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令和４年度通常総会（書面

01 決議）の終了について

04 女性部通常総会開催！
４月１８日、通常総会を本所研修室にて開催しました。新
型コロナウイルス感染拡大の影響が懸念されるなか細心
の注意を払い簡潔に行うことで提出した３議案は、委任状
含む３８名（内本人出席１９名）の同意を得て可決承認されま
した。
今後の事業につき
ましては新型コロナ
ウイルス感染拡大状
況をみながら可能な
限り実施予定です。

令和４年度の通常総会については、５月２３日に書面決議
にて開催しました。
書面決議書の提出による議決権行使数は会員総数９９９
のうち５６８となり、通常総会の成立要件（総会員数の２分の
１以上）を満たすとともに、総会に提案された第１号から第
６号までの各議案は、全て賛成多数により原案のとおり可
決承認されました。
今年度の通常総会についても、令和３年度に引き続き、
新型コロナウイルス感染拡大を防止するために書面決議
による開催となりましたが、会員の皆様方のご協力によっ
て無事に終了することが出来ましたことを厚くお礼申し
上げます。

西そのぎ商工会創業塾

05 「開業セミナー」を開催します！

今年１０月１日で
02 支所を暫定統合します

令和４年度西そのぎ商工会「開業セミナー」を、下記のと
おり開催します。
本セミナーでは、４日間の実践的セミナーで、創業に関
する知識や具体的な創業計画の策定について、各専門家よ
り講義を受けることができます。
将来独立開業を目指しているという方にお勧めのセミ
ナーとなっています。是非ご参加ください。
なお、新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、
オンラインで実施いたしますので、あらかじめご了承くだ
さい。
●開催日時
①７月２３日（土） １３ ： ００～１７ ： ００
②７月２４日（日） １３ ： ００～１７ ： ００
③７月３０日（土） １３ ： ００～１７ ： ００
④７月３１日（日） １３ ： ００～１８ ： ００
●対象者
独立開業を目指す方、新規開業後３年以内の方、起業に
関心がある方
●受講料
５，０００円（税込・全４日間分）
●定員
１６名 ※先着順（時津町・長与町以外の方も参加可能）
その他の詳細および申込みについては、同封チラシ及び
専用ホームページでご確認ください。
※専用ＨＰ：https://nishisonogi.sougyo-juku.com

令和３年度に実施した「商工会館のあり方検討委員会」の答
申及びその答申内容に関しての理事会での協議を経て、先般
開催された令和４年度通常総会において、今年１０月１日付けで
支所を暫定統合することが決定しました。
１０月１日以降は、長
与支所については原則として週２日開設することになります
が、確定申告の手続き等会員の皆様の利用が多い時期は、週２
日以外も開設する等、従来と同様に長与支所においても各種
手続きが行なえるよう検討して参ります。
また、特に長与地区
については、職員の巡回の頻度を増やすことや、会員の皆様か
らのお問合せなどに迅速に対応出来る体制を構築すること
で、サービス低下につながらないように努めて参りますので、
何卒ご理解とご協力を賜りますようお願いします。
なお、支所
の暫定統合後の長与支所の開設日や、開設日以外の連絡方法
などの具体的な事項につきましては、今後商工会の会報やチ
ラシ、
ホームページなどでもお知らせしていく予定です。
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青年部通常総会 （書面決議）
が終了しました！

新型コロナウイルスの感染拡大防止という趣旨をふま
え、青年部通常総会を４月１８日に書面決議で行いました。
令和３年度事業実績、令和４年度事業計画などについて
過半数を超える１９名（部員総数２６名）の同意を得、すべて
原案どおり可決承認されました。
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商工貯蓄共済新規加入特別

06 増強運動スタート！

08 一日公庫を開催します！
日本政策金融公庫との共催で、「一日公庫」を開催します。
当日は、 日本政策金融公庫の職員が審査面談、 金融相談を
お受けいたします。
●開催日時 令和４年７月１５日（金） １０ ： ００～１６ ： ００
●開催場所 西そのぎ商工会本所
●申込期限 令和４年７月４日（月）まで
※詳細は、同封チラシをご確認ください。

期間 ： 令和４年６月１日（水）～９月２０日（火）
役職員が早期目標達成に向け、加入推進を行っておりま
す。ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
●ご加入おススメポイント
商工貯蓄共済は、
「貯蓄・保障・融資」と３つの機能を備
えた商工会会員のための共済制度です。

建設 ・ 工業部会総会の

09 ご案内 （書面決議）

①毎月積み立てられた掛金の中から、保険料と手数料が年
に１度差し引かれ、残りが積立金として管理されます。
②ご加入いただいた時から保険料が上がらず、保障内容が
変わることもありません。
また、満期時に更新加入を希望された場合、告知書への
記入は不要です。
③積み立てた掛金を必要に応じて払い出すことが可能で
す。( 一部払出制度）
※商工会にて、別途手続きが必要となります。

