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〇２９年度事業計画・収支予算
本年は、西そのぎ５５５作戦（５年内に売上
平成２９年度 通常総会
又は経常利益５％増の企業を５０社創る）を展
開します。具体的には、①事業者に寄り添いな
５月２２日（月）、長
がらの（伴走型）支援を行います。
崎ロイヤルチェスターホ
この中で、商談会への参加費や「ふるさと小
テルで、通常総会を開催
包」でのＰＲ補助等を実施する予定です。
しました。
②地域資源を活かした産業づくりに、商工業
初めに山崎会長が、「地
者、農水産業者、大学そして住民が知恵を出し
域経済の活力創造のため、
自信と誇りをもって企業の発展のため努めよう。」 合って、商品づくり・販路開拓、事業者支援や
と挨拶。井石八千代議長（㈱井石）の進行によ 事業体設立などを目的に、リビングラボを開設
り、議事が始まりました。提出議案は、全議案 します。関心のある参加者を募集する予定です。
予算総額は、１３４,９８６,４０６円としています。
承認されました。
また、商品券の販売は、時津地区７月２日（日）、
〇２８年度の事業実績・決算報告
「儲かる企業づくり・儲かる地域づくり」の 長与地区７月１７日（月・祝）、使用期間は販
取組実績。決算総額１３０,６５２,８９６円の収支決算・ 売日から６ヶ月です。
〇役員選任
財産状況報告を行いました。
青年部長の変更に伴い、
〇商工会役員選任規定関係
来年度、任期満了に伴う役員改選の円滑な実 尾崎光輝氏（㈲サン・レ
施のために、①委任状の提出期限を総会の３開 インボー）が理事に就任
館日前に設定（定款の改正）②選挙管理委員会 されました。
の設置と選任手続きの
整理（選任規約）を行
いました。
選任の手順は、概ね
①立候補届受付開始
（４月初旬）②立候補
届出〆切（４月下旬）
③立候補者氏名の告示
（４月下旬）④総会案
内と委任状送付（５月
１日）⑤委任状提出〆
切⑥総会開催・選任
（５月下旬）の順とな
ります。
※日付は例です

６月１０日は「商工会の日」です 昭和３５年のこの日に「商工会組織等に関する法律」が施行されました
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暮らしと事業

『ウルトラＤ』

「なんでも相談会」開催！

事前セミナーが開催されました！

５月９日（火）、時津
本所において「ウルトラ
Ｄ」の事前セミナーが行
われ、本事業の趣旨と内
容の説明が行われました。
今年は、エリア２１、
げんきだまぷらす、シエスタ、セイコー堂、つ
かさ饅頭店の５店舗が参加します。
■日
時：平成２９年６月２３日（金）
講師の髙橋先生から、商売はその過程を楽し
１０：００～１６：００（要予約）
むことが醍醐味であり、それを満喫するとの話
※上記日程以外にも対応可能なことが
ありますのでお問い合わせください
に、全員熱心に耳を傾けていました。
■場
所：西そのぎ商工会（時津・長与支所）
セミナーが終わった後に個別で相談を行って
または相談員事務所
いる事業主の姿も見受けられ、本事業への関心
■相談内容：行政手続き、法律一般、税金、 が高まり、理解が深まったものと思われます。
不動産、年金、雇用に関すること等
■相 談 員：弁護士、税理士、司法書士、行政
書士、
土地家屋調査士、社会保険労務
第４回まちゼミ開催決定！！
士、中小企業診断士、経営指導員等
参加店募集中！
■申 込 み：同封のチラシで６月１６日（金）
５月１８日（木）商工会時津支所で「まちゼ
までにお申し込みください
ミ参加店会議」を行いました。
過去参加店１２店が出席し、昨年度開催時の
反省と、本年度まちゼミの実施スケジュールや
参加店舗増加の取り組みなどについて、活発に
一日公庫を開催します
意見を交わしました。
９月開催のまちゼミに向けて、参加店を募集
本会では、㈱日本政策金融公庫長崎支店（国 中です！
民生活事業）の協力を得て「一日公庫」を開催
まちゼミもっと知って頂くために、今月は
いたします。
「お店向けまちゼミ」を開催しますので、ぜひ
当日は公庫の融資担当者が来所し融資の相談等 ご参加ください。
に対応します。この機会をぜひご利用ください。
内容やお申し込み方法については同封のチラ
詳しくは、同封のチラシをご覧のうえ、お申 シをご覧ください。
込みください。
サービス部会では士業グループを中心として、
恒例の「なんでも相談会」を開催します。
相談会では、日常生活や事業経営で起こる様
々な悩みや疑問に対応します。
詳しくは同封のチラシをご覧のうえ、お申し
込みください。

