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平成３０年度

通常総会

■会長に川口氏、副会長に廣田氏と毎熊氏を選任
５月２３日、長崎ロイヤルチェスターホテル
で通常総会を開催しました。総会では、初めに
山崎会長が「働き方改革な
どの様々な環境変化に会員
企業が適切に対応できるよ
う、商工会は伴走型での
会員支援に積極的に取り組
んでいく。」との挨拶の後、
議長に柳原氏を選任して議事が始まりました。
そして７つの提出議案は、全て原案どおり承
認されました。特に今回は任期満了による役員
改選も行われ、新役員が選任されました。
なお新役員の名簿は右記のとおり。
■新会長挨拶
西そのぎ商工会 会長 川口義己
この度の通常総会において、西そのぎ商工会
の第３代会長に選任されました。
微力ではございますが、山崎前会長の方針を
引き継ぎ、西そのぎ地域経済の活性化と、会員
企業のよりどころとしての商工会運営に努力し
ていきたいと存じます。会員皆様並びに関係各
位のご支援、ご協力をどうぞよろしくお願い申
し上げます。
ご承知のとおり、日本経済は、総じて好景気
が安定的に推移していくものと思われますが、
トランプリスクなどの不安定要因もあり、予断
を許さない状況にあります。特に当地区では、
人手不足、コスト増などにより需給バランスに
ミスマッチが生じており、経済の好循環を体感
するまでには至っていないのが実情と言えま
しょう。
このような中にあって、商工会では、経営計
画の策定支援など伴走型での会員支援の取り組
みをこれまで以上に行っていく所存でございま
す。
６月１０日は「商工会の日」です

どうか、会員の皆様におかれましては、活気
あるこの西そのぎ地域の強みを活用して、企業
の発展に努めていただきたいと存じます。商工
会はそのために様々な形でサポートさせていた
だきますので、積極的にご利用ください。
最後になりましたが、会員企業の皆様の繁栄
と西そのぎ地域の発展を祈念致しまして、新会
長としてのご挨拶とさせていただきます。
氏 名
役職名
会 長 川口 義己
副 会 長 廣田 敏幸
毎熊 一太
理 事 西岡 克之
宮崎 泰幸
入江 和義
山道 義智
濵田日出人
橋口 政行
出口雄一郎
辻村 栄蔵
元尾 和博
髙木 重寛
向井 文康
山内 俊一
西本
正
井石八千代
丸山 周二
前田
稔
金子 和明
小川 倫平
池嵜裕二郎
尾﨑 光輝
松田 桐子
健
監 事 吉澤
有川 正弘

事業所名
㈲オランダ屋企画
割烹 満寿美
大同印刷㈲
長崎食庵けっさく
㈱グランディカンパニー
㈱大東エンジニアリング
酒の山道
㈲浜田不動産
プレタポルテ ロワール
出口工業㈱
㈱オオクラ
㈲元尾鉄工所
㈱長崎車輌センター
総合塗装プレシャス
エリア２１
ロハス新商
㈱井石
まるやま商店
㈱前田商会
金子ハイツ
㈱ラッキーモーターサービス
㈱裕翔
㈲サン・レインボー
松田ＡＰ
㈱ヤマハマリン西九州
有川石材店

地区
時津
時津
長与
長与
時津
時津
長与
時津
長与
長与
時津
時津
時津
時津
時津
長与
長与
時津
時津
長与
長与
長与
青年部長
女性部長

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
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第５回まちゼミ開催決定！！

一日公庫を開催します！

４月１３日（金）商工会時津支所で「まちゼ
ミ参加店説明会」を行いました。
過去参加店１４店が出席し、本年度まちゼミ
の実施スケジュールや、参加店舗を増やす取り
組み、昨年度開催時の反省などについて、活発
に意見を交わしました。
また、講師として岡崎まちゼミの会代表の松
井洋一郎氏をお招きし、他のまちゼミの最新情
報や講座の作り方などを教えていただきまし
た。６月下旬から開催のまちゼミに向けて、準
備を進めております！

先月号でもご案内のとおり、今年も㈱日本政
策金融公庫長崎支店（国民生活事業）の協力の
もと「一日公庫」を開催いたします。
当日は公庫の融資担当者が来会し融資の相談
等に対応します。
この機会をぜひご利用ください。

今後のまちゼミスケジュール
今後のまちゼミスケジュール
６月１２日（火）
１７：００～

まちゼミ勉強会
（時津支所）

６月２５日（月）

「まちゼミin西そのぎ」
開催

～７月２１日（土）

暮らしと事業

「なんでも相談会」開催！
本会サービス部会では、士業グループを中心と
して、本年度も「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。
■日

