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暮らしと事業「なんでも相談会」
を開催します！
「なんでも相談会」では、日々の暮らしや事
業経営で起こる様々な悩みや疑問の相談に、本
会サービス部会士業グループが中心となって無
料で対応します。
行政手続、法律、税金、相続、不動産、雇用、
労働保険、年金に関することなど、なんでもご
相談ください。
■日

時：１１月１７日（金）
１０時～１６時（要予約）
■場
所：西そのぎ商工会（時津・長与支所）
または相談員事務所
■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
保険労務士 他
■申込期限：１１月９日（木）

〈まちゼミ成果報告会〉
●日時：１１月２１日(火) １９：００～
●場所：商工会長与支所２Ｆ研修室

第３回 長与町地域経済活性化
会議を開催しました
１０月１６日（月）１９：００より第３回長
与町地域経済活性化会議を開催しました。
前回、多くの小規模事業者等が課題とした「個
店のＰＲ対策」をテーマに協議を行いました。
今年度、具体的に取り組み可能な対策として
「地域商店街マップ」の作成に取り組むという
結論に至り、特に中央商店街マップについてリ
ニューアルを図っていくこととなりました。
今後、その内容等について
魅力ある商店街マップが作成
できるよう、本委員会で更に
協議を行ってまいります。

第４回 まちゼミin西そのぎ
好評のうちに終了！

時津町合同企業面談会

９月２１日～１０月２１日の
期間開催したまちゼミは、全日
程、盛況のうちに終了しました！
全部で２３店舗３２講座が開
講され、町内外問わずたくさん
の方に受講いただきました。
今年もまた、９月２８日の長崎新聞にまちゼ
ミの模様が掲載されました。地域活性化の取り
組みとして、ますます注目を浴びています。
今回の成果について右記のとおり報告会を開
催し、各参加店から報告をしていただきます。
興味のある方はどなたでも参加できます！別
添のチラシよりお申込みください。

時津町合同企業面談会（時津町主催・後援西そ
のぎ商工会他）が、町内の就職促進を目的とし
て、１０月２８日（土）に時津町役場第二庁舎
四階会議室で開催されました。
平成３０年３月卒業予定の大
学・短大・高専・専門学校・高
校生／ＵＩターン者が対象。町
内企業は１２社で、職種は、建
設施工管理職、インテリアコーディネーター、
製造機械のオペレーター、総合職等様々な分野
でした。
会場は、企業担当者の説明に真剣な表情で耳
を傾ける光景が散見されました。

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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管理職研修 開催しました
１０月４日（水）及び１８日（水）の日程で、
管理職研修を開催。１１事業所から１６名が参
加しました。
本年度は中小企業大学
校直方校と連携して企画。
本来なら同大学校に入
校しないと受講できない
カリキュラムを、特別に
本会で開催しました。
講義内容は、同大学講師の中小企業診断士の
空直美先生の指導で、「部下のやる気を引き出
して成果を高めるマネジメント」「トラブルに
負けない強い組織づくりのためのマネジメント
」をテーマに、座学とグループ演習を交えた実
践的なものでした。受講者はリーダーシップや
部下とのコミュニケーションの図り方の難しさ
などを感じながら、理解
を深めていきました。
また、講義終了後には
各テーマ毎に受講者全員
に大学校から修了証書が
授与されました。

創造事業“ウルトラＤ”
報告会が開催されます！
“イケメンコンサルタント”髙橋先生の指導
のもと、「商売の『醍醐味』を満喫しよう！」
をテーマに「ウルトラＤ事業」に取り組んでき
ました。
この半年間、参加店が取り組んできた成果を
報告会にて発表します。
詳しくは同封のチラシをご確認ください。多
数のご参加をお待ちしております。
■日時：１１月２７日（月）１５：００～
■場所：商工会時津支所３階研修室