■開催期日：平成２９年６月２２日（木）
■時間場所：時津支所（本所）
１０：００～１２：００
長与支所
１４：００～１６：００
■お申込み：６月１６日（金）までに借入申
込書、申告決算書等を商工会ま
でご提出ください。
■問合わせ：時津支所 ８８２－２２４０
（担当：堀・潮屋）
長与支所 ８８３－２１４５
（担当：中尾・津）

西そのぎ商工会で検索！

今後のまちゼミスケジュール
６月１０日（土） 「お店向けまちゼミ」の
実施
～２９日（木）
６月１４日（水）
１８：３０～

まちゼミ勉強会①
（時津支所）

６月１５日（木）
１４：３０～

まちゼミ勉強会②
（長与支所）

７月 ５日（水）
１８：００～

まちゼミ参加店説明会

９月中旬
～１０月中旬

「まちゼミin西そのぎ」
開催

西そのぎ商工会

検索
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詳細は商工会までお問い合わせください。

プレミアム商品券を販売します
とぎつプレミアム商品券
発 売 日 時

平成２９年７月２日（日）
１０：００～１２：００
（完売次第終了）

販 売 場 所

東部コミセン・北部コミセン・
西そのぎ商工会時津支所

有 効 期 間

平成２９年１２月３１日（日）迄
（６ヶ月間）

発

行

額 総額２,２００万円（２,０００セット）

●開 催 日：平成２９年８月６日（日）
９：００～１７：００
●会
場：長崎県高等技術専門校（長与町）
●競技職種：①鉄工②配管③建築板金④建築
大工⑤電工⑥機械加工（旋盤）
⑦冷凍空調機器施工
●優勝報酬：１０万円
※出場者数により変更となる場合があります

福利厚生委員会からのお知らせ

販 売 単 位 １０,０００円／１セット（１１,０００円分）
３セット／１人
購 入 限 度 ※全店舗使用可Ａ券 １１枚
大型店使用不可Ｂ券１１枚
換金手数料 無料
換 金 期 限 平成３０年１月３１日（水）

ながよ得とく商品券
発 売 日 時

平成２９年７月１７日（月・祝）
９：００～１６：００（完売次第終了）

販 売 場 所 長与町老人福祉センター大ホール
有 効 期 間
発

行

平成３０年１月１６日（火）迄
（６ヶ月間）

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）
３セット／１人
購 入 限 度 ※全店舗使用可Ａ券 １１枚
大型店使用不可Ｂ券１１枚
換金手数料 無料
換 金 期 限 平成３０年２月１５日（木）

商工会技能競技大会
出場者を募集！
地域産業の底上げと人材育成を目的として、
工業・建設部会が中心となり「技能競技大会」
を実施します。自社従業員の技術向上にぜひご
活用ください。

