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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！

令和元年度　通常総会案内令和元年度　通常総会案内

ネットｄｅ記帳
～「普及促進運動」実施中～

ネットｄｅ記帳
～「普及促進運動」実施中～

　つきましては、右記
ＱＲコードを読み取っ
ていただき、友だち登
録していただくか、商
工会のＨＰより友だち
登録ボタンをクリック
していただき、ご登録
をお願いします。

　本会では、この度ＬＩＮＥ公式アカウント（旧
ＬＩＮＥ＠）の認証済アカウントを取得し、本格運
用を開始します。
　会員皆様に有益な情報等をＬＩＮＥを通じてご
案内できればと考えています。
　そこで、まずはより多くの会員の方に友だち
登録をしていただき、有効に活用できればと思
います。

■通常総会を開催します
　令和元年度の通常総会を下記のとおり開催しま
す。
　本年度は、定款変更、手数料改正等をはじめ、伴
走型支援の取り組み状況の報告など、大切な案件
もありますので、会員皆様の参加をお待ちしてお
ります。
　正式な開催案内は同封の文書をご確認くださ
い。

　■開催日時：５月２２日（水）１６ ： ００～
　■開催場所：長崎ロイヤルチェスターホテル

■第１回理事会を開催しました
　４月２３日（火）、本年度第１回理事会を開催しまし
た。
　会議では、通常総会への提出議案などについて
審議し、原案どおり承認されました。
　今後、本年度の商工会の活動方針について総会
でご承認をいただいたうえで、会員事業所の個社
支援をこれまで以上に強化し、伴走型による会員
事業所の経営支援を積極的に展開していくことと
いたします。

ＬＩＮＥ公式アカウントの

運用を開始します！
ＬＩＮＥ公式アカウントの

運用を開始します！

　商工会では、インターネットを利用して帳簿
入力や集計ができるシステム「ネットｄｅ記帳」
をお勧めしています。
　経理ソフト及びデータ等を商工会連合会が一
元管理していますので、データの保護やセキュ
リティも安心してお使いいただけます。
　インターネットに接続できる環境があれば、
いつでもどこでも、すぐに利用できます。
　日々の取引を自社で管理したいという方に最
適です。お気軽にご相談ください。

　【消費税軽減税率対応窓口相談事業】
　　１事業者１回２時間で次の日程で、ネット
　　ｄｅ記帳の利用方法等の個別相談会を実
　　施いたします。

　　日程　５月２８日（火）　２９日（水）
　　　　　６月　４日（火）　　５日（水）
　　　　　６月１１日（火）　１２日（水）　

　【ネットｄｅ記帳の便利ポイント】
　◆どこでも使えてとっても便利！
　◆わかるまで、できるまでしっかりサポート！
　◆低予算で手間いらず！
　◆データ管理も安心！
　◆簡単操作で申告まで！
　◆部門や事業別の管理ができる！
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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。

平成30年度第2次補正予算
「事業承継補助金」の公募が

開始されました！

平成30年度第2次補正予算
「事業承継補助金」の公募が

開始されました！

キャッシュレス決済の
支援事業について

キャッシュレス決済の
支援事業について

　事業承継補助金は、事業承継やＭ＆Ａなどを
きっかけとした、中小企業の新しいチャレンジ
を応援する制度です。経営者の交代後に経営革
新等を行う場合（Ⅰ型）や、事業の再編・統合等
の実施後に経営革新等を行う場合（Ⅱ型）に、必
要な経費を補助します。
　なお、平成２８年４月１日～令和元年１２月３１日の
間に事業承継を行う必要があります。その他詳
細については、関連サイトにてご確認ください。

新入社員研修を開催しました！新入社員研修を開催しました！

　４月１０日（水）、新入社員研修を開催しました。
　本年度は６事業所から１５人が参加。今回も事
業所の人材育成に対する積極的な取り組み姿勢
が現れていました。
　今回は２名の講師
により実施。午前中
は㈱ビジネスナビ
ゲーター主任コン
サルタントで社会
保険労務士でもあ
る野村香先生より、
社会人としての自覚や組織人としての意識、
チームビルディングの重要性などについて学び
　　　　　　　　　　　　ました。また、午後か
　　　　　　　　　　　　らはフリーランスア
　　　　　　　　　　　　ナウンサーでコミュ
　　　　　　　　　　　　ニケーションアドバ
　　　　　　　　　　　　イザーでもある峰下
　　　　　　　　　　　　和子先生より、「コ　
　　　　　　　　　　　　ミュニケーション力
　　　　　　　　　　　　を身につけよう！」
をテーマに“美しいお辞儀の仕方”から“正しい
敬語の使い方”など社会人として恥ずかしくな
いマナーについて学びました。
　本年度は１日のみの開
催でしたが、研修終了後に
は社会人としての決意も
新たに凛々しい姿を見せ
ていただきました。
　商工会では、これからも
地域で頑張る方々を応援し、
雇用の増加に繋がるように
支援を行っていきます！

