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各事業の詳細については、部会の幹事会等で
検討するとともに、部会員の皆様に対して、必要
に応じてアンケート調査を実施しますので、今
後とも、部会員みなさまのご協力をお願いいた
します。
去る６月１日（水）割烹満寿美において、飲食
部会総会を開催しました。
本年度事業については、昨年度に引き続き名
去る６月２４日（金）本所においてサービス部
物料理の研究を行い、会員事業所でのメニュー
会総会を開催しました。
として提供できるものを開発していく予定です。
総会では、
平成２２年度事業実績及び平成２３
また、
各イベント等への協力していく予定です。
年度事業計画等を審議。
そのなかで、部会員同士、事業の連携やコラボ
レーションによる新たな事業の模索ができない
か。加えて、既存の理美容講習会やオートフェス
去る６月１０日（金）長与町の割烹「たなか」に
タ等事業のさらなる活性化に向け、開催地の変
おいて商業部会総会を開催しました。
更や手法等について協議すべきではないか、な
総会では、
平成２２年度事業実績及び平成２３
どの意見が出されました。
年度事業計画等を審議。
今回の総会には、
初めて参加された会員も多く、
そのなかで、部会のあり方について、分科会形
終了後の懇親会では、名刺交換とともに引き続
式でもっと部会を活発化すべきではないか。行
き熱心な議論が交わされました。
政との懇談会を開催し、商業対策や商店街対策
について協議すべきではないか。先進地視察研
修については、その効果等について検証すべき
ではないか。などの意見が出されるなど、活発な
議論が交わされました。なお、協議された内容に
ついて、
もっと部会員の意見を反映させるために、
西そのぎ商工会では、日本政策金融公庫長崎
後日、アンケート調査を実施することになりま
支店
（国民生活事業）の協力のもと、
「 一日公庫」
した。部会員みなさまのご協力をお願いいたし
を開催いたします。当日は公庫の融資担当者が
ます。
来所し、融資の相談等に対応します。
この機会をぜひご利用ください。
詳しくは、同封のチラシをご覧のうえ、お申込
去る６月１６日（木）長与支所において、工業・ みください。
建設部会合同部会総会を開催しました。
部会総会では、平成２２年度事業実績に続き、
開催期日
平成２３年７月２０日（水）
２３年度の事業計画を審議。
事業計画では、
先進地視察研修、
技能競技大会、
時間・場所
長与支所 １０：００～１２：００
環境関連事業であるエコアクション２１につい
本所（時津支所） １４：００～１６：００
て、意見交換を行いました。
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去る６月１日、
「地域の核店舗（繁盛店）創造事
業」の現地での指導が始まりました。
前号でもお知らせしたとおり、本事業は県の
委託を受けて行うもので、商店街の個店の強化
を行うことにより核店舗を創出し、地域商業者
のレベルアップと地域商業の活性化を図ること
を目的としたもので、長与町の２店舗を支援し
ていきます。
今後、現地指導等を９月まで行います。
支援対象の片岡産業㈲の片岡社長は「考えて
いることは全く同じであったが、自分のやるべ
き事、
自分に欠けていた部分がよくわかってきた。
助言していただいたことを参考に早速取り組ん
でいる。」とのこと。
プレタポルテロワールの橋口社長は「助言を
もとに、新規顧客を確保するための取り組みを
行いたい。また、新しい層への訴求方法について
も研究していきたい。」とのこと。
まだ始まったばかりですが、支援事業所の意
気込みを感じました。