福利厚生委員会で企画・実施している各種事
業の詳細が決まりました。
①障害者・高齢者に対する接客研修（ユニ
バーサルマナー検定）
共催：西そのぎ商工会女性部
◆と き：７月２０日（木）
１３：３０～１６：３０
◆ところ：西そのぎ商工会本所（時津）
◆参加費：５千円
◆定 員：３０名
※受講するとユニバーサルマナー検定３級が
受講するとユニバーサルマナー検定３級が
取得できます！
取得できます
②第１０回事業所対抗ボウリング記念大会
◆と き：７月２６日（水）
１９：００スタート（集合１８：３０）
◆ところ：長崎ラッキーボウル（長崎市大橋町）
◆参加費：５千円／チーム（４名／１チーム）
◆募 集：先着２２チーム（定員になり次第終了）
※大会への賞品提供も募集します。
ご協力お願いいたします。
③健康診断事業
◆と き：９月１日（木）～１２月１５日（金）
◆ところ：時津中央クリニック（時津町浜田郷）
◆募 集：先着４００名
◆締 切：８月４日（金）
④長崎県中小企業等永年勤続者表彰
◆募集期間：７月３日（月）～８月３１日（木）
◆対 象 者：会員である同一中小企業等に
３０年以上にわたり勤務して
いる者
①については同封のチラシをご覧ください。
②・③・④は、会報７月号に同封します。

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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本格炭火焼きの焼鳥をぜひご賞味ください！

焼き鳥

ＡＥＣ藤田

とんがらし

時津にオープンし、地域のみなさまに支え
られ早１６年になりました。オープン当時よ
り、本格炭火焼きと当日に仕入れる新鮮なお
肉にこだわり、炭火の香りただようボリュー
ムある焼鳥を提供しております。
カウンターでゆっくり焼鳥とお酒を楽しむ
もよし、お座敷もある
ので、お子様連れなど
ご家族でもどうぞ。
サイドメニューも豊
富です。赤いとんがらし
の看板を目印に、ぜひ
ご来店ください。
住
所
Ｔ Ｅ Ｌ
営業時間
営業
時間
店 休 日

全ての工業製品物造りのご相談引受けます

ＡＥＣ藤田は、代表者が三菱重工の宇宙機
器関係の研究・開発に従事した実績を基にし
て、三菱重工の人工衛星搭載機器開発の技術
コンサルタントを主業務としています。
我が国で初の回収型人工
衛星『ＳＦＵ』にも関与し
ており、蓄積した技術力・
アイデアと人脈を通じて、
多くの工業製品の開発につ
いて、色々とアドバイスが
可能です。
無料で承りますので、お
気軽にご相談ください。
住
所
ＴＥＬ／ＦＡＸ
携帯番号
営業時間
営業
時間

時津町浦郷３０８－１
（８８１）３６６６
１７：３０～２４：００
日曜日

上期分源泉所得税 納付の準備を！
常時雇用者が１０人未満で、源泉所得税の
納期の特例の承認を受けている源泉徴収義
務者（事業所）の上期源泉納付期限は、７月
１０日（月）です。納付に関する準備をお忘
れなく！
なお、商工会税務相談所会員の事業所につ
いては、６月中旬に納付事務についての案内
はがきを送付しますので、給与台帳等の整備
をお願いします。

「マル経融資」申込みに係る金融審査会
第１回

６月１６日（金）

７月申込期限

７月１４日（金）

㈱日本政策金融公庫普通貸付

６月３０日（金）

（５月受付分）
（５月受付
分）

ヒロタ

代表者名

利率(年利％)
1.81～2.40％

業

種

廣田 弘道 建設業

マックスバリュ九州㈱ 池田
長与中央店

(平成２９年５月１７
(平成２
１７日現在)
日現在)

第２回

６月申込期限 締め切りました

事業所名

制度の種類

長与町高田郷２４７４－１６
（８５６）６８３４／（８５６）６６９８
０８０－１７２４－４５２０
９：００～１７：００

地区
時津

大 スーパーマーケット 長与

中央自動車整備 西村 繁彦 自動車整備

時津

㈱日本政策金融公庫経営改善貸付

1.11％

スマイルパートナー 町田 美紀 ミシン販売・教室 長与

県創業バックアップ資金

1.65％

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％

㈱JAPANトラスト
エンジニアリング 田中 清志 人材派遣
㈱トータルビュー
屋根工事、外壁
平岡 賢悟 塗装工事
ティー絆

６月１０日は「商工会の日」です

昭和３５年のこの日に「商工会組織等に関する法律」が施行されました

時津
長与

