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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。
【なんでも相談会】
■日 時：平成３０年１１月１６日（金）
１０ ： ００～１６ ： ００（要予約）
■場 所：西そのぎ商工会（時津・長与支所）
■相談内容：行政手続き、法律、税金、不動産、
雇用、労災、保険、年金、会社
のリスク管理に関すること
■相談員：弁護士、税理士、司法書士、行
政書士、土地家調査士、社会
保険労務士、中小企業診断士、
経営指導員等
■申込み：同封しているチラシで１１月１日
（木）までにお申し込みください。

ネットｄｅ記帳
経理業務の効率化に！
業務の効率化にネット de 記帳はいかがですか？
ネット de 記帳とは、インターネットを利用して
【い つ で も】 【ど こ で も】 【誰 に で も】
帳簿入力～電子申告が簡単に行える商工会お薦め
経理ソフトです。最大の特徴は操作方法などサ
ポートやアドバイスが簡単に行えます。
またデータの保護やセキュリティも一元管理で
安心。
ソフトのインストールやバージョンアップと
いった面倒な作業も一切発生しませんので、ぜひ
お問い合わせのうえ、お試しください。
西そのぎ商工会で検索！

「一日公庫」を開催します！
■日時・場所：１１月２２日（木）
時津支所１０：００～１２：００
長与支所１３：００～１６：００
■お申込み：１１月１６日（金）まで
※詳しくは、同封のチラシをご覧ください。

埼玉ながさき屋
１０月１３日オープン！
長崎県商工会連合会アンテナショップ『埼玉
ながさき屋』が、髙島屋大宮店地下２階に１０月１３
日（土）にオープンします。
長崎県には海に恵まれた食と文化、歴史や自
然、たくさんの魅力があります。
『埼玉ながさき屋』では長崎を代表するカステ
ラなどのお菓子をはじめ、水産加工品や麺類な
どの他、まだ知られていない長崎の魅力ある食
材や隠れた逸品、ここでしか買えない本物の長
崎の味を皆様にご紹介します。また店頭では、お
すすめ商品の試食を通じて多くのお客様に長崎
の味を知っていただき、長崎をより身近に感じ
ていただけるよういろいろな趣向も考えていま
す。
この『埼玉ながさき屋』に出品希望の方は、商
工会へご連絡ください。

西そのぎ商工会

検索
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第６回まちゼミ開催！
第６回「まちゼミ in 西そのぎ」を１０月１７日
（水）～１１月２０日（火）に開催します！
今回は１５店舗２０講座での実施となっており
ます。また、今回は「県下一斉まちゼミ」と銘
打って県下６市町で同時開催し、ＣＭ放送も放
映中です。
１０月１０日（水）にチラシを折り込みいたしま
すので、是非ご覧ください。

創業塾
「開業セミナー」で夢実現へ！
本会では、９月２日・８日・９日・１６日の４日
間に亘り創業塾「開業セミナー」を開催。創業
希望者から開業後間もない方まで１４名の方が参
加されました。
受講者は中小企業診
断士等の講師陣から新
規開業に必要な基礎知
識や経営のノウハウを
学び、日本政策金融公
庫の担当者から「融資
審査のチェックポイン
ト」や、先輩創業者から体験談等の講義も受
け、最終的にはビジネスプランの策定まで行い
ました。
受講者からは「創業に対する具体的な考え方
を学ぶことができた」「創業時の苦労話などを
聞くことができ大変参考になった」などの声も
聞かれ、グループワークで互いに意見を交わし
合う中で仲間づくりにも繋がり、夢実現へ向け
ての第一歩となりました。

長崎県最低賃金
平成３０年１０月６日から
１時間

７６２円
お問い合わせ先
長崎労働局賃金室☎095-801-0033
または最寄りの労働基準監督署
最低賃金に関する特設サイト
http://www.saiteichingin.info/

マル経融資（小規模事業者経営改善
資金融資制度）をご存知ですか？
マル経融資は、商工会等で経営指導（原則６ヵ
月以上）を受けた方に対し、無担保・無保証人
で日本政策金融公庫が融資を行う国の制度で
す。
【ご利用いただける方】
●常時使用する従業員が２０人（商業または
サービス業（宿泊業および娯楽業を除く）
に属する事業を主たる事業として営む方
については５人）以下の法人・個人事業
主の方 ※いわゆる小規模事業者
●最近１年以上、商工会地区内で事業を行っ
ている方
●商工会の経営・金融に関する指導を原則
６ヵ月以上受けており、事業改善に取り
組んでいる方
●税金（所得税、法人税、事業税、市町県
民税等）を完納している方
●日本政策金融公庫の非対象業種等に属し
ていない業種の事業を営んでいる方
【ご融資の条件】
●貸付限度額
２，０００万円
●返済期間
運転資金７年以内（据置期間１年以内）
設備資金 10 年以内（据置期間２年以内）
●担保・保証人
不要（保証協会の保証も不要です）
●利率