令和４年度建設・工業部会総会につきましては、５月１１
日
（水）
に開催しました同部会役員会にて、
新型コロナウイ
ルスの感染拡大防止という趣旨を踏まえ、
書面決議で開催
することに決定いたしました。
部会員の皆様には改めてご案内いたしますが、
ご理解い
ただきますようお願いします。

商業部会総会のご案内

10 （書面決議）

●加入できる方
商工会会員である個人事業主、法人（会社）、その役員や
家族、従業員の方

令和４年度商業部会総会につきましては、５月１８日
（水）
に開催しました同部会役員会にて、
新型コロナウイルスの
感染拡大防止という趣旨を踏まえ、
書面決議で開催するこ
とに決定いたしました。
部会員の皆様には改めてご案内いたしますが、
ご理解い
ただきますようお願いします。

●加入できる口数
１口：２,０００円（被保険者１名につき３０口まで）
●加入時（保険）年齢 ／ 加入期間
６歳～６５歳・・・１０年満期
６６歳～７０歳・・・５年満期
※６６歳～７０歳の方が加入できるコースができました。
※補償内容は従来の５５歳～６５歳の方と同条件です。

健康診断 ・ 永年勤続表彰

11 申し込み受付開始

健康診断は先着順となっていますので、
お早目にお申込
みください。
１事業所あたり１０名まで商工会が検査料を助
成します。
さらに、商工貯蓄共済・生命共済・福祉共済加
入事業所は１０口を限度に割引いたします。
また、永年勤続表彰は、県内中小企業等に３０年以上勤務
し、商工会からの推薦があった方に対し、長崎県より感謝
状を贈呈するものです。
該当する従業員の方がいらっしゃ
る事業所は是非ご推薦ください。
なお、事業所対抗ボウリング大会は、新型コロナウイル
ス感染症の感染拡大を考慮し、
中止となりました。

第１０回まちゼミ開催決定！！

07 参加店募集中！

まちゼミは、お店の人が講師となって、専門知識やプロ
のコツを無料でお教えする少人数制のミニ講座です。
これまでに全９回、約２３０講座を開催し、県内外から延べ
２，２００人が参加しました。
今年度のまちゼミは、令和４年１０月１日（土）～３１日（月）
の期間に開催します！
まちゼミは地域のお客様へお店をアピールするきっか
けとなり、各参加店の新規顧客獲得へ繋がります。
新商品・新サービスなどのテストマーケティング、従業
員・後継者のトライアルなど、新しいチャレンジの場とし
てもご活用ください。
６月２０日（月）１４ ： ００から参加店を対象とした説明会を
行いますので、まちゼミに参加希望の方や、地域振興・活
性化にご興味をお持ちの方は是非ご参加ください。
詳細は同封のチラシをご確認ください。

「続けたい」と「始めたい」をつなげる。
後継者がいないことなどを理由に「事業を譲り渡した
い」とお考えの方と、創業や事業拡大等に向けて「事業を
譲り受けたい」とお
考えの方をつなぐ、
マッチングサービス
「事業承継マッチン
グ支援」を提供して
います。
【お問い合わせ】
日本政策金融公庫長崎支店（国民生活事業）
長崎市大黒町１０－４
ＴＥＬ：０９５－８２４－３１４２（平日９：００～１７：００）
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ながさき商談会 2022 出展募集

毎年秋季に開催されている「魅力発信！ながさき商談会
２０２２」が本年度も開催されます。
本商談会は、商工会地域を中心に魅力ある商品の国内・
海外販路拡大のためのビジネスチャンスを設けることを
目的とした商談会です。
普段接する機会が少ない大都市圏の百貨店、スーパー等
のバイヤーが来場し出展事業者と商談を行います。
少量生産でも「長崎らしい」
「こだわりの商品」などを扱
う会員の方々を、商工会でも支援いたしますので、出展を
ご希望の方は商工会までご連絡ください。

新入社員研修を開催しました！

４月６日、新入社員研修を開催しました。
４事業所から９人が参加し、本年度も事業所の人材育成
に対し活発に取組んでいる姿勢を伺うことが出来ました。
なお、今回は講師にＡＮＩＥＬ代表の大渡絹代先生をお招
きし、「新たな時代に求められる社会人としての心得と印
象管理」をテーマに、
“社会人の心構え”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対応が出来る
ようになるための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、研修終了後には参加
者の方々から社会人としての決意を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、雇用の増加につながる
ように支援を行っていき
ます。

●対象事業者
（１）県内の食品関係の事業者で、「長崎らしい」
「地域の
こだわりの素材・製法を活用」し、
「オリジナル性の
高い商品」を取り扱い、販路開拓に積極的な事業者
（２）自社商品（食料品・加工品）の付加価値向上、ニーズ
に合った商品改良等を検討している事業者
（３）地域資源や農商工連携などの活用を考えている事
業者
（４）長崎県農商工連携ファンド事業の採択事業者
（５）食品表示基準や食品衛生等関係法令を遵守してい
る事業者
（６）商談会後にアンケートにご協力いただける事業者

ウクライナ避難民支援の

15 協力依頼について

長与町では、ウクライナから避難された方が、安心して
生活できるように、事業所・団体・行政が一体となった受
け入れ体制づくりを進めています。
そこで、ご協力いただける事業所を募集しております。