中退共制度は、中小企業で働く従業員のため
の外部積立型の国の退職金制度です。
新しく加入する事業主には、掛金月額の２分
の１（従業員ごとの上限５千円）を加入後４ヵ月
目から１年間国が助成します。
また、掛金は法人企業の場合は損金、個人企業
の場合は必要経費となり、
全額非課税扱いです。
なお、平成２３年１月から、事業主と生計を一
にする同居の親族のみを雇用する事業所の従業
員も加入できることとなりました。
ただし、その場合、新規加入助成の対象となら
ない等の留意点がありますので、
ご注意ください。
安全・確実な中退共制度をぜひご利用ください。
詳しくは同封のパンフレットをご覧ください。
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商工会では、会計処理、財務情報の活用、経営
の現状把握の方法などを学ぶ中小企業会計啓発・
普及セミナーを下記日程で開催します。
受講ご希望の方は同封のチラシをご覧のうえ、
申込書にてお申し込みください。
と

き

受講料

平成２３年７月２７日（水） １３：３０～１６：３０
無料

この制度は、事業用資金（運転・設備）を必要と
する事業者を、通常の経営指導をもとに商工会
が推薦し、
日本政策金融公庫が融資するものです。
※マル経資金…商工会の推薦により、無担保・無
保証人・低利率が特長の国の融資制度です。

注１…それぞれ、マル経審査会開催の前々週の金曜日
までにお申し込みください。
注２…相談から融資実行までに３週間程かかりますの
で、利用される場合にはお早めにご相談ください。

長崎県では、需要の創出による景気の維持・拡
大を図り、経済の活性化を促進する観点から、県
内製品・県産品の優先使用及び県内企業への優
先発注に取り組んでおります。
資材や物品の購入等はもとより、お中元シー
ズンを迎えるこの時期、各事業所でも、お得意先
をはじめとした関係者への贈答が増える頃では
ないでしょうか。
そんなとき、
例えば
「カステラ」
「ちゃんぽん」
「か
んぼこ」
「 角煮まんじゅう」などの県産品に思い
を馳せ贈られてみては如何でしょうか？先様も、
きっと喜ばれること間違いなし、でしょう。
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今年も恒例の
「長与川まつり」
が開催されます。
と

き

ところ

平成２３年８月２１日
（日）
長与町ふれあい広場

協賛金申込み受付中！！詳しいイベント内容
等は近々決定します。
決まりましたら商工会のＨＰ及び次号でお知
らせします。
協賛金

１口

長与町と時津町で実施している男女共同参画
の実践グループ
「もうかる家族経営してみゅう会」
ではアンケートを実施します。
男女共同参画の視点から事業所の実態を把握
し、経営改善のヒントとさせていただきたいと
考えています。
そこで、同封のアンケート用紙にご記入の上、
返信用封筒にて７月２０日（水）までにご返送を
お願いいたします。
会員事業所の皆さまのご協力をお願いします。

５，０００円～

●お問い合わせは…
長与川まつり実行委員会（長与町地域政策課内）
８８３－１１１１まで。
女性部長与支部では、今年も６月１０日商工
●出店料・協賛金のお申込みは…
会の日に、商工会長与支所前道路沿いの植え込
西そのぎ商工会長与支所
８８３－２１４５まで。
みに約２００個の花苗を植えました。
パンジー・なでしこ・キンギョソウから日々草・サル
ビア・マリーゴールドの花壇へと模様替えです。
今年は、雨を心配しながらの作業でしたが、し
っかり根付くようにと、
とぎつ夏まつりの開催日程等が決定しました。
ひとつひとつ丁寧に
植えていきました。
と き 平成２３年８月２８日（日）
真夏になって元気
ところ 時津ウォーターフロント公園
な花をいっぱい咲か
せてくれるのを楽し
協賛金・広告看板の申込みを受け付けています。 みにしています。
ご協力よろしくお願いします。
協賛金

１口

３，０００円～

広告看板

３０，０００円（新規は５０，０００円）

商工会及び青年部では、商工会青年部員等を
対象として、講習会を開催します。
青年部員以外の方でも参加できますので、多
数のご参加をお待ちしております。
参加を希望される場合は、商工会本所又は長
与支所にご連絡ください。
テーマ
講