長崎高等技術専門校が施設を開放し、地域の
方々との交流と職業能力に対する理解を深めるた
め、「みんなの技能のひろば」が開催されます。
訓練生が製作した作品の展示即
売や、ものづくり体験教室などを
行います。ぜひお越しください。
◆日

時：１１月１９日（日）
１０：００～１４：３０
◆場 所：長崎県立長崎高等技術専門校
長与町高田郷５４７－２１
◆催し物：
ものづくり体験教室、体験コーナー、も
のづくりファミリー教室、作品展示即売、
入校相談コーナー
◆その他のイベント：
チャレンジ７、長与町物産展、ふれあい
バザール、ふれあいショップ、アトラク
ション（抽選会）
◆特別イベント：和太鼓演奏、マーチング
◆問い合わせ先：
長崎県立長崎高等技術専門校 企画広報室
☎８８７－５６７１

軽減税率対策補助金申請受付期間
いよいよ平成30年1月31日まで
消費税軽減税率制度（複数税率）への対応が
必要となる中小企業・小規模事業者等の方々が、
複数税率対応レジの導入や、受発注システム改
善などにあたって、その経費の一部を補助する
制度です。
消費税の軽減税率制度は、平成３１年１０月
１日から実施予定ですので、検討中の方はお早
めに申請ください。
タブレット・スマートフォン 購入代金の１／２
レシートプリンター

口座振替のお知らせ
本年度第３回会費等の口座振替は、１１月
１５日（水）となっています。
残高の確認をお願いいたします。
また、振替口座の変更等ありま
したら、お早めにご連絡ください。
西そのぎ商工会で検索！

バーコードリーダー／キャッシュドロア 購入代金の２／３
ルーター
＜お問合せ＞
軽減税率対策補助金事務局
☎０５７０－０８１－２２２
西そのぎ商工会

検索
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とぎつふれあい産業まつりが
開催されます

女性部講習会を開催しました
去る１０月１０日（火）
女性部講習会を開催い
たしました。
コミュニケーション
アドバイザーの峰下
和子先生をお招きし、
【女性経営者として
～「おもてなし」につながる心がけ～】をテー
マに、ご自身の体験を交えてご講演いただきま
した。
好感を持たれる為には第一印象が重要です。
髪型、服装・身だしなみに気をつけましょう。
笑顔の作り方など自分を素敵に見せる動作を
実演しながら、終始アットホームな雰囲気に包
まれていました。
また挨拶ひとつに
しても、「今日はい
い天気ですね」とひ
と言添えるなど心が
け次第で「おもてな
し」に繋がっていく
ことを学びました。
参加いだだいた方々の中には、笑顔で会場を
出られる方も多く、大変有意義な２時間を過ご
すことができました。

ながよオレンジマルシェ
いよいよ開催です！
ながよオレンジマルシェを、今年は２日間に
延長して開催します！
長与町をはじめ時津町、長崎市、佐世保市、
大村市等から約１００店舗が一堂に会し「食」
「癒し」「雑貨」等のコーナーの各ブースでは、
たくさんのお客様をお待ちしています。
また今年も長崎外国語大学とタイアップし、
同大学学園祭とオレンジマルシェをつなぐシャ
トルバスを運行予定です。
詳しくはオレンジマルシェＦａｃｅｂｏｏｋをご覧
ください。
◆日

時：１１月４日（土） １０：００～１６：００
５日（日） １０：００～１５：００
◆場 所：長与港西側埋立地
（長与町斉藤郷１１０６－８）

来る１１月１１日（土）、１２日（日）の二
日間、「イオン時津店」１階の屋外駐車場で、
「とぎつ産業まつり」が開催されます。
町内から選りすぐり
の２１店舗が出店。み
かんなどの新鮮な農産
物や大村湾の魚介類、
カキ焼き、とぎつ饅頭、
パン、ケーキなどのス
イーツも販売されます。
オープニングの紅白餅の配布をはじめ、もち
つき、マグロの解体ショー、ジャグリング、紙
芝居などイベント盛り沢山です。
今年の目玉は、親子で楽し
める「ものづくり体験コー
ナー」と「段ボール遊具」。
町内外の皆さんのご来場を
お待ちしております。
１１日（土）、１２日（日）
は「イオン時津店」へＧＯ！

