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小規模事業者持続化補助金

平成２９年度 通常総会案内
□第１回理事会開催
４月２５日（火）開催の理事会で、総会に付
議する議案を審議しました。
２８年度事業実績報告は、「儲ける企業・儲
ける地域」をテーマに支援事業を展開しました。
なかでも小規模事業者持続化補助金（限度額
１００万円）の会員企業等採択が４６件・補助
総額２１,４３７千円。ものづくり・商業・サービス
革新補助金（限度額２千万円）の採択は６件・
補助金総額３４,８７９千円でした。特に、持続化
補助金の採択数は県内商工会で最高でした。
また、地域内産業の創造を目的とした地域資源
探索事業では、大村湾を源流とした「みかん」、
「時津街道」、水産物・交通・観光資源の宝庫
である「湾自体」が地域資源として提案されま
した。提案の反響も多くありました。
２９年度の事業計画は、前年度末に商工会が
提出した「経営発達支援計画」の国の認定に沿っ
た「伴走型小規模事業者支援事業」の実施が提
案されました。
この事業は、目標設定を５年後、売上又は経
常利益５％増の小規模事業者５０社とし、事業
者に寄り添いながら支援していくものです。具
体的には、経営方針、経営計画の策定、商品づ
くり、販路開拓を強力に支援します。
□総会案内
総会は、このような事業内容を審議し、商工
会の活動と会員の皆さんの意見要望をマッチさ
せるものです。伴走型支援策等の具体的な支援
策も更に詳しく説明します。
皆さんの参加をお待ちしています。
開催日時：５月２２日（月） １６：３０～
開催場所：長崎ロイヤルチェスターホテル

追加公募開始！
昨年度も好評だった「小規模事業者持続化補
助金」の平成２８年度第２次補正予算追加公募
が開始されました。
本会では、申請を予定している事業所を支援
するため、長崎県よろず支援拠点より専門家を
招き個別相談会を開催します。当日は専門家に
アドバイスを受けながら経営計画・補助事業計
画書の策定を行うことができます。
相談会・小規模事業者持続化補助金の詳細に
ついては、同封チラシをご確認ください。
小規模事業者持続化補助金とは
・小規模事業者の販路開拓に対する補助金
・補助率２／３（上限５０万円）
・広告宣伝や集客のための機械装置等が対象

開 催 日 平成２９年５月１１日（木）
【午前の部】
西そのぎ商工会 本所３Ｆ会議室
９：００～１２：００
場所時間
【午後の部】
〃
長与支所２Ｆ会議室
１３：００～１６：００

内

小規模事業者持続化補助金の申請につ
いて、取り組み方の考え方や内容のブ
容
ラッシュアップ、申請に関する相談対
応を行います。

対 象 者 商工会地区で事業を営む小規模事業者
参 加 費 無
参加申込

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

料

５月９日（火）までに、ＦＡＸか電話
でお申し込みください。
http://www.nishisonogi.biz/
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地域の核店舗創造事業-ウルトラＤ-

事前セミナーの開催
商工会では、地域の基盤となる個店の売上や
魅力を強化することで、地域における核店舗
（繁盛店）を創出し、地域全体の商業者のレベ
ルアップ及び活性化を図ることを目的とし、
「ウルトラＤ」事業に取り組んでいます。
スーパーコンサルタントの指導で、売上を伸
ばしたい企業の参加を募ります。関心のある方
は「事前セミナー」に参加ください。
セミナー聴講のみでの参加も可能です。参加
希望の方は、別添のチラシより商工会までお申
し込みください。
●日時：平成２９年５月９日（火）
１５：００～１６：００
●会場：西そのぎ商工会本所・時津支所
３Ｆ研修室
●講師：㈲髙橋幸司の事務所
取締役社長 髙橋 幸司 氏

新入社員研修を開催しました！
４月１２日（水）１３日（木）の２日間、新
入社員研修を開催しました。
今年は１０事業所から２３人が参加しました。
例年以上に活発な研修でした。
初日は「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から、
“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、ご教授頂きました。
初日終了後、新入社員同士の親睦を深める交
流会では、積極的な意見交換があり、社会人と
してたくましい姿を見せてくれました。
二日目は、増山正紀先生
から、グループワークを図
る「チームビルディング」
を体験・研修しました。
不安と期待を抱えて始まっ
た研修でしたが、終了後に
は社会人としての決意を新たに凛々しい姿を見
せて頂きました。
地域みんなで、頑張る若者を応援していきま
しょう！
西そのぎ商工会で検索！

