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１．経営革新・農商工連携・事業承継など、商工会
（支援機関）へご相談ください。
２．相談内容が、商工会で対応しきれない課題の
場合は、国（九州経済産業局）が選定した中小企
平成２４年新春交流会を１月１３日(金)、長
業支援の実績等が豊富な相談員（アドバイザー）
崎ロイヤルチェスターホテルで開催しました。
が、課題解決のお手伝いをします。
当日は、中村県知事（代理）、葉山長与町長、浦
川時津副町長をはじめ多くの来賓、本会会員等
約２７０名が集い、盛会裡に終了しました。
開会にあたり、
山崎会長は
「事業者にとって、
“絆
に加え、
“継ぐ”という言葉も大切な要素であり、
※詳しくは、商工会へお尋ねください。
事業の継続は我々にとって使命である。
さらに、商工会活動については、経済環境が悪
い中、地域に果たす役割は大きい。町民や行政等
と一体となって地域発展に貢献したい」とあいさつ。
交流会では、かわち家さんの祝い餅つきや、女
まだお手元にありませんか？
性部時津支部のコ－ラスの披露、福引き抽選会
１１月１２日（土）から発売して
などが行われ、会場の雰囲気を盛り上げました。
おります
「とぎつプレミアム商品券」
の使用期限は、
２月２０日
（月）
です。
商品券はピンク色と青色の２種
類あります。ピンク色の商品券は、加盟店全ての
店舗で使用できますが、青色の商品券は、大型店
では使用できません。
期限を過ぎますと使用できなくなりますので
ご注意ください。

「とぎつプレミアム商品券」の換
平成２３年４月からスタートした「中小企業
金期限は、３月２日（金）です。
支援ネットワーク強化事業」の今年度の申込み
まだ、お手元に使用済みの商品
期限が迫っています。
券をお持ちの加盟店の皆様は、早
申込みを希望する事業所は、２月１０日（金）
めに商工会において換金してくだ
までに商工会にお申し込みください。事業内容 さい。期限を過ぎますと換金できなくなります
等は、次のとおりです。
のでご注意ください。
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交通網の進展等により、大型・専門店等がに郊
外へ進出する傾向は一向に衰えておりません。
反比例して中心市街地に立地する商店街は、空
き店舗が目立ち、疲弊の一途…。
そのようななか、まちなかに立地しナイトバ
ザールを２５０回にわたり開催するなど、商店
街活性化策の成功事例として、全国的な注目を
浴びている商店街があります。
その名も
「みやのかわ商店街」
（埼玉県秩父市）
。
秩父鉄道秩父駅前通りの左右２００メートル
を中心に広がる商店街で、本会商業部会でも、昨
年１０月に視察研修を実施しました。
商店街の生き残りがますます厳しい状況にあ
るなか、当商店街の取り組みは本会においても
大変参考になるとの観点から、下記のとおり講
演会を開催することといたしました。 皆様の
参加をお待ちしています。
と

き

平成２４年３月１６日（金） １５：３０～

ところ

西そのぎ商工会時津支所３Ｆ研修室

講

みやのかわ商店街振興組合
理事長 島田憲一 氏

師

対象者

青年部・女性部及び本会会員等

小規模企業共済
個人事業の廃止や、法人会社の解散により役
員をやめたときなどに受けとれる、国が作った
事業主・役員のための退職金制度です。
平成２３年に制度改正があり、一定の条件を
満たした共同経営者の方も加入できるようにな
りました。
掛金は全額所得控除となり、加入期間が長い
ほどお得です。ぜひご加入ください。
経営セーフティ共済
引き続き１年以上事業を営んでいる中小企業
者の方を対象に、取引先の予期せぬ倒産による
連鎖倒産を防止することを目的とした、安心で
確実な共済制度です。
売掛金等が回収困難になったとき、一定の額
を無担保・無保証人・無利子で融資を受けること
ができます。掛金については、法人は損金、個人
は必要経費として算入できます。

