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秋も深まるなか
“産業まつり”開催
１１月１１日（日）とぎつウォーターフロント公園で
「とぎつふれあい産業まつり」
が開催されました。
瓦加工品や段ボール製の家具など、
さまざまな
展示品が会場を賑わせ、青年部のたまごすくい
では大会新記録の３０個を樹立！
さらに飲食部会では、名物料理の試食販売を
実施。ちゃんぽんの具材を春巻きの皮で巻いて
揚げた「ちゃんぽん春巻」、ピザ生地にお好焼き
の材料をトッピングした
「お好みピザ」
「
、たこ飯」
、
「シシ汁」の四品をワンプレートに盛りつけて提供
しました。試食した方にアンケートへのご協力を
いただき、味は好評でした。彩りやネーミングな
ど検討が必要では？という貴重なご意見もいた
だきましたので、今後改善点を話し合って名物
料理の完成を目指したいと思います。
そのほか時津港周遊
クルーズやジャンボ巻
き寿司、まぐろの解体
ショーなど、悪天候に
もかかわらず大人気の
うちに終了いたしました。

今春、長与町の首長になられた吉田愼一町長をは
じめ、町幹部を招き、１１月１６日(金)、長与町内
において、長与地区役員との懇談会を開催。
冒頭、西そのぎ商工会として、①補助金の確保、
②まちづくりへの支援、③会員事業所の官公需利用
促進について要望書を提出。
要望に対して、①については、経営改善のための
補助金としての支援を検討。②については、榎の鼻
団地と中央商店街との関連を考える。③については、
受注事業者には強く要請しており、今後も対応する
との説明がありました。
その後、長与町の振興発展に係る問題、課題につ
いて意見交換がありました。
①高齢化社会への対応 ②ＬＥＤ補助 ③Ｂ1グラ
ンプリの企画を参考にした活性化策 ④町内道路問題
⑤買い物バスの検討 など、町や商工会がかかえる
問題について、共通の認識を持ち、情報の共有が図
られました。
今回の交流により行政との接点が深まり、今後の
商工会運営に大いに参考になるものと期待します。

平成２５年新春交流会を開催します。
１１月９日(金)～１１日(日)の３日間、とぎつウォ
長与町及び時津町の両町長をはじめ、行政機
ーターフロント公園で
「第1２回オートフェスタ」
を開催しました。総勢１２０台の車両がずらりと 関や関係機関等の方々も出席されます。
ビジネス拡大、会員交流の場として、多くの皆
並ぶ光景は圧巻でした。天候には恵まれません
様の参加をお待ちしています。
でしたが、成約台数２３台の成果をあげ、チャリテ
参加希望の方は、大至急「電話」又は「ファック
ィーオークションも予想
ス」で、事務局までお申し込みください。
以上の盛り上がりをみせ
ました。
と き 平成２５年１月１１日（金） １８：００～
なお、オークションの
ところ 長崎ロイヤルチェスターホテル
売上金は交通遺児の支援
会 費 ５，０００円
に役立てられる予定です。
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年末調整・確定申告の
準備は早めに！
１．建設・工業部会経営講習会
今年も、
年末調整を行う時期となりました。
「ものづくりに懸ける職人魂」
税務相談所会員におかれましては、１２月中
旬までに事務手続の案内ハガキを郵送する予定
数多くのヒット作を世に送り出すも、ことご
です。
関係書類の整備をお願いします。
とく大手参入により断念。
また、確定申告についても、決算準備表等を同 「予想は当たるが、
大手企業には勝てない・
・
・。
」
封していますので、
併せて準備をお願いします。 そう考えているころから手がけた陸上競技用具
なお、平成２４年分の所得税から適用される の生産。そしてついにオリンピックでも使用さ
主な改正点として、生命保険料控除の合計適用 れるほどになった「辻谷砲丸」誕生の秘話を、自
限度額が１２万円とされました。
身の体験をふまえて熱く語ります。
１．平成２４年１月１日以後に締結した保険
契約等に係る控除
①
「介護医療保険料控除」
（適用限度額４万円）
②
「一般生命保険料控除」
及び「個人年金保
険料控除」
の適用限度額は、
各４万円。
２．平成２３年１２月３１日以前に締結した
保険契約等に係る控除
①「一般生命保険料控除」及び「個人年金保
険料控除」
の適用限度額は、
各５万円。
３．
上記１の②と２の①を合計した
「一般生命
保険料控除」
及び
「個人年金保険料控除」の
適用限度額は、
各４万円。
４．
生命保険料控除額は、
「一般生命保険料控
除額
（上記１の②、
２の①、３のうち最も大
きい金額）
」
と
「介護医療保険料控除額」
と
「個
人年金保険料控除額
（上記１の②、
２の①、
３のうち最も大きい金額）
」の合計額。
合計適用限度額は、
１２万円。
また、納期の特例の承認を受けている源泉徴
収義務者の納期限が、
翌年の１月２０日とされ、
「納
期限の特例」
の制度が廃止されました。
なお、
「 納期の特例」の承認を受けていない源
泉徴収義務者の納期限については、従前どおり
翌年１月１０日です。
詳しくは商工会、または税務署へお問い合わ
せください。

