Page 1

NISHISONOGI SHOKOKAI NEWS Vol.119

119

2018.3.1

〒851-2105 長崎県西彼杵郡時津町浦郷428-14
TEL095-882-2240／FAX095-882-0521
E-mail:nishisonogi@shokokai-nagasaki.or.jp
〒851-2128 長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷431-4
TEL095-883-2145／FAX095-883-2149
E-mail:nishisonogi@shokokai-nagasaki.or.jp

商工会役員講習会と会員大会
２月８日(木)、ＮＢＣビデオホールで商工会
役員講習会と会員大会が開催されました。県下
２１商工会の商工会役員が結集しました。本会
からは、１１名が参加しました。
□役員講習会
内容は、①宮崎県日南市
からシャッター商店街を蘇
らせた油津応援団の黒田泰
裕氏の講演。
商店街の再生は、商業問
題ではなく、街づくりであること。成功した要因
は地域コミュニケーションと、６名の仲間が揃っ
たこと。また、ＩＴ企業などを外部から商店街
へ誘致したことなどを力説されました。
②県連廣地域振興課長から商工会中期計画の
説明。商工会の支援事業が商品開発や販路開拓
など、企業利益を生み出すために従来より一歩
踏み出した支援を行えることになった。
これからは、外貨を獲得するための企業支援
に重点をおく。そしてその成果が地域経済の好
循環を生み出すようにしたい。
□会員大会
「地方創生と中小・小規模企業の成長・持続
的発展を目指して」大会は開催されました。
県連副会長の山崎会長が宣言文案を朗読。「繁
栄企業の創出による地方再生を目指す」ことが、
全会一致で決議されました。

時津警察から感謝状贈呈
２月６日(火)時津警察業務に功労があったと
して、森崎署長から本会に「地域安全推進功労」
経営でお悩みの方はいませんか？

感謝状が贈呈されました。
これは、商工会の地域の
安心安全への取り組みや福
利厚生委員会の幼稚園児等
に対する安全イベントへの
参加が評価されたものです。
当日の受賞式は、時津警察署員約７０名が見
守るなか、山崎会長が受賞しました。

伴走型支援事業（５５５作戦）
需要開拓実施中！
本事業では小規模事業者の事業計画に基づく
取り組みを支援しています。
その計画の実現を図る需要開拓の取り組み事
例を紹介します。
①広報用パンフレット「TSU-NA（つうな）」作成
町内の小規模な店舗や工房に
スポットを当て、こだわりの商
品や店主の思いを特集。「ツウ
な人」に向けて新しいお土産品
を紹介するコンセプトで「くる
りのパン」「ステンドグラス無
限工房」「燻製工房熏助」「お
かし工房Ｌｏｃｏ」「長与カラ
フル」の５事業所を掲載してい
ます。（会報２月号に同封していたものです。
今一度ご覧ください。）
②ＪＰふるさと小包チラシの作成
ご当地商品を販売する「ふるさと小包チラシ」
を３事業所が作成。くるりのパンの「レモンケー
キ」、ステンドグラス無限工房の「おやすみラ
イト」、長与カラフルの「ジャムとオリーブオ
イル」を郵便局窓口で販売中です。
町内の郵便局窓口に、ギフト等に役立つチラ
シが用意されます。ぜひご利用ください！
商工会会員 随時募集中です！
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確定申告は期限内に！

フレッシュマンを即戦力に！

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。また、マイナンバー
の提出も必要です。
なお、商工会税相会員以外の方で、確定申告
に関する税務署への相談は、ＮＢＣ別館で行わ
れています。（税務署窓口では提出の受付のみ
です。ご注意ください)。

新年度に向けて、新入社員を迎える企業も多
いことと思います。
新社会人からは、「学生から社会人となるた
めの準備を整えたい」といった思いが、受け入
れ企業からは「即戦力として活躍して欲しい！」
といった期待が。「何を新入社員研修にしたら
よいのか」といったお悩みを聞く機会も少なく
ありません。
そこで、商工会では毎年好評の新入社員研修
を開催いたします。
この研修では、専門講師による講義や模擬実
習など、複数事業所が集まることで、中小企業
が単独では実施しづらいロールプレイやディス
カッションも実現できます。加えて、業種を越
えた人脈を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、新入社員の皆様をご派遣ください。研
修内容などの詳細は、同封のチラシをご覧くだ
さい。