部会総会報告
４月に各部会の総会が開催されました。
＜飲食部会＞
開 催 日：４月１８日（火）
参加人数：１２名
事業計画：
①部会員の加入推進
②各種イベントへの参加・協力
③スナックファン感謝デーの開催
④西そのぎ名物料理の継続研究
⑤セミナー・講習会の開催（衛生・経営）
⑥視察研修・部会員の交流等の実施
⑦商工貯蓄共済の加入推進
＜サービス部会＞
開 催 日：４月１９日（水）
参加人数：１５名
事業計画：
①部会員の加入推進
②暮らしと事業なんでも相談会の開催
③まちゼミの開催
④各種イベントへの参加・協力
⑤視察研修・部会員の交流等の実施
⑥商工貯蓄共済の加入推進
＜工業・建設部会＞
開 催 日：４月２１日（金）
参加人数：１８名
事業計画：
①ものづくり人材育成事業（技能競技大会）
②先進地視察研修
③時津町主催合同企業説明会への参加協力
④部会員の加入推進
⑤商工貯蓄共済の加入推進
⑥その他各種セミナー等の開催
＜商業部会＞
開 催 日：４月２１日（金）
参加人数：１５名
事業計画：
①部会員の加入推進
②セミナー・講習会の開催
③まちゼミの開催
④各種イベントへの参加・協力
⑤視察研修・部会員の交流等の実施
⑥商工貯蓄共済の加入推進
西そのぎ商工会

検索
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地域資源探索事業

女性部総会終了

人材養成研修を実施します！
今年度は、様々な角度から掘り起こした西そ
のぎ地域の資源を活用し、ビジネスチャンスに
結びつけていく人材を養成する研修を中心に行
います。
研修は７月～１１月の毎月１回程度で、座学
やグループ研修、先進地視察等を予定していま
す。研修スケジュール等決まりましたら別途募
集いたします。
興味がある方は、商工会までご連絡ください。

とぎつプレミアム商品券の
加盟店申請をお願いします
今年も１０％のプレミアム付き。１０,０００円で
１１,０００円分のお買物ができます。
昨年度取扱加盟店の皆様には、継続申請書を
同封していますので、５月１９日（金）までに
ご回答ください（ＦＡＸ可）。
新たに加盟店登録を希望する事業所は、商工
会までご連絡ください。
◆発売日時：平成２９年７月２日(日)
１０：００～
◆有効期間：平成２９年１２月３１日(日)迄
（約６ヶ月間）
◆発 行 額：総額 ２,２００万円（２,０００セット）
◆販売単位：１０,０００円／１セット(１１,０００円分)
◆購入限度：３セット／１人
◆換金手数料：無料

一人でも多くの高校生に
応募の機会をお願いします
平成２９年度（平成３０年３月）新規高等学
校卒業予定者に対する応募・推薦に関する就職
慣行につきましては、「平成２９年度の応募・
推薦方法は、応募・推薦開始日から１０月１４日
までは一人一社制とし、１０月１５日以降は複
数応募・推薦を可能とする」こととなりました。
一人でも多くの高校生が公平な応募の機会を
得ることができますよう、ご理解とご協力をお
願いいたします。
※一人一社制とは、一人の生徒に対して、一社のみ
応募・推薦とするもの。
※複数応募・推薦とは、一人の生徒が複数社に応募
することを可能とし、学校が推薦をするもの。

４月２０日（木）、割烹満寿美において女性
部の通常総会が開催され、平成２８年度事業実績
など３議案が、原案どおり可決承認されました。
本年度の基本方針は、
発足から１０年という節
目を迎え女性部員が一丸
となり、一層の連帯意識
と団結力で、地域活性化
に寄与して行く事を確認
しました。
今回の総会では役員欠員による補充が行われ、
開田栄子さんが常任委員に選任されました。
総会終了後、同会場で懇親会を催しましたが、
部員一同和気あいあいとしたなかにも、貴重な
意見を交わしていました。