●日程
【１日目】
展示商談会＋個別商談会
令和４年１０月１８日（火） １１:４５～１７:００
【２日目】
個別商談会のみ
令和４年１０月１９日（水） ９:００～１３:００
●場所
ホテルニュー長崎 ３階
（長崎市大黒町１４ー５）
ＴＥＬ：０９５ー８２８ー７１１７

上期分源泉所得税

13 納付の準備を！

●支援内容

エアコンの提供・設置工事、生活用品の提
供美容・理髪の提供等

●支援の流れ

支援の要望に応じて、長与町より事業所に
個別にご連絡し、直接、避難民の方に支援
していただきます。

●問い合わせ

長与町役場政策企画課
ＴＥＬ：０９５ー８０１ー５６６１
Ｅメール：kikaku@nagayo.jp

16

常時雇用する人数が１０人未満の事業所で、「源泉所得
税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出している
事業所は、源泉所得税の上期納付期限が、７月１１日（月）
までとなっています。納付に関するご準備をお忘れなく！
なお、商工会税務相談所会員事業所につきましては、
６月中旬頃に納付事務についての案内はがきを送付しま
すので、給与台帳等の整備をお願いします。

長与町店舗リフォーム助成金
事業のご案内

長与町では、地域経済の活性化及び町内事業者の経営改
善を目的として、町内の店舗リフォーム工事費用の一部を
助成します。
●対象者
●補助金額
●申請期間

町内にリフォームを行う店舗を有してお
り、町内に居住している人。
対象工事の５０％
令和４年６月１日（水）～
※予算がなくなり次第終了

公式ＬＩＮＥ・Ｆａｃｅｂｏｏｋで最新情報発信中です！ぜひご登録を！

●問い合わせ
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長与町役場産業振興課
ＴＥＬ：０９５ー８０１ー５６６１

C L OSE UP
長与 CAKE SHOP FAVORI
みなさまのお気に入りに
当店では季節ごとの様々なケーキ・チョコレート・焼
き菓子を製造販売しております。
また、お誕生日などのホールケーキもございます。
たくさんの笑顔のお手伝い
が出来ますよう、お菓子をご
用意して、皆さまのご来店を
心よりお待ちしております。

０９５（８８３）７７７０

中尾城
公園

１０ ： ３０～１９ ： ００

セブン
イレブン

毎週木・第１、
３水曜日

ヘアーサロン
ヤマナカ

長与町吉無田郷２４-1
長与川

時津 OttOtte （オットッテ）
長崎初、 訪問型ペット火葬、 ペットの葬儀、
供養を承ります。
２０２２年よりペットの葬儀を承っております。ペット霊
園での１５年の経験を基に、飼い主様に寄り添ったお見送
りのお手伝いをさせていただきます。
２４時間３６５日飼い主様のご要望に沿ったきめ細かな対
応をいたします。かわいいメモリアルグッズも取り扱い
中。
「お家におっとって」私たちが伺います。
公式ＨＰ：https://nagasaki-ottotte.jp/

０８０（３９４７）４２７９
２４時間受付

9 日（木）
マル経融資申込期限

14 日（火）
検便受付（時津）

17 日（金）
金融審査委員会

20 日（月）
検便受付（長与）

まちゼミ参加店説明会

㈱安達製麺所
La vie en lumiere
猪野 博文
ますたに商店
㈲家具蔵
炭火居酒屋 魚膳
スペースユニオン
第一生命保険㈱時津営業オフィス
燻製 燻屋

時津町浦郷３０４-４

時津中央
公園

業種
ラーメン店
レストラン
金融・経営コンサルタント業
中古車販売・運転代行
家具製造販売
居酒屋
ダンスインストラクター
保険販売
居酒屋・燻製

4日
（月）
働き方改革相談窓口

8 日（金）
マル経融資申込期限

15 日（金）

19 日（火）
金融審査委員会

一日公庫

20 日（月）

安達 純一
吉田 勉
猪野 博文
升谷 眞一
中山 穣
中村 ゆみ
原岡 正一
後田 直子
小坂千代子

セブン
イレブン

7月の行事予定

１日（水）
貯蓄共済特別増強運動開始

代表者名

塩本
金物店

定休日なし

6月の行事予定

事業所名

森事務所

制度の種類
利率(年利)
㈱日本政策金融公庫（一部利子補給制度あり）
普通貸付
２．０１% ～
小規模事業者経営改善貸付
１．２１%
新型コロナウイルス感染症特別貸付
１．２１% ～
新型コロナウイルス感染症関連経営改善貸付
０．３１% ～
長崎県
創業バックアップ資金
１．６５%
経営安定資金（長期資金）
１．９５%
長与町（利子補給制度あり）
小規模企業振興資金
２．００%
小規模企業創業支援資金
２．００%

地区
長与町
まなび野
時津町
浦郷
長与町
北陽台
時津町
左底郷
時津町
西時津郷
長崎市
魚の町
時津町
左底郷
時津町
左底郷
時津町
浜田郷
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