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

節税でお悩みの方へ
皆さん所得税・消費税の確定申告はもうお済
になられましたか？
期間内に申告しないとペナルティが課せられ
ます。
来期の節税対策にはこれが一番！
●エース的存在の「小規模企業共済」
この共済は、事業主の退職金制度ですが、節
税の点では、年額最高８４万の所得控除が受け
られます。生命保険控除の旧で年額最高５万、
新で４万に比べ、圧倒的な差があります。
所得税や住民税の軽減には、非常に頼もしい
存在と云えます。
事業を廃業する時や役員を退任する時の解約
金は退職所得控除等も受けられ、非常に有利に
はたらきます。
●いぶし銀の「経営セーフティ共済」
掛金は必要経費や損金として取り扱われ、取
引先に不測の事態が発生した場合の為に積んで
おく共済。本来は、連鎖倒産を防ぐための目的
でできたものです。
近年では中小企業、特に法人が業績が良い場
合などに決算期前の段階で年払い等前納などの
テクニックを用いて、節税するものとして活用
されています。
以前は「倒産防止共済」と言われましたが、
ソフトな響きの「経営セーフティ共済」と変わ
り、銀行等からの貸付を受けられない非対象事
業者の方も加入が可能となっています。

新入社員研修

◆日
◆場
◆対

時：４月１１日（水）、１２日（木）
所：商工会時津支所３階研修室
象：新入社員及び若手社員
（入社３年程度まで）
◆内 容：
①コミュニケーション力を身につける
②即戦力として働くためのＩＴスキル
③組織人としての自覚とチームビルディング
◆参加費：５，０００円／１人
（教材費、昼食代含む）

青年部講習会を開催しました！
２月２５日（日）に、
㈱集中力代表取締役の森
健次朗氏を講師として招
き、今すぐに実践できる
集中力発揮法セミナーを
開催しました。
４０名以上の参加があり、姿勢を正す方法、
深呼吸のコツ、リラックス方法、肩こりを解決
する方法などの実演があり、受講者は効果を実
感されていました。
また、一流アスリートの考え方を交えて成功
する心構えや習慣を紹介され、参加者みなさま
にとって大変実りあるセミナーとなりました。

会報のバックナンバーは、商工会ホームページ「時津・長与ウォーカー」でご覧いただけます。
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豆まきで地域に貢献

補助金公募、間近！

＜福利厚生員会＞
２月２日(金)、時津警
察署との共催による防犯
豆まきが、時津幼稚園で
開催されました。
園児への防犯講習と地
域交流を目的としたもの
で、福利厚生委員会から入江委員が参加し、商
工会よりお菓子のプレゼントをしました。
“鍵にゃん”も登場し、園児達は大興奮の中、
鬼を退治して福を呼び込みました。
＜青年部＞
２月２日（金）、時津町
総合福祉センターにある
「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
行事を盛り上げました。
青年部の施設訪問は毎年恒例となっており、
楽しみにしている園児やお年寄りも多いそうです。
今後もこのような機会を通して、地域への貢
献を行うとともに、商工会のＰＲに役立ちたい
と思います。

国の補正予算による中小企業・小規模事業者
向け補助金がまもなく公募されます。申請を検
討中の方は、お早めにご相談ください。
■小規模事業者持続化補助金
小規模事業者の販路開拓への取り組みを支援
補助上限５０万円（補助率２／３・増額要件あり）
■ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業
中小企業・小規模事業者の生産性向上に資す
る革新的サービス開発・試作品開発・生産プロ
セスの改善を支援
一般型：補助上限１,０００万円（補助率１／２）
小規模型：補助上限５００万円
（補助率１／２・小規模事業者は２／３）
企業間データ活用型：補助上限１,０００万円／者
（補助率２／３・連携は１０者まで）
※情報は現時点でのものです。最新情報は商
工会ＨＰでご確認ください。

商業・サービス部会
合同視察研修を実施
２月６日（火）・７日（水）
の２日間、商業・サービス
部会の視察研修を東京で実
施し、「東京インターナショ
ナルギフトショー」を視察
しました。
ギフトショーは日本最大のトレードショー（見
本市）として注目されており、約５，０００社が出
展しています。このショーは取引拡大の場とし
て活用されており、こだわりをもって生産する
小規模メーカーなども多数出展しています。
参加した部会員はそれぞれの業種で目に留まっ
たメーカーや生産者と名刺交換や商談を行い、
取引先の候補を多数見つけていました。
参加者からは「九州にない商品をいち早く
チェックすることができた」「取引したい企業
が見つかった」などの声が聴かれ、自らの事業
に直接役立つ研修となりました。

