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選挙管理委員を選任
（第３回理事会開催）
１１月２４日（金）、第３回理事会を開催し
ました。
議題１．新会員の加入は、１０事業所が承認
されました。
議題２．来年度商工会役員の改選に伴う選挙
管理委員は、廣瀬範三氏（広瀬酒店）・立石久
男氏（㈲タイキ）・高石謙治氏（㈲高石自動車）・
柳原博史氏（やなぎはら）・市瀬好幸氏（商工
会事務局長）を選任しました。選挙管理委員の
役割は、公平中立な立場で商工会役員選任の円
滑化を図ることです。
また、来年度商工会役員に立候補を予定する
方に対して、１月１５日（月）１３：３０から
役員選任の方法や役員の権限と義務に関する説
明会の開催を予定しています。
（正式には３０年１月の会報同封書類でお知ら
せします。）

年末調整・確定申告の準備は
お早目に！
《税務相談所会員の皆様へ》
年末調整事務手続きの案内ハガキを、１２月
中旬までに郵送する予定です。関係書類の整備
をお願いします。
また、確定申告についても、決算準備表等を同
封していますので、併せて準備をお願いします。
納
期

納期の特例の承認を受け 平成３０年
ていない源泉徴収義務者
１月１０日（水）
（毎月納付）

限

納期の特例の承認を受け 平成３０年
ている源泉徴収義務者
１月２２日（月）
（年２回納付）

税務署から確定申告書用紙に代わり、お知ら
せハガキが送付されます。紛失がないよう保管
ください。
《確定申告について》
３月に入ると税務署の窓口は大変混み合いま
す。早めの提出をお勧めします。
なお、確定申告用紙は、本会支所にもあります。

表彰伝達式が開催されました
１１月２４日（金）
商工会において、表彰
式が開催されました。
受賞者の方々に表彰
状と記念品を贈呈し、
それぞれの分野で貢献
された功績をたたえました。
受賞者代表として、浅野玉成さんから、「技
能競技大会で最優秀賞を受賞したのを機に、会
社の発展のため益々尽力する」と謝辞が述べら
れました。
受賞者の皆さん、おめでとうございます。
（敬称略）

〈永年勤続知事表彰〉
川口 勝 (小嶺機械㈱)、古賀邦彦（長星
安全産業㈱）
〈全国商工会連合会会長表彰〉
廣田敏幸、山道義智、毎熊一太
（西そのぎ商工会理事）
〈技能競技大会表彰〉
浅野玉成（マチダ電気設備）、井手翔太（協
和機電工業㈱）、田中 慧（友岡冷機㈱）、
柿本裕也（長建工業㈱）

とぎつプレミアム商品券の使用期限は１２月３１日（日）です。換金期限は１月31日（水）です。
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「第４回まちゼミｉｎ西そのぎ」
結果報告会を開催しました
１１月２１日（火）長与
支所にて、「まちゼミ結果
報告会」を開催しました。
今年度のまちゼミは、
９月２１日（木）～１０月
２１日（土）の期間で実
施。延べ２９０人の受講があり、過去最多でし
た。報告会には参加店や報道機関など２４名が
出席しました。
実施事業者から「まちゼミを通してお客様
から気づかせてもらった」、「参加店同士の交
流で横の繋がりが強まった」、「後の集客に繋
がった」などの発表があり、まちゼミを地域に
広めていくことや今後の展望について話し合い
ました。
また、県内で実施中のまちゼミ団体が集まっ
て開催する「ながさきまちゼミフォーラム」が
予定されています。
平成３０年１０月には県下一斉まちゼミが開
催されます。是非ご期待ください！
【ながさきまちゼミフォーラム】
◆日時：平成３０年２月２６日（月）
１５：００～２０：００
◆場所：メルカつきまち５階ホール・会議室
(長崎市築町３－１８)
◆講師：岡崎まちゼミの会代表 松井洋一郎氏
若松まちゼミの会副代表 牛島源氏
◆内容：パネルディスカッション、交流会

工業部会・建設部会視察研修の
ご案内
両部会合同企画として、視察研修を下記の日
程で実施します。
今年の研修先は「ＪＲ西日本 博多総合車両
所」。運行制御のしくみ、車輌整備技術など新
幹線の裏側を見学できます。
参加申込は、商工会までご連絡ください。
◆日
時：１２月１９日（火）※日帰り※
◆視 察 先：ＪＲ西日本 博多総合車両所
（福岡県筑紫郡那珂川町）
◆事務担当：時津支所 山口・潮屋
長与支所 中尾・平野
新春交流会チケット販売中です！

