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　１１月２７日（火）商工会本所において、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。
　受賞者の皆さん、おめ
でとうございます。
　受賞者は以下のとおりです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　　　　　（敬称略）

 〈永年勤続従業員長崎県知事表彰〉
　福田　清（小嶺機械㈱）、松尾　孝（長星安全産業㈱）
　村田一也（㈱大東エンジニアリング）

 〈中小企業庁長官表彰〉
　優良商工会女性部：西そのぎ商工会女性部　

 〈西そのぎ商工会技能競技大会表彰〉
　優　秀　賞：山口賢太（協和機電工業㈱）
　商工会長賞：平埜勝史郎（㈱大東エンジニアリング）
　奨　励　賞：柏山航輝（協和機電工業㈱）
              土本将大、蜂谷眞一（出口工業㈱）

表彰伝達式が開催されました表彰伝達式が開催されました

西そのぎ商工会で検索！　　　　　　　西そのぎ商工会 検索

　１１月２７日（火）、第４回理事会が開催されました。
会議では、以下の議題について審議をした結果、一
部継続事項としたうえで原案どおりに承認されま
した。

 （１）議題
　　①会員加入の件
　　②新春交流会の件
　　③商工会事業見直しに係る答申書の件
　　④地域電力の件
　　⑤消防団活動の充実強化に向けた支援に関
　　　する協定の件
　　⑥西日本豪雨被害に係る義援金の拠出の件
　　⑦指導用軽車輛の買い替えの件

 （２）報告事項
　　　商工貯蓄共済の推進結果について　他

　今後さらに、組織の強化・会員への支援に向け
て、役職員一体となって事業を推進していきます。

理事会報告理事会報告

　このほど、商工会事業見直し委員会（廣田委員長）
から、会長及び理事会へ答申書が提出されました。
　西そのぎ商工会も合併１０年が過ぎました。この
間、時代は変革し商工会の役割・使命も大きく変容
してきました。
　そこで、商工会がこれまで行ってきた事業につい
て検証することを目的として、引き続き推進するも
の、見直しが必要なもの、終了するものへ仕分けを
行ったものです。
　今後、この答申書をベースに、商工会がさらに発
展し、会員ニーズに沿った伴走型事業を推進してい
くために精査していきます。

「商工会事業見直しに係る答申書」
が提出されました

「商工会事業見直しに係る答申書」
が提出されました

日時：平成３１年１月１０日 (木 )１８：００～
場所：長崎ロイヤルチェスターホテル
会費：５,０００円

新春交流会を開催します！新春交流会を開催します！

　恒例の新春交流会を開催します。
今回も、長与・時津の会員相互の交流と親睦を図
ることを目的として、町内外の来賓も多数お招き
し、３００名規模の交流会となります。
　皆様のご参加をお願いします。参加ご希望の方
は、同封の申込書にてお申し込みください。

た功績をたたえました。
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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。

第６回まちゼミin西そのぎ
終了！

第６回まちゼミin西そのぎ
終了！

　１０月１７日（水）～１１月２０日（火）まで開催しまし
たまちゼミは、全日程、盛況のうちに終了しまし
た！全部で１５店舗２０講座が開講され、町内・町外
問わずたくさんの方に受講いただきました。
　今回のまちゼミは、県下一斉まちゼミとして６地
域で同時期に開催し、テレビＣＭも放送するなど、
例年にない試みとなりました。

工業部会・建設部会
視察研修のご案内
工業部会・建設部会
視察研修のご案内

　本年度の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。今年の研修先は福岡県うきは
市にある「筑水キャニコム」です。
　３年前、両部会合同セミナーでもお世話になりま
した「義理と人情の演歌経営」でお馴染みの農産業機
械メーカーです。ユニークな製品ネーミングに基づ
く「ものづくり工場」を訪ねます。
　参加申込については、商工会までご連絡ください。

　日　時：平成３０年１２月２０日（木）※日帰り※
　視察先：㈱筑水キャニコム（ＣＡＮＹＣＯＭ）

　　　　　（福岡県うきは市吉井町福益９０-１）

年末調整・確定申告の
準備はお早目に！

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ので、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。

日時：平成３１年１月１５日（火）１４ ： ００～
場所：西そのぎ商工会本所３Ｆ会議室
　　　　（時津町浦郷）
講師：勝 直哉 税理士（勝税理士事務所）他
※飲食部会以外の方も出席が可能です。
　申込は詳細チラシにてお願いします。

飲食部会主催

「消費税軽減税率対応セミナー」
開催

飲食部会主催

「消費税軽減税率対応セミナー」
開催

　いよいよ２０１９年１０月より消費税率は１０％と
なり、同時に軽減税率制度もスタート予定です。
　事務は煩雑さを増し、区分経理が重要となっ
て参ります。今回は消費税の申告がない事業者
の方にも関連があります。
　また、税率は年途中から変わ
ります。軽減税率を含めての
レジの対応は大丈夫ですか？
　専門家が様々な角度から分
かり易く解説いたします。