と

き

ところ
予約制

平成２４年１２月７日（金）
１０：００～１６：００
商工会本所（時津支所）及び
長与支所
商工会にお申込みください。

講

師

と

き

と こ ろ
聴 講 料

㈲辻谷工業
代表取締役 辻谷政久
平成２５年１月２２日（火）
１４：００～１５：３０
西そのぎ商工会本所
無 料

氏

２．商店街活性化講習会

「景気・不景気は経営者次第！」
～今日も行列が出来る杉山フルーツ物語～
講

師

杉山フルーツショップ
代表 杉山 清 氏
と
き 平成２４年１２月１２日（水）
１５：００～１７：００
と こ ろ 西そのぎ商工会長与支所２Ｆ
聴 講 料 無 料
●詳しくは、同封のチラシをご覧ください。

資金繰り相談は商工会へGo!
中小企業金融円滑化法が、平成２５年３月で
最終期限を迎えます。
金融機関に対し、借入金について返済方法の
変更（返済元金の減額・据置など）をしてもらっ
たことがある方、または、近々金融機関に返済方
法の変更を申し出る予定がある方は、まず、経営
改善計画の作成を！
もう一度、経営状況を点検し、経営改善の見通
しをたて、返済の計画をみなおしましょう。
返済方法の変更と経営改善は一体のものです。
●
●
●
●

借入金の見直し
経営改善計画の策定
資金繰り表の作成
制度融資・政策金融のあっせん

まずは商工会へご相談ください。相談は無料
で秘密は厳守します。ご相談はお早めに。
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パンジーを、支所前の花壇に
は 、パンジーに 加 え ５０球 の
チューリップの球根を植え
ました。
来年の春をお楽しみに！

