいと思います。

「まちゼミジャンプアップ研修」終了
商工会では本年度
㈱全国商店街支援セ
ンターのまちゼミ研
修事業を実施し、ま
ちゼミのステップアッ
プを図りました。
２月２２日（水）
の第４回目は、本事業のまとめとして、まちゼ
ミ発祥の地、愛知県岡崎市で「岡崎まちゼミの
会」代表を務める松井洋一郎先生にお越しいた
だき、全国２８０か所事例などを交え、今後本
会として取り組むべき課題について、お話しが
ありました。
参加店からは、「まちゼミ動画配信」や「イ
ベントでのPR」「町民の希望を叶える講座」な
ど、仲間を増やすための新しいアイデアが出さ
れ、方向性が定まりました。
今回の研修を通して、「商店主が主体となっ

て行うまちづくり」に向けて、商店が果たす役
割を再確認し、まちゼミを実施する意義を参加
店同士で共有できたことが大きな成果でした。

☆まちゼミ参加店募集中☆
☆まちゼミ参加店
募集中☆
まちゼミは、平成２９年度も
開催予定。長与町・時津町のお
店をもっとより多く方に知って
いただき、地域に愛されるお店
づくりに一緒に取り組んでいき
ませんか？
興味のある方は、商工会まで
お問合せを！

社長さんの
ための

未来のための小さな一歩

小規模企業共済

個人事業主（共同経営者含む）、または会社
等の役員の方が事業をやめられたり退職された
りした場合などに備えて、あらかじめ資金を準
備しておく共済制度で、「小規模企業の経営者
のための退職金制度」です。
毎月、掛金を納付すれば退職時に共済金が支
払われ、現役引退後も安心した生活設計が立て
られます。
特徴は、掛金が全額所得控除。受け取る共済
金も退職所得扱い、または公的年金等の雑所得
扱いとなり、節税効果があります。
退職後のゆとりある生活のために、ぜひ、小
規模企業共済へのご加入をご検討ください。
従業員の
ための

人も会社も もっと元気に

中小企業退職金共済

中退共は、国がサポートする中小企業のため
の退職金制度です。
●国の制度だから安心・確実
●国の制度だから安心・確実
・新規加入や掛金を増額する場合、掛金
の一部を国が助成します。
●掛金は
全額損金・必要経費
●掛金は全額損金・必要経費
・節税に加え、手数料もかかりません。
●
●外部積立型だから管理が簡単
外部積立型だから管理が簡単
・従業員ごとの納付状況や退職金試算額
を事業主にお知らせします。
・退職金は直接退職者に支払われます。
●
●パートさんの加入もＯＫ
パートさんの加入もＯＫ

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
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小さな会社だからこその本物のご提案！

水道工事・水回りのリフォームお任せください

㈱小松商会

川口住 宅設備
川口住宅設備

創業７０年。切削など機械工具専門の商社
機能をベースに工場用機器を幅広く展開。
近年、家庭用磁気活水器「マグミニ」で個
人のお客様も増えてます。同製品１台でご家
庭全ての水をマイナスイオン水に。
抜け毛が減少、肌がしっとりしたなどお客
様からの喜びの声も。現在、発売１０周年記
念キャンペーン特価販売中！
他にも工事不要や業界
最安値のＬＥＤ蛍光灯も
取扱ってます。
詳しくは、当社ＨＰで。

一般住宅の配管から厨房やビルの配管、住
宅のリフォーム・修理・衛生機器(トイレ・
ユニット・システムキッチン等)の販売や取
付、浄化槽工事等お任せください。
親切・丁寧に、アフター
サービスまでしっかりと
対応します。お見積り無
料、お気軽にご相談くだ
さい。私達はお客様の
「こんなお家にしたい」
を実現し
ます。

住
所
Ｔ Ｅ Ｌ
営業時間
店 休 日
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

時津町日並郷３６６１
０１２０-９７７-５６０
８：３０～１８：００
土・日・祝祭日
http://www.komatsu-shokai.jp

住
所
Ｔ Ｅ Ｌ
営業時間
営業
時間
店 休 日

1.「マル経融資」申込みに係る金融審査会

審査会
申込期限

「長与シーサイドマルシェ」
イベント情報

４月

３月
３月 ３日（金）

３月３１日（金）

３月１７日（金）

４月１４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
※要予約
●今月の定例相談会： ３月１７日（金）
①時津支所 １０：００～１２：００
②長与支所 １４：００～１６：００

長与町吉無田郷２００１-１
（８８７）０５９２
８：００～１８：００
日・祝祭日

雑貨に食、さらに癒し体験までできちゃう
欲張りなマルシェ！抽選会やミニ動物園まで
お楽しみが盛りだくさん！
今年も「長与ヘルシーウォーキング」が同
時開催です！
１.日

時

平成２９年３月１２日(日)
１０時～１５時(小雨決行)
２.場 所 長与シーサイドパーク
(特産品直売所まんてん横)
３.問合せ 長与ｼｰｻｲﾄﾞﾏﾙｼｪ実行委員会事務局
(長与町産業振興課内／℡ 883-1111)

（２月受付分）
月受付分）

(平成２９年２月１０
(平成２
１０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

事業所名

1.81～2.30％

㈱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）

1.95％

西そのぎ商工会で検索！

代表者名
山下 義仁

WORKING
WITH JOY㈱

古里 久則

業

㈱ｻﾈﾌｼﾞ時津店 実藤 強志 外構工事
SK-presents

種

太陽光パネル設置・
発電
ペレットストーブ等
販売・設置

地区
時津
長与
時津

小泉 清治 婚活等イベント業 時津

西そのぎ商工会

検索