今年も開催！
『西そのぎコレクションｖｏｌ.５』！
今年度で５回目を迎える
『西そのぎコレクション』
を、ＪＲ長崎駅かもめ広場
で開催します！
また、今回は新上五島町
商工会とタイアップ！
地元産の食品や加工品などを持ちより、長崎
市へ向けＰＲ！各事業所の人気商品の販売を行
います。
出店をご希望の方は同封文書でお申込みくだ
さい。
●日
●場

時：平成３０年１月２０日（土）～２１日（日）
両日１０：００～１６：００
所：ＪＲ長崎駅前かもめ広場

※管理元等の出店審査により品目によっては、
出店をお断りする場合もあります

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
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たこ焼きの概念を覆し、熱々の鉄板でいただけます！

お客様のより良い暮らしをサポートいたします

たこボウ

㈱ルヴァン

たこ焼きやお好み焼き、焼きそば等を熱々
の鉄板に乗せたまま提供しています。
お持ち帰りも出来ます。粉ものだけじゃな
く、サイドメニューも充実しています。
おススメの人気メニューは「昔ながらのナ
ポリタン」です。アルコールも各種取り揃え
ています。
平成２７年２月のオー
プン以来、夫婦二人アッ
トホームな雰囲気でお客
様をお迎えしています。
是非、ご来店ください。

長与・時津・長崎北部を中心に、住まいに
関する全てのサービスを地域密着で展開して
います。地域密着だからこそ知りえるエリア
の細かな情報をお客様へお伝えいたします。
住まいの「購入」「売却」「賃貸」「リフォー
ム」「新築」など、ご要望に応えるため、親
切・丁寧・迅速に対応いたします。
不動産のご相談・
査定・見積を無料で
行っておりますので、
お気軽にお問い合わ
せ・ご来店ください。

住
所
Ｔ Ｅ Ｌ
営業時間
営業
時間
店 休 日

時津町浦郷４４１-４ 村木ビル２０１
０８０-１７１５-４８５９
１８：００～２３：００
水曜日

住
所
ＴＥＬ／ＦＡＸ
営業時間
営業
時間
店 休 日

11月の行事予定表
4-5 土・日 ながよオレンジマルシェ
6 月 マイタウン事前講習会
8 水 一日公庫
経営発達支援事業評価検討委員会
販売戦略・販路開拓セミナー

9

木 花いっぱい運動

５５５作戦 展開中！
「５年内に売上又は経常利益５％増の企業
を５０社創る」ことを目標に、伴走型支援を
行っています。

（１０月末現在）

支援企業数

３８社

経営分析・経営計画策定支援
延べ回数

９７回

商談件数

４件

物産展参加社数

４社

長崎南北幹線道路要望活動

11-12
14
16
17

土・日 とぎつふれあい産業まつり
火 第４回リビングラボ
木 マイタウン子供ビジネススクール
金 なんでも相談会

長与町嬉里郷４２２
（８６０）５７７０／（８６０）５７７１
９：００～１９：００（日祝１８：００まで）
水曜日

金融審査会１１月申込期限

21
24

火 まちゼミ結果報告会
金 永年勤続知事・全国連会長・技能競技大会表彰式
第３回理事会

25
27

（１０
１０月受付分）
月受付分）
事業所名

土 開業セミナー個別相談会
月 ウルトラＤ報告会

代表者名

業

種

地区

洋風ダイニング
ひだるか

古里 晋介 居酒屋

時津

長濱軽運送

長濱 重喜 運送業

時津

税務相談運営協議会

27-29 月・水 女性部視察研修（沖縄）

㈱日本政策金融公庫金利情報（１０月１２日現在）
*普通貸付 1.81～2.40％ *経営改善貸付 1.11％