今年も３月～４月にかけ、期待と不安を抱え
て新入社員が入社されてこられることと思いま
す。
“企業はひとなり”といわれ、人材育成の成否
はどの企業にとっても将来を大きく左右しかね
ません。あなたの事業所では、研修を実施してい
ますか？
社員研修の必要性は理解できても、費用等の
面から実施できないとあきらめていませんか？
そんな声に商工会がお応えします。
せっかく採
用した社員が
一日でも早く
戦力となるよ
う、是非とも派
遣をご検討く
ださい。
と

き

平成２４年４月５日（木）～６日（金）

ところ

西そのぎ商工会時津支所３Ｆ研修室

対象者

新入社員及び若手社員（入社３年程度まで）

講

師 （選定中）

参加費

５,０００円程度／１人 （予定）

長崎税務署では、
２月１日(水)～３月１５日(木)
の午前９時～午後４時まで、ＮＢＣ別館(長崎市
上町１－３５・桜町電停前)に、所得税、贈与税、
個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告
相談会場を開設しています。
その間、同税務署では申告相談窓口を開設し
ていませんのでご注意ください。
なお、確定申告書の提出のみの方は、税務署１
階の管理運営部門で受け付けています。
また、土、日曜日及び祝日は業務を行っていま
せんが、
２月１９日・２月２６日の日曜日に限り、
ＮＢＣ別館会場において、確定申告の申告相談
と申告書の受付を行います。
この２日間は混雑が予想されますので、あら
かじめご了承願います。
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青年部では来る２月１２日（日）にとぎつカナ
リーホールで「自分の力をあなどるな！」を合言
葉に映画上映と弾き語りライブを行います。
コミュニティの崩壊が叫ばれている今、地域
のみんなが一丸となれるよう、
『未来に希望が持
てる町・住みたい町』をテーマにこのイベントを
企画しました。内容は生きることの大切さ、人間
の可能性を描いた、ドキュメンタリー映画「天国
はつくるものパート２」の上映。更に「オイは唄
で日本ば元気にしたか！！」をモットーに全国
各地で活躍する、
『 時津町出身』のシンガーソン
グライター、
森源太氏による弾き語りライブです！
皆さん是非お越しください！
詳しくは、同封のチラシをご覧ください。
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青年部では、１月２１日（土）～２２日（日）の
日程で、先進地視察研修を実施しました。
研修は、
「 熊本県商店街活性化助成金」を活用
して取り組んだ空き店舗活用事例等を視察する
ことを目的に、熊本県阿蘇市にある「阿蘇一の宮
門前町商店街」を視察しました。
参加した青年部
員は、同商店街が目
指している方向性
や基本理念を見聞
でき、
“本地区商店
街においても取り
組むことができな
いか”との感想を述べていました。

１月１ ９（木）～２ ０日（金）、ホテルサンプリエール
に於いて「平成２３年度商工会女性部主張発表
長崎県大会及び全体講習会」が開催されました。
主張発表では、
「 女性部活動に参加して」と題
して発表された、
東彼商工会女性部の川本さんが、
九州大会の代表に選ばれました。
また、一日目には「夢持ち続け日々精進」と題
して、㈱ジャパネットたかた社長の高田明氏が
●賑わい創出
講演。夢を持ち続け生きる情熱を持つ事が老化
～ お店の強みを活かす店づくり ～
を防ぐ。人生をくよくよしてはいけない、自分を
～ お客様の目線で気づいたことと小さな工夫 ～
信じて行動する。昨年頑張ったから今年を迎え
～ 出来ることは先送りせず、すぐ行動に ～
られるなど、
大変興味深く参考になるお話でした。
など…。
二日目は「地域密着経営・情熱と危機感を持っ
●四位一体 ＝ 掛け算
て」のテーマで㈱佐世保玉屋の代表取締役社長
経営は４つの力の掛け算で。
田中丸弘子氏が講演。昨年、地域産品を使った野
「①販促力×②売場力×③商品力×④接遇力」
。 菜を中心とするバイキングレストランをオープン。
野菜果物売場や生活雑貨売場が一体となった
●価値負けしない店・人づくり♪
価値とは「存在価値」のこと。存在価値で負け ライフスタイル提案型が話題になっています。
今回は、県女性連組織化４０周年記念式典も
ない店・人に。
数字は、その後ついてきます。
あり大変有意義な式典でした。
●いっしょけんめい
一生懸命より一所懸命
他力本願より自力本願
一時的成長より持続的成長
１月２４日（火）、
「地域の核店舗（繁盛店）創造
事業」の報告会を開催。本事業には、
「プレタポル
テロワール」と「カーニバル」の２店舗が参加。
中小企業診断士高橋幸司氏の支援のもと、地
域の核店舗となるべく、改革へ取り組んできま
した。
この事業で学んだ核店舗の創造ポイントとは…