日時：平成３０年１２月１７日（月）
　　　　　　　　　　　　１３ ： ３０～１６ ： ００
場所：長崎市立図書館 多目的ホール
    　　（長崎市興善町 1-1）
内容：第一部　サイバー犯罪の現状と対策
　　　　　　　　　県警本部　警務部警務課
　　　第二部　実被害から考える
　　　　　　　　　　セキュリティ対策
　　　　　あいおいニッセイ同和損害保険㈱
　　　　　　　　　　　　　サイバー保険室
主催：あいおいニッセイ同和損害保険㈱
協力：長崎県警察本警務部警務課
　　　　サイバーセキュリティ戦略室
参加申込・お問合わせ先：
　あいおいニッセイ同和損害保険㈱長崎支店
　　　　　　　セミナー事務局（江村・石井）
　TEL(０９５)８２６-７２８５　FAX（０９５）８２７-２１８８

知らなかったでは済まされない？
 サイバー犯罪に備える基礎講座

源
泉
徴
収
税

納

期

限

納期の特例の承認を受け
ていない源泉徴収義務者
（毎月納付）

納期の特例の承認を受け
ている源泉徴収義務者
（年２回納付）

平成３１年

 １月１０日（木）

平成３１年

 １月２１日（月）

《確定申告について》
　税務署の窓口（Ｈ３１年２月１８日受付開始）で申告さ
れる方については、３月に入ると大変込み合います
ので、申告書は早めに提出することをお勧めします。
　また電子申告を利用されている方、及び税務相談
所会員の皆様については、税務署から確定申告書用
紙の代わりにお知らせハガキが送られてきますの
で、紛失等されないようご注意ください。
　なお、確定申告書等の用紙が必要な方は、本会各支
所にも準備してますのでご利用ください。

　次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推
進法に基づく「一般事業主行動計画」により、
職場環境の改善を目的として、商工会も毎週
水曜日に【ＮО残業デー】を実
施いたします。
　ご迷惑をおかけしますが、ご
理解、ご協力をよろしくお願い
致します。

「ＮО残業デー」に
       ご協力ください
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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！

暮らしと事業「なんでも相談会」
を開催しました！

暮らしと事業「なんでも相談会」
を開催しました！

　本会サービス部会では、士業グループの専門家
による「なんでも相談会」を、
１１月１６日（金）に開催しました。
　相談会では事業所や地域住
民の皆様の日常生活や事業経
営で起こる様々な悩みや疑問
に対してアドバイスをしていただきました。

青年部講習会を
開催しました！
青年部講習会を
開催しました！

　１１月１０日（土）に北京・ロンドンパラリンピッ
ク日本代表の中西麻耶選手を講師として招き、「あ
きらめなければ、夢はかなう」をテーマに中西選手
の生い立ちや経験などをお話しいただきました。
　中西選手の困難に負け
ず、諦めずに挑戦し続ける
姿勢に参加者の皆様も感
銘を受けておられました。
　また、大切なのは勇気が
有る、無いではなく勇気を
出すか出さないかであり、是非勇気を出し
続け、勇気を育てて欲しいと締められました。

ながよオレンジマルシェ
大盛況のうちに終了！

ながよオレンジマルシェ
大盛況のうちに終了！

　　　　　　　　　　平成３０年度第４回ながよオ
　　　　　　　　　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（日）秋晴れのもと開催
　　　　　　　　　されました。
  長与町をはじめ時津町、長
崎市、佐世保市、大村市等から
６４店舗が集結し、食・雑貨・
お楽しみの各ブースに分かれ、
約１万人が来場し、各店舗とも
大盛況のうちに終了しました。

とぎつふれあい
産業まつり 終了！
とぎつふれあい

産業まつり 終了！

　また、１１月１２日（月）には第
１８回マイタウン子供ビジネス
スクールを開催し、長与小学校
６年生１４１名が、町内のスーパー
や洋菓子店、介護福祉施設の３４
事業所で２時間の職場体験を行いました。
　　　　　　　　　　事前に開催された講習会で
　　　　　　　　　“仕事”についての心構えやマ
　　　　　　　　　ナーを学んでの実地体験とい
　　　　　　　　　うこともあり、どの生徒も緊
　　　　　　　　　張した面持ちで業務に携わっ
　　　　　　　　　ていました。仕事を終えて学
校へ帰ってきた生徒たちの表情は、体験先へ出発
した時よりも少し大人になっており短時間で様々
なことを吸収してきたことが窺がえました。
　来年は１７０名近くの生徒数を予定していますの
で、長与小学校近隣の事業所の方、生徒の受け入れ
のご協力をよろしくお願いいたします。

　１１月１０日（土）・１１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。時津町内の食品等の製造販売事業者や農・海
産物や加工品業者など２１店舗が出店し、２日間累計
で約１万２千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、日本紙器㈱ダンボールパーク
には、時がたつのも忘れて夢中になる子供たちの
姿が見られました。また、昨年大変好評だった「も
のづくり体験コーナー」を本年度も実施。木工雑貨

（元尾工務店）・タイルクラフト
（paleta）・ステンドグラス（無
限工房）・ドライフラワーアレン
ジ（M:M micromacro）体験や、か
わち家の“ちんどん”“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。