１． １１％（８／２４現在）

【こんな時にご活用ください】
●運転資金として
仕入資金、手形決済資金、給与・ボーナ
スの支払いなどに
●設備資金として
工場・店舗の改装資金、車両購入、機械
設備の購入などに
※ご相談・お申込みは、商工会各支所へご連絡
ください。

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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商工貯蓄共済へのご加入
ありがとうございました
９月１４日（金）まで実施しました「商工貯蓄共済
新規加入増強運動」は、期間中２７１口の新規加入
をいただき、県連の目標口数を上回る成果 (１６
０％) を上げることができました。
県下の商工会では５番目の成績でした。
ご加入いただきました会員皆様をはじめ、推進
にご協力いただきました役員・青年部・女性部
の皆様に心よりお礼申し上げます。

女性部活動報告
【地域再発見ウォークアラウンド】
１０月１８日（木）、
「地域再発見ウォークアラウン
ド」を開催いたします。
昨年の講習会で好評だった山口広助氏にガイ
ドをしていただき、中尾城公園から長与三彩、
長崎甚左衛門の墓まで、およそ二時間のコース
を歩きます。
日頃忙しい女性部員の方、健康のためにも、
地元の歴史散策に是非ご参加ください。
【長崎西彼地区ボウリング大会】
９月２日（日）長崎西彼地区の５商工会女性部が一
堂に会し、長崎ラッキーボウルにおいて、長崎西
彼地区ボウリング大会が開催されました。
西そのぎ商工会女性部も２チーム出場し、その結
果、団体戦では２位、ラッキー７賞という好成績を収
めました。また、個人戦では“炭火串焼き恕家”の安
木理沙さんが２位、“（有）長崎井上”の久米博子さん
が３位というすばらしい結果でした。
他地区商工会女性部員との交流もでき、大変有
意義な大会となりました。

第４回ながよオレンジマルシェ

開催！
今年も、ながよオレンジマルシェを開催します。
長与町、時津町をはじめ、町内外から人気の
約６０店舗が一堂に会し、「食」、「雑貨」、「お楽
しみ」等の各ブースが集い、たくさんのお客様
をお待ちしています。
詳しくは、ホームページやフェイスブックを
ご覧ください。
ＨＰ：http://orangemarche.com/
ＦＢ：https://www.facebook.com/nagayo.
orangemarche/

日時：平成３０年１１月４日（日）
９ ： ００～１５ ： ３０ ※小雨決行
場所：長与町海洋スポーツ交流館前
（長与町斉藤郷８４１－５）
お問合せ先：西そのぎ商工会長与支所
ＴＥＬ８８３－２１４５

とぎつふれあい産業まつりが
開催されます!
１１月１０日（土）・１１日（日）の２日間、イオン時津
店１階特設会場にて、とぎつふれあい産業まつりが
開催されます。時津町内のお店をＰＲし、町内の特
産品や工芸品を地元の方により知っていただくた
めのイベントです！
当日は、親子で楽しめるイベントショーや体験
ブースを設ける予定です。ぜひご来場ください！
日時：平成３０年１１月１０日（土）・１１日（日）
両日とも１０時～１７時
会場：イオン時津店１階屋外駐車場および
催事場
【出店募集条件】
①西そのぎ商工会員であって、時津町内に
実店舗（事業所）があること。また、会
費の未納がないこと（９月末まで）。
②販売品目は、時津町内で製造・販売して
いる特産品・加工品・工芸品等に限ります。
販売品目が本業とする範囲外の場合は出
店できません。
③その他、運営委員会が出店資格を認めたもの。
※募集締切日：１０月４日 ( 木 )１７時まで
（期日厳守）
商工会合併10周年記念

商工会長杯ゴルフ大会を
開催しました！
９月１６日（日）、長崎パークカントリークラブ
（西
海市）で、西そのぎ商工会合併１０周年を記念し、
ゴルフ大会を開催しました。
平成２５年以来５年ぶりの大会で、２４名が参
加。当日は天気に恵まれ、暑さとも戦いながら
のプレイでした。
川口亨さん（㈲川口
モーターサービス）の
）の
ホールインワンも飛び
出し、大いに盛り上が
りました。
団体の部では「セブンサッシ販売㈱」チームが
優勝、また、個人の部では、川口圭典さん（平
和建材）がプロ並みの成績で優勝されました。

