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理事会報告
１１月２７日（水）、第３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商工会館のあり方検討委員会の設置の件
④商工貯蓄共済の推進結果及び報奨金の件
⑤部会の変更の件
⑥叙勲祝賀会の件
（２）報告事項
中間監査の結果報告について 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。

年末調整・確定申告の
準備はお早目に！

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
支所にも準備していますのでご利用ください。

新春交流会を開催します！
毎年恒例の新春交流会は、会員相互の交流と
親睦を図ることを目的として、町内外の来賓を
多数お招きし、３００名規模で開催します。
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。皆様のご参加をお願いします。
と き：令和２年１月１０日（金）１８ ： ００～
ところ：長崎ロイヤルチェスターホテル
会 費：５,０００円
チケット：事前に商工会窓口又は商工会役員
からご購入ください。

工業・建設部会合同講習会を
開催しました！

１１月２７日（水）に長谷川武雄氏（長谷川陶磁器
工房・クラフトデザインラボ代表）をお招きし、
《税務相談所会員の皆様へ》
講習会を開催しました。
年末調整事務手続きの案内ハガキを、１２月中
地域商工業者が一致団結して地域のオリジナ
旬までに郵送する予定ですので、関係書類の整 ル商品を作ることについて、長谷川氏が取り組ん
備をお願いします。
だ「メイドイン諫早をつくるプロジェクト」を通
また、確定申告についても、決算準備表等を同 してお話ししていただきました。
封していますので、併せて準備をお願いします。
一致団結して取り組
※今年度より決算準備表は１月３１日までの事前 むことが新たな刺激と
提出に変更となっていますのでご注意ください。 なり、技術の向上、仕事
《確定申告について》
へのモチベーションや
税務署の窓口（令和２年２月１７日受付開始）で プライドの醸成に繋が
申告される方については、３月に入ると大変込み ることなど、
業種に関
合いますので、申告書は早めに提出することを
係なく大いに参考になる内容でした。
お勧めします。
工業・建設部会では引き続き地域のものづく
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 りの支援活動を行っていきますので、どうぞご協
力をお願いいたします。
西そのぎ商工会で検索！

西そのぎ商工会

検索
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「知的障害ってどんな感じ？」
体験型講習会が開催されました
１１月１６日（土）、時津町北部コミュニティセン
ターにおいて、時津町障害者等地域自立支援協
議会・時津町手をつなぐ育成会の主催による体
験型講習会が開催され、商工会も趣旨に賛同し
て協力しました。講習会には、同じく知的障がい
のあるお子さんを持つ親の会で結成された「長
崎よかよか隊」５名の方を招聘し、日頃より障害
理解啓発として取り組んでおられる寸劇や障が
い者の立場に立った疑似体験に約６０名が参加され
ました。
知的障がい者がどう
して突然奇声を発する
のか？音・光・臭いに
すごく過敏な人、
興味
があることしか見えて
いない人等々、
奇妙に
見える行動にもそれぞれ意味がある。「さっさ」
「ちょっと」
「あれ」
「これ」、接し方の一例として
「ちゃんとしなさい」といった抽象的な表現や言
葉は伝わりづらく、道具を使ったりより具体的な
表現であったりするとうまく伝わるなど、なるほ
どと思える内容の２時間を超える講演でした。
また、障がい者の中には裸の大将こと山下清
画伯のように感受性豊かで様々な才能や能力の
持ち主がいることも・・・ 合理的配慮、ゆっく
り、やさしく、ていねいに！ “心のバリアフ
リー”障害のある人の身になって行動を起こすこ
とが肝要であると改めて考えさせられました。

国民年金基金のご案内
Ｑ１．国民年金基金とは？
自営業者やフリーランスの方など国民年金
に加入の方が、国民年金とセットで加入し節税
しながら掛け金を積立て、より充実した年金を
終身受け取る積立方式の公的な年金です。
Ｑ２．加入できる人は？
①２０歳～６０歳未満の国民年金に加入の
方（第１号被保険者）
②国民年金の任意加入者
Ｑ３．加入のメリットは？
①年金は終身受取りで、遺族に一時金も！
②大幅な節税ができます！
③掛金は一時お休みも！
④資金の運用も安心！
《お問合せ》
西そのぎ商工会 各支所
国民年金基金
０１２０（６５）４１９２