社会人としての自覚や組織人としての意識、

　　　　　　　　　　　　ました。また、午後か
　　　　　　　　　　　　らはフリーランスア
　　　　　　　　　　　　ナウンサーでコミュ
　　　　　　　　　　　　ニケーションアドバ
　　　　　　　　　　　　イザーでもある峰下
　　　　　　　　　　　　和子先生より、「コ　
　　　　　　　　　　　　ミュニケーション力
　　　　　　　　　　　　を身につけよう！」

　令和元年１０月１日の消費税率引き上げに伴
い、消費税率引き上げ後の一定期間に限り、中
小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を
使ったポイント還元・割引を支援します。

　①決済端末等の導入補助
　　　条件に沿って中小・
　　　小規模事業者がキャッ
　　　シュレス決済を導入
　　　する際に、必要な端末
　　　等導入費用の１／３を
　　　決済事業者が負担す
　　　ることを前提に、残り
　　　の２／３を国が補助します。

　②決済手数料の補助
　　　条件に沿って中小・小規模事業者が
　　　キャッシュレス決済を行う際に、決済
　　　事業者に支払う加盟店手数料（３．２５％
　　　以下）の１／３を期間中補助します。

　※詳しくは、キャッシュレス・消費者還元
　　事業ＨＰ（https://cashless.go.jp/）にてご
　　確認いただくか、商工会までお問い合わ
　　せください。

　■申請受付期間：
　　　平成３１年４月１２日（金）
　　　　　　～令和元年５月３１日（金）１９ ： ００
　　※本年度より原則として、電子申請のみの
　　　受付となります。
　■問合せ先：
　　　平成３０年度第２次補正 事業承継補助金
　　　事務局（℡０３－６２６４－２６８４）
　■中小企業庁サイト（平成３０年度第２次補正
　　予算事業承継補助金の公募について）
　　　https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/
　　　　　　shoukei/2019/190329shoukei.htm
　■事業承継補助金サイト
　　　https://www.shokei-hojo.jp 
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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！

女性部通常総会が
開催されました

女性部通常総会が
開催されました

青年部総会終了
～新部長に池嵜氏～
青年部総会終了
～新部長に池嵜氏～

ＬＩＮＥ公式アカウント＋ＬＩＮＥ Ｐａｙ
導入＆活用セミナーを開催します！

ＬＩＮＥ公式アカウント＋ＬＩＮＥ Ｐａｙ
導入＆活用セミナーを開催します！

　４月２２日（月）、西そのぎ商工会時津支所で青
年部通常総会を開催。
　３０年度事業実績・本年度事業計画などについ
て審議し、すべて原案どおり可決承認されまし
た。
　また、本年度は役員
改選が行われ、新部長
に池嵜裕二郎氏が就任
しました。
　青年部新役員は以下
のとおりです。

役職

部長

副部長

常任委員

監査委員

氏　名

池嵜裕二郎

守屋　　誓

池田　直樹

浜田　秀行

石谷　彰教

今村勇二郎

笹田　健一

髙橋　可哉

松尾　健治

尾﨑　光輝

　　　事業所名

㈱裕翔

スナックうれ里

㈲かどや産業

㈲時津車輌商会

セキヤホーム

㈲いまむら

design ARJUNA

大同印刷㈲

㈲松尾部品商会

㈲サン・レインボー

「消費税軽減税率制度と
キャッシュレス」セミナーを

開催します！

「消費税軽減税率制度と
キャッシュレス」セミナーを

開催します！

　キャッシュレス（クレジットカード・電子マ
ネー・ＱＲコードなど）で支払った消費者に対し
て、買い物で使えるポイント（最大５％分）を提供
する仕組みが、消費税引き上げ後から９ヶ月間実
施される予定になっています。そこで、今回は軽
減税率制度とキャッシュレスについて研修しま
す。
　是非この機会にご参加ください。

 ■開催日時：６月１３日（木）１６ ： ００～１８ ： ００
 ■開催場所：西そのぎ商工会本所３階研修室
 ■参加費用：無料
 ■参加申込：６月７日（金）　
 　　　　　　※事前にお申込みください。
 ■問合せ先　西そのぎ商工会 経営支援課
 ■主な内容
 　①第１部　軽減税率制度
 　　・軽減税率制度ってなに？
 　　・日々の取引や経理にどのような影響が
 　　　あるの？
 　②第２部　キャッシュレス
 　　・キャッシュレスってなに？その背景は？
　 　・ポイント還元ってどんな制度なの？

※その他の詳細および申込みについては、同封
　のチラシでご確認ください。

　５月２７日（月）１４ ： ００より本会本所で、「ＬＩＮＥ
公式アカウント＋ＬＩＮＥ　Ｐａｙ導入＆活用セミ
ナー」を開催します。
　「ＬＩＮＥ公式アカウント」とは、ＬＩＮＥ＠のサー
ビス統合に伴い、フリープランのサービス内容
等も充実し、４月１８日より新たな名称としてス
タートしたサービスです。
　そこで今回は、ＬＩＮＥ　Ｐａｙ㈱の渡辺宏一郎氏
を講師に迎え、導入から運用までの流れを初心
者にも分かりやすくお話していただきます。
　つきましては、同封のチラシをご覧いただき、
５月２０日（月）までにお申し込みください。