時：平成３０年６月２２日（金）
１０：００～１６：００（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
■相談内容：行政手続き、法律、税金、不動
産、雇用、労災、保険、年金等に関
すること
■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、中小企業診断士、経営指導員等
■お申込み：会報（5月号）に同封していたチ
ラシで６月１４日（木）までにお
申し込みください。

■開催期日：平成３０年６月２２日（金）
■時間場所：長与支所
１０：００～１２：００
時津支所（本所）
１４：００～１６：００
■お申込み：６月１３日（水）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。
■お問合せ：時津支所 ８８２－２２４０
（担当：堀）
長与支所 ８８３－２１４５
（担当：田中）

店舗の展示・ディスプレイ
専門家の個別指導！
（消費税軽減税率対応窓口相談事業）

５月７日（月）～５月９日（水）三日間に亘
り売場作りのコンサル小松美貴氏（センス＆セ
オリー代表）をお呼びし、管内７件の洋品店や
雑貨店の商品展示・ディスプレイの指導をして
いただきました。
一例として、ショッピングモールにある店舗
のオーナーさんは、店頭
で顧客を立ち止まらせる
ための商品配置、商品ご
との販促品の使い方など
実践形式で指導を受けら
れました。それぞれの店
舗の大抵のオーナーさんが、今回このような専
門家に指導や意見を仰ぐのが初めて、今までは
我流や仕入れ先のメーカーさんからの助言程度
だとして、真剣なまなざしで熱心に指導を受け
られていました。
尚、このような店舗の展示・ディスプレイの
専門家の個別指導を希望される方は、最寄りの
支所にご相談ください。
まだまだ無料で専門家の派遣が可能です。こ
のほかにも商品のパッケージデザイン等の専門
家派遣もございます。

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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とぎつプレミアム商品券・
ながよ得とく商品券を販売します

とぎつプレミアム商品券
平成３０年７月１日（日）
発 売 日 時
９：３０～１２：００
（完売次第終了）
販 売 場 所

コスモス会館・北部コミセン・
西そのぎ商工会時津支所

有 効 期 間 平成３０年１２月３１日（月）迄
発

行

■開催日：平成３０年８月５日（日）
９：００～１７：００
■会

場：長崎県立高等技術専門校（長与）

■競技職種：①鉄工 ②電工
③機械加工（旋盤）
④冷凍空調機器施工
■優勝報酬：１０万円（予定）
※出場者数により変更となる
場合があります。

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）

女性部
ヘルシークリーンウォーキング

購 入 限 度 ３セット／１人
５月１７日（木）にヘルシークリーンウォー
キングを実施いたしました。
商工会館のある浦郷を出
換 金 期 限 平成３１年１月３１日（木）
発し、ウォーターフロント
公園と崎野自然公園の清掃
活動を行いました。
ながよ得とく商品券
小雨の降る曇り空ではあ
平成３０年７月１５日（日）
りましたが、参加部員11名で空き缶やたばこの
発 売 日 時
９：００～１４：００（完売次第終了） 吸い殻などのごみを拾い集め、地域の方々とふ
れあいながらの健康的で賑やかな清掃・美化活
販 売 場 所 長与町老人福祉センター大ホール
動となりました。
また、６月２１日(木)に花いっぱい運動の開
有 効 期 間 平成３１年１月１４日（月）迄
催を予定しています。
商工会女性部は、地域貢献事業を実施してお
発 行 額 総額２,２００万円（２,０００セット）
ります。興味のあられる方、時津・長与の発展
のため、是非ご一緒に活動されてみませんか？
販 売 単 位 １０,０００円／１セット（１１,０００円分）
換金手数料 無料

購 入 限 度 ３セット／１人

部会総会日程（予定）

換金手数料 無料
換 金 期 限 平成３１年２月１５日（金）
※全店舗使用可Ａ券
１１枚
大型店使用不可Ｂ券 １１枚

商工会技能競技大会
出場者を募集！！
ものづくり技術者における技術力の向上及び
人材育成等を目的として、本年度も工業・建設
部会主催で下記「技能競技大会」を実施いたし
ます。詳細は商工会までお問い合わせくださ
い。

■飲食部会
日 時：６月中旬以降
場 所：時津支所
■サービス部会
日 時：６月２７日（水） １８：００～
場 所：時津支所
■工業・建設部会
日 時：６月２６日（火） １８：００～
場 所：時津支所
■商業部会
日 時：６月中旬
場 所：長与支所

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！