女性活躍推進に関する
説明会を開催します！
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
とは、女性労働者の雇用管理の課題について解
決していくための目標を立てて取り組んでいく
もので、各企業の働き方改革にもつながってい
きます。
一般事業主行動計画の策定に向けて、何から
始めればよいか、どう取り組めばよいかなどを、
専門家が分かりやすく説明します。
人手不足対策や長時間労働対策などの一環と
して女性活躍推進に取り組み、人材確保や働き
やすい職場づくりにつなげませんか？
と き：令和２年１月１０日（金）１４：００～１６：００
ところ：長崎県市町村会館４階
（長崎県長崎市栄町４－９）
参加対象：中小企業の人事労務担当者や経営者
お問合せ：女性活躍推進センター東京事務局
一般財団法人女性労働協会
☎ ０３－３４５６－４４１２
「中小企業のための女性活躍推進サポートサイト」
URL：http://www.josei-suishin.mhlw.go.jp/
※参加無料

消費税引き上げに関する
国の各種コールセンターのご案内
１．消費税価格転嫁等総合相談センター
（総合相談センター）
【内閣府】
●フリーダイヤル：０１２０－２００－０４０
（ＩＰ電話を含む固定電話からおかけの場合）
●ナビダイヤル：０５７０－２００－１２３
（通話料金がかかります）
●受付時間：９:００～１７:００
（土日祝日・年末年始を除く）
●ホームページ上の専用フォーム
URL ： https://www.tenkasoudan.go.jp/
※消費税の転嫁、価格表示、便乗値上げ、
軽減税率制度等についての質問や相談
２．消費税軽減税率電話相談センター
（軽減コールセンター）
【国税庁】
●フリーダイヤル：０１２０－２０５－５５３
※音声ガイダンスに沿ってお知りにな
りたい内容の番号を選択
（１）軽減税率が適用される品目が知りたい方
（２）帳簿・請求書などの書き方が知りたい方
（３）その他の軽減税率制度について知りたい方
●受付時間：９:００～１７:００
（土日祝日を除く）
●国税庁ホームページ特設サイト
URL ： www.nta.go.jp
（国税庁の軽減税率制度に関する情報掲載 )
※軽減税率制度に関する一般的な質問や相談

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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九州の観光と食マルシェ報告
伴走型小規模事業者支援推進事業に係る需要
開拓事業の一環として、１０月２６日（土）～２７日
（日）福岡市の天神中央公園で開催された「九州
の観光と食マルシェ２０１９」に参加しました。
今回は、長与町の「燻製工房熏助」、時津町の
「くるりのパン」
「ふくみ
屋」
「浜んまち PUDDING」
を対象に、個社支援の観
点から本事業に取り組み
ました。
参加事業者は、自社認
知度のない環境のなかでも商品の良さや利用
シーン等を丁寧に説明しながら工夫をこらした
販売を行い、よい経験となりました。

とぎつふれあい産業まつり終了！
１１月９日 ( 土 )・１０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』が
開催されました。
２日間とも天候にも恵まれ、時津町内の食品等
の製造販売事業者や農・海
産物の加工品業者など２２店
舗が出店し、累計で１２，７８５
人の来場がありました。
農協のみかん掴み取りや
漁協のマグロ解体ショー、海
鮮焼きには、秋の恵みを楽しむ人々で大いに賑
わっていました。
日本紙器㈱とイオン時
津店のコラボコーナー、紙
と空気のエコパーク時津
には、時間がたつのも忘れ
て夢中になる子供たちの
姿が見られました。
また、家型貯金箱作り（日本紙器㈱）・ドライフラ
ワーアレンジ（M:M micromacro）・ステンドグラス
（無限工房）・タイルクラフト（paleta）が出店した毎年
好評の「ものづくり体験コー
ナー」や、かわち家の“ちん
どん”
“紙芝居”などを楽しむ
大勢の親子連れの姿が見ら
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
まつりを、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。