 ■開催日時：５月２７日（月）１４ ： ００～１６ ： ００
 ■開催場所：西そのぎ商工会本所３階研修室
 ■講　　師：渡辺宏一郎氏
　　　　　 　（ＬＩＮＥ　Ｐａｙ㈱事業開発室 戦略チーム）
 ■定　　員：５０名（先着順）

　４月１８日（木）、長与町岡郷の割烹なかがわに
おいて、女性部の通常総会が本人出席数２７名で
開催されました。
　第１号議案・平成３０年度事業実績、同収支決
算及び貸借対照表の件、「地域再発見ウォークラ
アラウンド」や「マイ
タウン子供ビジネス
スクール」両事業を
昨年に引続き実施す
る計画等、第２号議案
令和元年度の事業計
画・収支予算（案）が
可決承認されました。
　会議終了後の懇親会においては、美味しい料
理に舌鼓を打ちながらそれぞれ女性ならではの
話に花が咲き、また参加者のグループより「令
和」の時代に向けて格調高く吟詠の披露も行わ
れるなど、終始和やかなムードで進行されまし
た。　
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５月の行事予定表

ムラセ自転車商会ムラセ自転車商会

　サイクリングにオススメのクロスバイクや
ロードバイク、電動アシスト付き自転車など
幅広く取り扱っております。
　アフターサービス、メンテナンスは、おまか
せください。
　自転車を、購
入・修理でご検
討されている方、
是非、専門店の当
店で！！
　よろしくお願
いいたします。

☎

営

休

🏠

サイクリングにオススメ！！サイクリングにオススメ！！

エーシーエスエーシーエス

　５月より店舗をリニューアルし、心機一転、
スタッフ皆で真心込めてお客様をお迎えして
おります。
　月々１万円で新車に乗れる「新車市場」、「１００
円レンタカー」もご好評いただいております。
　これからは保険も含めた、皆様のカーライ
フのお手伝いなど、何かお困りごとがござい
ましたらお気
軽にお立ち寄
りください。
　笑顔でお待
ちしておりま
す♪

☎

営

休

🏠

（８８２）５８８８

９：３０～１９：００

第２火曜日

久留里郷７-５

車選びのお手伝い専門店車選びのお手伝い専門店

（８８３）１５７９

９：００～１８：３０

木曜日

嬉里郷４５６-１０

西そのぎ商工会で検索！　　　　　　　西そのぎ商工会　　　検索

県青連通常総会及び幹部研修会
県女性連通常総会及びリーダー講習会
金融審査会申込期限
青年部例会
まちゼミ参加店説明会
金融審査会
西そのぎ商工会令和元年度通常総会
県連通常総会
ＬＩＮＥ公式アカウント（旧ＬＩＮＥ＠）
　　　×ＬＩＮＥＰａｙ活用セミナー
女性部ヘルシークリーンウォーキング
女性部役員会

７

9

10

13

16

20

22

24

27

29

火
木
金
月
木
月
水
金
月

水

口座振替のお知らせ口座振替のお知らせ

　本年度第１回会費等の口座振替日は、５月１５
日（水）です。
　年払いを希望されている会員事業所も振替
となりますので、ご注意ください。
　残高の確認をお願いします。

「一日公庫」を開催します！

１．開催日時・場所：６月２１日（金）
  　　　時津支所１０ ： ００～１２ ： ００
  　　　長与支所１３ ： ００～１６ ： ００

２．お申込み：６月１４日（金）まで

※詳しくは、同封のチラシをご覧ください。

交番

長与支所

老人福祉
センター

ユーコー
ラッキー交番 時津新開

郵便局

時津町立
鳴北中学校

206

至 琴海

（４月受付分）

　事業所名  代表者名　　　業　種　   地区

九州電力㈱
長崎営業所

Perfect Body-S

ＤＳＳ
コンサルティング

ケーブルテレビ
ファミリー

 長崎市
 城山町

 長与町
 北陽台

 長崎市
 樺島町

 長与町
 嬉里郷

村川　常雄

山下　峻司

松村　秀史

宮崎　克也

電力事業

トレーナー・講師

経営
コンサルティング

ケーブルテレビ
取付工事

　　　　　 制度の種類    利率(年利％)

㈱日本政策金融公庫普通貸付  　2.16～2.55％

㈱日本政策金融公庫経営改善貸付 　　1.21％

県創業バックアップ資金  　　1.65％(注)

長与町小規模企業振興資金  　　2.00％(注)

県経営安定資金（長期資金）  　　1.95％(注)

(平成３１年４月１日現在) (注)別途保証料が
　　かかります
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