のづくり体験コーナー」を本年度も実施。木工雑貨

ドライフラワーアレン

など、大勢の親子連れが楽しむ姿が見られました。

時間の職場体験を行いました。事業所で 時間の職場体験を行いました。
　　　　　　　　　　事前に開催された講習会で
　　　　　　　　　“仕事”についての心構えやマ
　　　　　　　　　ナーを学んでの実地体験とい
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　張した面持ちで業務に携わっ
　　　　　　　　　ていました。仕事を終えて学
校へ帰ってきた生徒たちの表情は、体験先へ出発

女性部活動報告女性部活動報告

　１１月８日（木）に実施した花いっぱい運動では、長
与支所周辺の道路沿いにパンジーの苗やチュー
リップの球根を植えました。曇り空ではありました
が、道路沿いは鮮やかな花で彩られました。
　来春、色とりどりのチューリップが咲く
のが楽しみです。

に対してアドバイスをしていただきました。

未使用の商品券はありませんか？

《商品券使用期限》
　・とぎつプレミアム商品券　
　　　　　　　　平成３０年１２月３１日（月）迄

　・ながよ得とく商品券
　　　　　　　　平成３１年　１月１４日（月）迄

の生い立ちや経験などをお話しいただきました。

出すか出さないかであり、是非勇気を出し
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㈲ワルツの森ひさ家㈲ワルツの森ひさ家
　創業５０年、長与に店を構えて４２年程になります。
　本店を改装し、中央市場と併せて一つの店舗で
多彩な商品が揃えられるようになりました。
　お勧めは、しっとり焼きあげた「まいどーな
つ」、卵黄たっぷりの「こっちゃんプリン」、甘さ
控えめの生クリームを使用した「ゆいちゃんのみ
るふわ」等々。
　和菓子は、季節を感じさせる生菓子やおばんざ
い、昔ながらの酒まんじゅう
です。
　お近くにお越しの際は是非
お立ち寄りください。
　スタッフ一同、心よりお待
ちしております。

☎

営

休

🏠

地域密着、地元の方々に愛されるお店地域密着、地元の方々に愛されるお店

質＆買取マエダ 時津店質＆買取マエダ 時津店
　質＆買取マエダ時津店です。お蔭さまで今年
で１５年目を迎えました。
　これまで多くのお客様にご利用いただき心よ
り感謝しております。
　急な出費の際にはお気軽に質預かりをご利用
ください。
　また貴金属やブランド品、
生前整理・遺品整理のお品物
があればお買取りさせていた
だきます。
　査定は無料です。店舗前に
無料駐車場もございますので、
お車でもお越しいただけます。
　是非、ご来店ください。

☎

営

休

🏠

０９５（８８２）５１４１

１０：００～１９：３０

1月１・2日、８月１４・15日

浦郷４６１-１

皆様に親しまれて１５年！！皆様に親しまれて１５年！！

１２月の行事予定表

長崎西彼地区女性部全体講習会
国金定例相談会
ＢＣＰ策定支援セミナー
まちゼミ成果報告会
マル経融資申込期限（予定）
金融審査委員会(予定)
工業・建設部会合同視察研修
仕事納め式

日
水

月
水
木
金

０９５（８８３）５８４０

９：００～１９：００
水曜日
（祝祭日は営業）

嬉里郷４６０-１

2

5

10

19

20

28

商工会長与支所

十八銀行
長与支店

２０７

２０６

西そのぎ
商工会本所

十八銀行
時津支店

（１１月受付分）

　　事業所名 　　代表者名　　　業　種　　地区

　　　　　 制度の種類    利率(年利％)

㈱日本政策金融公庫普通貸付  　2.06～2.65％

㈱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％

長与町小規模企業振興資金
　　　　　　　　　　  　　2.00％
　　　（利子補給制度あり）

県経営安定資金（長期資金）  　　1.95％

(平成３０年１１月９日現在)

経営でお悩みの方はいませんか？　商工会会員 随時募集中です！

Ｐ

ＢＲＩＤＧＥ

㈲オートハウスアツ

㈱チョープロ

嶋田　文啓

川浪　淳博

荒木　健治

ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟ・喫茶

ｵｰﾄﾊﾞｲ販売、修理

ガス供給業

時津

時津

長与商工会は１２月２９日（土）～１月３日（木）まで閉館
します。ご用の方はお早めにお願いいたします。

平成３０年度ウォームビズ
の取組について

平成３０年度ウォームビズ
の取組について

　県（環境部環境政策課）より、地球温暖化対策や省
エネ対策の一環として、暖房によるエネルギー使用
量が増加する冬季において、働きやすく暖かい服装
の励行などを行うウォームビズの取組について、下
記のとおり周知依頼がありました。
　会員の皆さまの、ご協力をお願いいたします。

１．取組内容
　　節電、地球温暖化対策推進のため、冬季の暖房温
　　度は１９℃程度を目安に適正に管理を行い、働き
　　やすく暖かい服装で業務を行う。

２．取組期間
　　平成３０年１２月１日（土）
　　　　　　　　　～平成３１年３月３１日（日）
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