師

決算書の見方及びファイナンシャルプランナー
の資格取得のために学んだこと
武冨 和美 氏

と

き

平成２３年７月２３日（土）１９：００～２０：３０

ところ

西そのぎ商工会長与支所２Ｆ研修室

去る６月２１日、時津町浜田郷にあるオラン
ダヤ・ウエストさんでプリザーブドフラワーの
講習会を開催しました。
日本で流通しだして１０数年というまだ歴史
の浅い物で、最大の特徴は、生花の風合いを残し
たままで様々な色を着色していること。
枯れない・コンパクトにアレンジできるなど
の点が注目され、手軽にインテリアとして飾る
ことができます。
初心者でもできる物をとお願いし、難しい箇
所はお店のスタッフの方
に手伝っていただき、バ
ラの花を基調にした可愛
いプリザーブドフラワー
ができあがりました。
初めてにしては皆さん
上出来で満足そうでした。
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ワンちゃんの美容に関する事は、何でも
おまかせください!!
カラーリングも充実していて、
イエロー・
ピンク・パープル…自分のワンちゃんに似
合う色をさがしてみてください。
シャンプーヘッドに『マイクロナノバブ
ル』を使っているの
でヒフ病のワンコ
にも、とってもおス
スメです。
近郊送迎無料。
予約制ですので、
一度、
お電話ください。
住
所
Ｔ Ｅ Ｌ
営業時間
定 休 日

時津町日並郷１０８５-１７
ワンニャンハロー
０１２０－８５－８２８０
９：３０～１７：００
第１日曜日

協会けんぽでは、生活習慣病予防健診を受
けられた方を対象に、保健指導を行っており
ますが、今回、西そのぎ商工会会議室におい
て保健指導を実施いたします。
対象事業所様にはご案内をお送りしてい
ます。従業員の皆さまのご出席につきまして
事業主様のご協力をお願いいたします。
と

き

ところ
お問い合せ先

平成２３年７月１２日(火) ９：００～１６：００
西そのぎ商工会 本所３階研修室
全国健康保険協会長崎支部保険グループ
０９５-８２９-５００２

(平成２３年６月９日現在)
制度の種類

利率(年利％)

今年で開業して３９年目。
ひとつひとつ作る製品には真心をこめ
ています。
おかげさまで取引先からの信頼も厚く、
今の社長で３代目になります。
また、工場の敷地内には、自家菜園もあ
ります。仕事の合間の息抜きのために始め
ました。夏の収穫時期が楽しみです。

住
所
Ｔ Ｅ Ｌ
定 休 日

長与町三根郷９８３
０９５－８８３－４０３２
日曜日

５月３０日～６月２４日迄の間、熊本県の
中小企業大学校人吉校で研修を受けました。
内容は税務・財務についてです。
税務については、所得税・消費税の仕組み
や各種控除、最終的な税額の算出方法等を演
習問題も交えながら学びました。
また、財務については財務諸表の仕組みや
経営分析についての講習がありました。
実在企業の決算書を用いて業種ごとの特徴
を知ると共に、数字を通して今後の経営課題
を捉え、
解決するという演習も行われました。
また、
九州各地の商工会・商工会議所の方々
とも交流することができ、大変有意義な研修
でした。今回の研修で得た知識を会員の皆様
に少しでも還元できればと思っております。
時津支所

㈱日本政策金融公庫普通貸付

2.15％

㈱日本政策金融公庫経営改善貸付

1.85％

県創業バックアップ資金

2.20％

長与町小規模企業振興資金

2.50％

県中小企業経営緊急安定化対策資金

1.80％

ガレージＳ＆Ｔ

県経営安定資金（長期資金）

2.50％

㈱ステータス ５５カンパニー店 渡辺

経営指導員

田中

翔悟

（６月受付分）
事業所名

代表者名
田上

誠

業

種

地区

サ 自動車整備 ・ 車検 時津

貴文 サ

新車 ・ 中古車販売 ・
リース ・ レンタカー事業

時津