障がい者雇用企業を
訪問しました
福利厚生委員会（毎熊一太
委員長）では、１１月２１日（火）
人手不足を障がい者雇用によ
り改善する可能性を探ろうと、
長与町でリネンサプライ事業
を営む長崎基準寝具㈲を訪問、森田泰社長のお
話を伺いました。
同社は、従業員９５名のうち２９名が障がい
者で、坂本光司氏の「日本でいちばん大切にし
たい会社シリーズ」にも、「幸せな職場の作り
方」で紹介されています。
社長から、「わが社は大家族のような職場で、
障がい者の頑張りが、健常者の技術の向上につ
ながり、会社全体のレベルアップになった。障
がい者を雇用していなかったら今の成長はない」
とお話がありました。
商工会では、今後も、障がい者雇用への理解、
企業の取り組みを支援していきます。

『ウルトラＤ事業』
成果報告会を開催しました
１１月２７日(月)、商
工会時津支所にて平成
２９年度「地域の核店舗
創業事業（ウルトラＤ事
業）」の成果報告会を開
催しました。
今年度は時津地区３事業所(エリア２１レス
トランさきの・げんきだまぷらす・居酒屋食堂
シエスタ)、長与地区２事業所(つかさ饅頭店・
㈲セイコー堂)を対象に実施してきました。
専門家には中小企業診断士の髙橋幸司氏を迎
え、６月から約半年間、各店舗で『やってみた
い』ことに一つ一つ丁寧に取り組んできました。
報告会では、参加した５店舗から取り組んだ
内容やその成果、及び今後取り組むべき課題や
目標等が発表されました。長与・時津両町からも
参加があり、多くの質問も寄せられていました。
講師からは「販売力の課題解決や強化が見受
けられた。これからも人・商品・売場の見直し
を継続してほしい。そしてやってみたいこと、
気付いた事は書き出して、丁寧に実行してもら
いたい。」と総評がありました。
参加店舗の取り組み姿勢は各店舗に行くと実感
できます。是非一度お店をのぞいてみてください。
新年のあいさつは、ぜひ新春交流会で！

Page 3

NISHISONOGI SHOKOKAI NEWS Vol.116

ながよオレンジマルシェ
大盛況のうちに終了！

女性部活動報告

平成２９年度長与商工
まつり（ながよオレンジ
マルシェ）が、長与町海
洋スポーツ交流館前広場
で１１月４日（土）
・５日（日）
の２日間開催されました。
３回目の開催となった
今回も、長与町をはじめ時津町・長崎市・佐世
保市・大村市等から出店があり、２日間で合計
９５店舗が参加する大規模な催しとなりました。
食・癒し・雑貨・美容など多様な内容で人気
の店舗には長蛇の列も見られました。
初日は強風の影響で時間を繰り上げて終了と
なりましたが、２日目は穏やかな天候に恵まれ、
入場者数も両日で１万２千人を超えるなど、こ
れまでを上回る盛況でした。

＜花いっぱい運動＞
１１月９日（木）、今年
２回目の花いっぱい運動を
行いました。商工会長与支
所前道路沿いに、パンジー
の苗とチューリップの球根
を植え込みました。
地域の方と触れ合いながらの約３０分の作業
でしたが、長与支所周辺の通りが花で彩られま
した。これからも女性部はまちづくり推進活動
に取り組んでいきます。
＜マイタウン子供ビジネススクール＞
１１月１６日（木）、女
性部の一大事業「マイタウ
ン子供ビジネススクール」
を開催しました。毎年行っ
ている本事業も、今年度で
１７回目を迎えました。
長与小学校の生徒も例年よりも数十名増加し
ており、今年は１５７名の児童が自分たちの住
む町にある店舗に出向き、「仕事」を体験しま
した。事前講習会で学んだ働く心構えやマナー
などを胸に、４２事業所での体験学習にのぞみ
ました。
どの児童も真剣な面持ちで仕事と向き合って
いる姿が見受けられ、学校生活では得られない
責任感や、お客さんのために創意工夫する精神
を体験できたようです。
児童からは「達成感があった」「接客の体験
を将来役立てたい」などの意見があり、地域の
将来を担う後継者育成や、子供たちの健全な育
成に繋がったように感じられました。
＜県外研修＞
１１月２７日
（月）
～２９日
（水）
、
女性部員等２０名が参加し、
沖縄県那覇市にて視察研修
を実施しました。おもてな
し宣言を掲げる国際通り屋
台村を視察し、立ち上げから現在に至るまでの
説明を受けました。
厳選された２０店舗が軒を並べ、店内はお客
様との最適な距離感でコミュニケーションが取
れる店構えで統一されており、足を踏み入れる
と心地よい空間のなかで、地産地消の食事とお
酒を提供し、地元をアピールしていました。
「地域の空き店舗活用などの参考になるので
はないか」との声も聞かれ、部員の方も熱心に
耳を傾けていました。