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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自家製カスタードクリームが自慢です！

いろんな方のいろんな困りごと、お引き受けいたします！

ブーランジェリー コナ
西時津に開業して１１年、「おいしい♪」と言っ
ていただけるパンを作りたい！と頑張っています。
バゲットや季節のタルト、サンドイッチ、調理パン
など、毎日６０種類のパンをご用意しています。
１１月には、クリスマスに向けて、シュトーレンの
販売が始まります。お酒にも合うと、毎年ご好評
をいただいています。
イートインスペース
では、月１回程度、雑
貨のワンデーショップ等
も開催します。
焼き立てパンと一緒
にご来店をお待ちして
います。
ドラッ
グス
モリ時 トア
津店

☎ （８０１）７２８３
営 １０：００～１７：００
休 月曜・毎月１回不定休
🏠 西時津郷203-11

まるみつ
時津店

清水
病院
207

イオン時津店

１０月の行事予定表
3

水 管理職研修（１回目）

9

火 第４回女性部役員会

10

水 顧客囲い込みセミナー（商業）

長崎ベルナード観光通り物産展

水 管理職研修（２回目）

18

木 地域発見ウォークアラウンド（女性部）

22

月 金融審査委員会(予定)

27～28

月火
土日

☎ 0120-883-666
営 ９：００～
休 不定休
🏠 岡郷５４５

長与町民
体育館

長与ｼｰｻｲﾄﾞﾊﾟｰｸ
多目的広場

207

長与川

（但し、情報交換会には別途 4,000 円が必要です）
①国の制度だから

17

22～23

便利屋一心多助はお客様第一、安心・信頼をモッ
トーにお客様に喜んでいただけるよう日々頑張っ
ています！
片付け、不用品処分、エアコンクリーニングなどの
お掃除から、場所取り代行、探偵業務などなど、どん
なことでも一心多助にお任せください。「頼んでよ
かった」と思っていただける自信があります。
お客様の気持ちになって考え作業させていただ
き、アフターフォローも怠りません。地域密着だから
こその真心サービスで多くのお客様のお役に立ちた
いと考えています。
何かお困りごとがござい
ましたら、お気軽にお問い合
わせください。

【長崎県産学官金技術交流フェア】
日時 : 平成３０年１０月１１日（木）
開場 １３ ： ３０
開会 １４ ： ００
場所 : ホテルニュー長崎３階 鳳凰閣西の間 中退共は、国が
退職金制度です。
参加費：無料

マル経融資申込期限
土日

一心多助

技術系・工業系の企業様必見の交流会です。
お時間が取れるようであれば、是非お出かけください。

とぎつスタンプ会通常総会
13～14

便利屋

女性部県外研修（熊本県）

お問合せ先 : 長崎県産業財団（℡ ０９５７－５２－１１３８）
【九州・山口ベンチャーマーケット】
日時 : 平成３０年１０月１９日（金）
１０ ： ００～１９ ： ３０
場所：福岡国際会議場 ２階
参加費：無料

・新規加入や掛
を国が助成します

②掛金は全額非課
・節税に加え、手

（但し、大交流会には別途 4,000 円が必要です）

天神マルシェ出展（伴走者支援事業）

※詳細は公式ＷＥＢ『ＫＶＭ 九州』で検索

（９月受付分）

(平成３０年８月２４日現在)

㈱日本政策金融公庫経営改善貸付

1.11％

県創業バックアップ資金

1.65％

事業所名
代表者名
業 種
地区
ヤマダサッシ販売 山田 勇 サッシ、ガラス工事 長与
ひなた整骨院
持永 涼佑 整骨、整体
時津
ﾊﾟﾜｰｽﾄｰﾝ＆Handmade 森舒 理湖 天然石、手作りｱｸｾｻﾘｰ 長与
～花乃音～

長与町小規模企業振興資金

2.00％

ジーティーワークス 村岡 繁見 家具・建具の製作取付 時津

県経営安定資金（長期資金）

1.95％

㈲翠苑

制度の種類
㈱日本政策金融公庫普通貸付

利率(年利％)
2.06～2.65％

経営でお悩みの方はいませんか？

青木 紗代 介護施設・介護用品ﾚﾝﾀﾙ販売 長与

商工会会員 随時募集中です！

③

金
ま