マイタウン子供ビジネススクール・
花いっぱい運動 報告
１１月１４日（木）に第１９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１６４名が、
町内のスーパーや洋菓子店、介護福祉施設等の３８
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、どの児童も緊張した面
持ちで業務に携わってい
ました。仕事を終えて学校
へ帰ってきた児童の表情
は明るく、短時間ではあり
ますが楽しく貴重な経験をさせていただいたこと
が窺がえました。
今回、お忙しい中、児童の受入にご協力いただい
た事業所の皆様、誠にありがとうございました。
また、１１月２１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・ビオラの
苗やチューリップの球根を
植えました。天気にも恵ま
れ、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。
まごころ共済（自動車事故費用共済）
ドライバーのあなた、もしもの時でも自動車保
険に入っているから安心だと思っていませんか？
もしあなたが人身事故の加害者になってしまっ
たら ... 香典料やお見舞いの費用など多額の自己
負担が必要になる場合があります。
≪必要な費用≫
●相手方が死亡した場合
・香典供花料
・葬儀費用
・あなたの喪失利益 ・諸費用
●相手方が入院した場合
・お見舞いの費用として菓子、果物生花代、
療養雑費、交通費等が必要になります。
万一のときあなたの経済的負担を幅広くサ
ポートしてくれる県共済のまごころ共済（自動車
事故費用共済）にぜひ加入をご検討ください！！

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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道路区画線・道路標識設計施工販売

やきとり伸助

長星安全産業㈱
時津町日並に開業し、七工区工業団地へ移
転して創業３５年となります。
一般の方にはなかなか馴染の少ない専門職
ですが、日々、道路上の安全を願い、横断歩道
や駐車場の白線などを引かせていただいてい
ます。
道路や駐車場等、
何でも尋ねたいこ
とがありましたら、
お気軽にお電話下
さい。
迅速に対応させ
ていただきます。
☎ （８８６）８４０１
営 ８：００～１７：００
休 土日祝
🏠 西時津郷

１０００－１７６

㈱旭屋

㈱旭

屋

至 時
津

中

長建

工業

㈱

12月の行事予定表
1

日 長崎西彼地区女性部全体講習会

2

月 働き方改革無料相談窓口
チャレンジショップオープニングセレモニー

4

水 商業・サービス部会視察研修
青年部リーダー県外研修（全国大会）

10

火 時津警察署クリスマスツリー飾りつけ

13

金 金融審査委員会申込期限

17

火 工業・建設部会合同視察研修

20

金 第６回広報委員会

23

月 金融審査委員会（予定）

27

金 仕事納め式

28

土

～

季節の料理と多彩なドリンクでお待ちしてます

年末年始休暇

1/5 日

（１１月受付分）
事業所名
代表者名
業種
地区
（同）Ｋ－ｔｅｃ 川辺 純一 配電盤、制御盤、組立配線 時津町
日並郷

種

自慢のやきとり（３０種以上）をはじめ、各種
セットメニュー、一品料理、季節の食材を使っ
た料理等好評をいただいております。又、当店
オリジナル「生搾り長与みかんサワー」等ドリ
ンクメニューも充実しており、多彩な焼酎も取
り揃えております。カウンター席とテーブル席
（座敷）があり、各種宴会も承っております。
ご家族、ご友人と楽しい時間をお過ごしください。
これからの寒い季節に向けて「一人鍋」「か
き焼き」「忘新年会プ
ラン」等、冬メニュー
を加え、皆様のご来店
を心よりお待ち申し上
げております。
☎ （８８３）１９５９
営 １７：００～２４：００
休 水曜日
🏠 嬉里郷１０９７

津
至 時
207

め
あや
園
幼稚

西そのぎ商工会の前会長山崎春雄氏が
叙勲「旭日単光章」を受章されました！

このほど、山崎前会長におかれては、商工会長な
ど長年の商工業振興の功績により、令和元年秋の
中退共は、国が
叙勲「旭日単光章」を受章されました。 退職金制度です。
その栄誉を称え、心よりお祝いを申し上げます。
①国の制度だから
・新規加入や掛
を国が助成します
メールアドレス調査にご協力を！

本会では、情報発信の円滑化及び事務の効
②掛金は全額非課
率化並びに経費削減等を図るため、現在郵送
・節税に加え、手
により行っている情報発信について、今後は、
メール等による情報発信を積極的に活用する
③
こととしています。
そこで、メールアドレス等について、同封の
金
回答用紙のいずれかの方法により、１２月２７日
ま
（金）までにご回答ください。
また、本会ＬＩＮＥ公式アカウントについて
も、本年６月より本格始動しておりますので、
下記ＱＲコードから登録をお願いいたします。
ト
カウン
ア
式
LINE公 信中！
発

㈱日本政策金融公庫金利情報（１１月１日現在）
*普通貸付 2.16～2.45％ *経営改善貸付 1.21％ ＊教育ローン 1.66％（固定金利、保証料別）