「ながさきまちゼミフォーラム」
開催されました！
まちゼミ地域が集まり、「ま
ちゼミフォーラム」が２月
２６日（月）にメルカつきま
ちで開催されました。
まちゼミとは何なのか、ど
ういう趣旨で行われているのかという話。パネ
ルディスカッションでは、各地域の情報を交換
しました。本会からはパネリストとして、橋口
商業部会長が参加しました。
県内だけでなく県外から約１５０名の参加が
あり、「まちゼミ」を通じて人が繋がっている
ことが実感できる催しでした。
長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産
構成資産を保護するための寄附のお願い

構成資産の多くが離島や
半島にあり、高齢化や人口
減少が著しく進む中、構成
資産を保護するための修復
費用の確保が大きな課題と
なっています。
そのため、長崎県では寄附の受け皿となる基
金を創設し、修復費用を助成しています。
現在、商工会にて受け付けていますので、皆
さまのご協力をお願いいたします。

売上を伸ばしたい、販路開拓したい、商品開発をしたい・・・商工会がお手伝いします！
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洋服のお直し・リフォームはお任せください！

アツアツのピザをお届けします

マジックミシン時津

ピザクルサ長与店

洋服のお直しサービスから、脱着のしやす
さのためのユニバーサルファッションリフォー
ムや、学生服のネーム入れなど丁寧に対応い
たします。
壊れたファスナーの交換やダメージの補修、
バッグの修理も致します！
ボタンつけ一つか
ら承りますので、お
気軽にスタッフまで
ご相談くださいませ。
一緒に働いてくれ
るスタッフも募集し
ています。

長与町・時津町を中心に宅配ピザをお届け
しています。
長崎のチェーン店なので、地域に根ざした
活動ができるように心がけています。
一から手づくりの生地にこだわりの食材や
チーズをトッピングしたアツアツのピザをお
客様に召し上がって
いただけるよう、心
を込めてお届けいた
します。

パチンコ店
207

イオン時津店

（イオン時津店２Ｆ）

☎ （８１３）４７８８
営 １１：００～２２：００
休 年中無休
🏠 嬉里郷５３６-１

8

木 広報委員会
㈱日本政策金融公庫定例相談会（要予約）

9

金 第１回金融審査会申込期限

11

日 青年部コーフボール大会

15

木 確定申告締切

16

金 まちゼミ勉強会

19

月 Facebook活用セミナー（まちゼミ勉強会）

22

木 第５回理事会

23

金 女性部役員会

ファミマ
パチンコ店

５５５作戦 展開中！

3月の行事予定表
税務相談所会員確定申告受付期間

長与川

長与町→

☎ （８８２）０８５３
営 １０：００～２０：００
休 年中無休
🏠 浜田郷７５１-５

「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。
（２月末現在）
支援企業

３９社

経営分析・経営計画策定支援

延べ１３６回

販路開拓支援

５社

事業計画策定

２１社

フォローアップ
目標達成企業（率）

延べ４８回
２０社（４０％）

第２回金融審査会申込期限
27

火 商工会役員立候補届出受付開始

第５回 長与シーサイドマルシェ
食・雑貨・癒しのこだわりのお店が約６０
店舗集います。今年も抽選会や楽しいイベン
トが盛りだくさん！ぜひご来場ください。
◆開催日：３月１８日（日） １０：００～１５：００
◆開催地：長与シーサイドパーク

事業所名
第一生命保険㈱
新長崎営業オフィス

（２月受付分）
月受付分）
代表者名
業
鬼塚

勝直哉税理士事務所 勝

種

地区

恵 保険勧誘員

長与

直 哉 税理士

時津

タチカワ㈱長崎支店 町田 一臣 事務機器販売

時津

５１ｔ（いっついっと） 松永 正一 飲食店

長与

㈱日本政策金融公庫金利情報（２月９日現在）
*普通貸付 1.81～2.40％ *経営改善貸付 1.11％