とぎつ産業まつり終了！
１１月１１日(土)・１２日（日）の２日間、
イオン時津店特設会場で『とぎつふれあい産業
まつり』を開催。時津町内の農・海産物や加工
品など２１店舗が出店し、期間中に約８，０００人
の来場がありました。
農協のみかん掴み取りや漁協のマグロの解体
ショー、カキ焼きには、秋の恵みを楽しむ人々
で大いに賑わいを見せました。日本紙器㈱ダン
ボールパークには、夢中になり時が経つのも忘
れる子供たちが見かけられました。
今年初めての取り組み
として、「ものづくり体
験コーナー」を実施。
ステンドグラス（無限
工房）、木工雑貨（元尾
工務店）、ハーバリウム
（ＭＭ：ｍｉｃｒｏｍａｃｒｏ）は、
１時間も並ぶ人気ぶり。“ジャグリング”や、
かわち家の“紙芝居”など、大勢の親子連れが
楽しむ姿が見られました。
出店者はお店の存在を知ってもらい、商品や
サービスをＰＲする絶好の機会となりました。
全国的に大型商業施設の進出が相次ぐなか、
大型店の集客力と個店の魅力をマッチさせたこ
のまつりは、両者の共存共栄を図り、地域の賑
わいの創出に寄与するため、商工会は今後も開
催に協力していきます。

商工会合併１０周年記念講演会は「そこまで言って委員会」の加藤清隆氏が講演されます！

整理券が必要です。

Page 4

NISHISONOGI SHOKOKAI NEWS Vol.116

安心安全な家

大切なお洋服を、いつまでも美しく

㈲あすなろ住宅

㈲ハッピードライ

住まいの中に危険だ、不便だなと思う所は
ありませんか。小さな修繕から新築、増改築、
介護リフォームなど住まいに関する事を、豊
富な知識と長年の経験で、親切丁寧に設計施
工いたします。お気軽にご相談ください。
また、地域その周辺エリアでの賃貸物件、
売買物件探しは、地域密着店の当店へお任せ
ください。女性スタッ
フが笑顔で対応してい
ます。
皆様のご来店、お問
い合わせを、心よりお待
ちいたしております。

創業より４８年、伝統的な技術に新しい技術
を導入し、お客様に喜んでいたただけるよう、
一着一着丁寧にお手入れいたしております。
一般材料のお手入れの他に、革製品・和服
のお手入れ、寝具のクリーニングと打ち直し、
しみ抜き、リフォームとお客様の色々な御要
望にお応えできるよう
に、努力いたしており
ます。
長与吉無田、長与駅
前店、時津浜田店もど
うぞよろしくお願いい
たします。

☎ （８８２）６４３１
営 ９：００～１８：００
休 日曜・祝祭日
🏠 左底郷８８-５

左底

12月の行事予定表
1- 1／
４

平成３０年新春交流会チケット販売

1～

商工会合併１０周年記念講演会申込受付

1,4 金・月
18,20 月・水 伴走型支援事業専門家派遣
22,27 金・水
1,18 金・月 消費税円滑化対策専門家派遣
水 第５回リビングラボ
6
7

木 ㈱日本政策金融公庫定例相談会（要予約）

8

金 ６次産業化プランナー派遣
金融審査会１２月申込期限

12

火 時津警察署クリスマスツリー飾りつけ

19

火 工業・建設部会視察研修

☎ （８８７）１８７８
営 ７：３０～１９：００
休 日曜日、祝祭日
🏠 高田郷１２６０-９

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。
（１１月末現在）
支援企業数

３９社

経営分析・経営計画策定支援
延べ回数

１０９回

商談件数

４件

物産展参加社数

４社

商⼯会は１２⽉２９⽇
（⾦）〜１⽉３⽇
（⽔）
まで閉館
します。
ご⽤の⽅はお早めにお願いいたします。

（１１
１１月受付分）
月受付分）

新年のごあいさつは、新春交流会で
今回は商工会合併１０周年記念講演で、
「そこまで言って委員会」の加藤清隆氏が時
局を語ります。
交流会は３００人規模。ぜひ新年のあいさ
つの場にご利用ください。

事業所名

代表者名

業

種

地区

居酒屋カラオケ 直 相川 直子 居酒屋

時津

ながさき介護タク
吉田
シー

時津

㈱日本政策金融公庫金利情報（１１月１０日現在）
*普通貸付 1.81～2.40％ *経営改善貸付 1.11％

誠 介護タクシー