青年部総会終了
～新部長に尾崎氏～
４月２８日（金）、長与支所で青年部通常総
会を開催。２８年度事業実績・２９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
承認されました。
また、本年度は役員改選が行われ、新部長に
尾崎光輝氏が就任しました。青年部役員は以下
のとおりです。
役

職

氏

名

事業所名

長

尾崎

副 部 長

守屋

〃

石谷

彰教 セキヤホーム

常任委員

浜田

秀行 ㈲時津車輌商会

部

光輝 ㈲サン・レインボー
誓 スナックうれ里

〃

池嵜裕二郎 ㈱裕翔

〃

今村勇二郎 ㈲いまむら

〃

笹田

健一 design ARJUNA

〃

髙本

賢一 ㈲髙本商店

監査委員

松尾

健治 ㈲松尾部品商会

〃

向井

久人 総合塗装プレシャス

女性部・青年部では、部員を募集しています。
イベント等のさまざまな活動を通して、一緒に
地域を盛り上げていきましょう！

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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表計算を使った記帳、トライしませんか？

めざしています！ あなたの街のでんきやさん

あきらき企画

カサ電機

お店の手書き記帳を表計算ソフトでする手
伝いや、インターネットや簿記の学習支援を
しています。商業高校で４０年間商業科目を
指導した実績を生かし、若い人からシニア世
代までの人のお役に立ちたいと思います。初
回相談無料です。
６月１５日（木）より、商工
会主催の簿記講座（全５回）を
予定しています。同封のチラシ
をご覧のうえ、ご参加ください。
また、ブログを開設してい
ますので、「あきらき企画」
と検索してください。

家電のお困り事なら、ご相談を。どんな小
さな事でも、皆様のお役に立てれば幸いです。
家電の専門店として、長与町に店を構えて
４０年。家電の販売、修理はもちろん、各種
電気工事もおまかせください。日々、お客様
目線で丁寧な仕事を心がけています。
今年も暑くなりそうです。エアコンの取付、
クリーニングはお早めに。
エアコン点検も実施中
です。
お気軽にお問い合わせ
ください。

住
所
ＴＥＬ／ＦＡＸ
携帯電話番号

営業時間
営業
時間

住
所
ＴＥＬ／ＦＡＸ
営業時間
営業
時間
店 休 日

時津町浜田郷１２－８
（８８２）８７９２
０９０－８８３９－８７９２
９：００～２１：００

1.「マル経融資」申込みに係る金融審査会
第１回
審査会
申込期限

第２回

締め切りました

６月 ２日（金）

５月１９日（金）

６月１６日（金）

2.日本政策金融公庫「定例相談会」開催
５月１８日（木）

時津支所

長与町嬉里郷１３７
（８８３）４３１３／（８８７）１８１２
９：００～１９：００
日曜日

口座振替のお知らせ
本年度第１回会費等の口座振替日は、５月
１５日（月）です。
年払いを希望されている会員
事業所も振替となりますので、
ご注意ください。
残高の確認をお願いします。

長与支所

１０：００～１２：００ １４：００～１６：００

相談には予約が必要です。必ず事前にお申
込ください。

（４月受付分）
月受付分）
事業所名

代表者名

業

種

㈲銀河コーポレー 石原 義明 飲食店・貸ビル
ション
㈱未来工業

(平成２９年４月１２
(平成２
１２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

1.81～2.40％

野口 祐二 一般土木工事

地区
時津
時津

フーレセラピー・
リンパマッサー
パステルアート教 只 熊 さ ゆ り ジ・パステルアー 時津
室 ほの香
ト教室
エムスタイル

宮松 和弘 造船・電工

時津

湊商会

松尾 光徳 とび・土木工事

時津

2.00％

㈲北陽鈑金

長濵八四男 自動車板金塗装 時津

1.95％

將建㈱

本田 將人 一般建設業

㈱日本政策金融公庫経営改善貸付

1.11％

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
県経営安定資金（長期資金）

西そのぎ商工会で検索！

西そのぎ商工会

検索

長与