皆様のお店で
も 、核 店 舗 に な
るようチャレン
ジしてはいかが
でしょう。

女性部長与支部では、１月２３日（月）毎年恒
例の新年会を開催。葉山長与町長をはじめ、山崎
会長、辻田副会長、藤林女性部長を囲んで総勢３
０名の賑やかな新年会となりました。
はじめに葉山町長から今後の町政についてご
講話いただき、その後の新年会では、余興と抽選
会で盛り上がりました。
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お酒、たばこ…だけではなく、産地直送
の新鮮な野菜や、品質たしかなお米、卵、特
産品の時津巨峰ワインなど、さまざまな商
品を取り扱っております。
お客様には誠心誠意、まごころを持って
対応いたします。
お気軽にご来
店ください。
ま た 、配 達 も
しておりますの
で 、ぜ ひ ご 利 用
ください。
住
所
ＴＥＬ／ＦＡＸ
営業時間
定 休 日

時津町浜田郷５６２-１７
８８２-３８１３
７：００～２１：００
元旦

平成２４年２月・３月の金融審査会は次
の日程で開催します。
●平成２４年２月金融審査会
第１回
第２回
２月６日（月）
２月２０日（月）
審査会日時
１３：３０～
１３：３０～
申込期限 締め切りました ２月１０日（金）まで
●平成２４年３月金融審査会
第１回
第２回
３月５日（月）
３月１９日（月）
審査会日時
１３：３０～
１３：３０～
申込期限 ２月２４日（金）まで ３月９日（金）まで

長与ふれあい広場近くに店舗を構えて
６年目。３６歳の若い社長が経営者です。
主な取扱商品は「フロント」と呼ばれる
ビルの自動ドアやコンビニの出入り口に
用いられるドアなどの製作、販売をしてい
ま す 。ま た 、一
般家庭向けには、
カーポート、テ
ラス、結露防止
や防音に効果
のある２重窓
なども取り扱
っています。
住
所
ＴＥＬ／ＦＡＸ
営業時間
定 休 日

長与町岡郷１４７４-２２
８８７-１０１１／８４０-５０８０
８：３０～１７：３０
第２土曜日、日・祝日

恒例の
『日帰りバスツアー』
を実施します。
今回は、有田焼卸団地でお買物や、老舗
料亭「龍水亭」でのお食事、肥前浜宿で酒蔵
巡りなどを予定しています。
タムタムスタンプを集めて、ぜひご参加
ください。
実 施 日

４月１日（日）

交換冊数

３００円満点台紙 １２冊
または
３００円満点台紙５冊＋現金２，５００円

申込受付

２月７日（火）より（先着４０名様）

(平成２４年１月２０日現在)
制度の種類

利率(年利％)

（１月受付分）

㈱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％

ながさき祇園堂㈱ 岩田 奈美 サ 霊園・納骨堂販売 時津

県創業バックアップ資金

2.20％

ジャルダン・ヴェール 小林 泰志 建 造園業

長与

長与町小規模企業振興資金

2.50％

大漁酒場 居ざけ屋 井上今朝義 飲 飲食店

長与

県中小企業経営緊急安定化対策資金

1.80％

ラウンジ ＺＥＢＵＲＡ 谷川 美幸 飲 スナック

時津

県経営安定資金（長期資金）

2.50％

白梅コーポレーション㈱ 谷川 千夏 建 アパート・助産師業 長与

事業所名

代表者名

業

種

地区