女性部長与支部では、長与小学校６年生全児
童
（１０３名）
を対象に、
今年で１２年目となるマイ
タウン子供ビジネススクールを開催しました。
１０月３１日（水）の事前講習会では、マナー講師
の嶋崎慈子氏から、
「 職場は、お金を生み出す所
です。各事業所の方々は、その貴重な時間をみな
さんのために提供してくれるのです。」という厳
１１月２日（金）～
しい事前講習を受け、１１月９日（金）、長与町内３５ ４日（日）本会役員は、
事業所での職場体験にのぞみました。
「宮城県多賀城七
今後も「地域の
ヶ 浜 商 工 会（ 会 長
子供は地域で育て
安住政之）
」
を訪れ、
る」という共通意
地域振興と活性化、
識のもと、また、地
危機管理のあり方
元商店街への利用
等について視察研修。
促進に繋がるよう、
総勢１６名が参加しました。
継続していきたい
同商工会は、
仙台市に隣接し人口約８０,０００人、
と思います。
会員数１,２４０人、東日本大震で甚大な被害を受け
た地域。冒頭、安住会長が、被害時の状況や現況
等について説明。同会長自身も胸まで海水に浸
かり、九死に一生を得たとのこと。
同商工会では、被災当初から会員の安否確認に
女性部では、１１月２０（火）～２１日（水）、大分県
竹田市荻町の「高原ステーション荻」へ視察研修 追われる毎日で、５月までは休日返上で業務に
を実施。総勢２１名の女性部員等が参加しました。 あたっていたそうです。激減が想定された会員
「高原ステーション荻」は、九州アルプス商工 数は１００名程度の減少に留まり、最近では、復興
会女性部の有志が、街に活気を取り戻そうと始 工事等で他県から進出の事業所が、労働保険を
めた食堂で、特産品のトマトを使った料理を提 目的に加入する事例も増えているとのこと。
全国商工会連合会を通じて配分された義援金
供しています。
研修会では、同商工会の概要と女性部の活動 は、被災された８００人の会員に配布したとのこ
について事務局より説明がなされた後、運営す とでした。
現在は、がれき等の処理も大分片づき、一見被
る女性部員から、起業への思いや、商品開発、７
月の豪雨災害等や経営面での苦労話をうかが 害の跡形もないように見えましたが、集落によ
いました。昼食には、トマト料理と６年がかり っては地域ごとそっくり家屋が流されるなど、
自然の猛威を感じさせられました。復興工事で
で商品化し
はダンプや重機等が不足し、加えて、人件費等も
た「トマトのパ
高騰。仕事があっても単価が合わない状況が続
ウンドケーキ」
いている模様。建設業等は特需景気となってい
をいただく
るようですが、業種間では格差が生じています。
など有意義
復興が遅々として進まないなか、"政府の復興
な研修とな
予算が他に流用されている話を聞くと憤りさえ
りました。
感じる"、との安住会長の話には全く同感で、被
災地の一日も早い復興を願わずにはおられない
気持ちでした。
現地視察を交えた研修でしたが、参加した役員
も心に深く受け止めるものがあったようで、
今回、
１１月２７日（火）、女性部では、毎年恒例となっ 被災地を研修先に選定したことは、今後、自らの
た本会長与支所前道路沿いに、花苗を植栽す 事業や商工会運営に十分活かされるものと思わ
る「花いっぱい運動」
を実施しました。
れる、との意見も聞かれ大変有意義な研修とな
今回は、道路沿いの植え込みに色とりどりの りました。
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（有）溝上製材所
皆様に支えられて２２年。
｢自分の家だったらどこまでしてもらいた
いか？｣なんて、従業員と話しながらお仕事
させていただいています。
光で汚れを分解し、雨水
で汚れを洗い流す「光触媒
塗装」や、熱を遮断しお住
まいを快適に保つうえに、
電気代の節約に繋がる環
境に優しい塗装も行って
います。お気軽にご相談く
ださい。
詳しくはこちらまで http//precious-paint.jp
住
所
時津町久留里郷９５６－３
ＴＥＬ／ＦＡＸ （８０７）６０３８/（８８２）０３９６
営業時間
８：００～１９：００
定 休 日 日曜 ・ 祭日

平成２４年１２月・平成２５年１月の金
融審査会は次の日程で開催します。
●１２月審査会
第１回
第２回
１２月３日（月） １２月１７日（月）
日 時
１３：３０～
１３：３０～
申込期限 締め切りました
１２月７日（金）まで
●１月審査会
第１回
第２回
１月１５日（火）
１月２８日（月）
日 時
１３：３０～
１３：３０～
申込期限 １月４日（金）まで １月１８日（金）まで

各種メーカーの展示場等で実際の商品を
見て触れて、価格と照らし合わせながらお客
様のニーズに合った商品を提供。
一緒に設計・
施工を行っています。
地産地消をモットーにお困りごとがあれば、
あらゆる地場企業のご紹介ができます。
新築・リフォーム等、
人生設計の場とし
てお役に立ちます。
お立ち寄りいた
だ け れ ば 、暖 か い
コーヒーでおもて
なしいたします。
住
所 長与町吉無田郷２０３２－１２
ＴＥＬ／ＦＡＸ （８８３）２８２０/（８８３）７１６１
営業時間
８：００～１７：００
定 休 日 日曜 ： 祭日

【融 資 額 】３００万円以内／学生・生徒１人
【利
率 】年２．４５％ （母子家庭は年２．０５％、平成２４年１１月１２日現在）
【返済期間】１５年以内 （交通遺児または母子家庭は１８年以内）
【元金据置期間】在学期間内 （在学期間内は利息のみのご返済可。元金
据置期間はご返済期間に含まれます。）

※東日本大震災により被害を受けた皆さまに
「災害特例措置」
を実施しています。
詳しくは、
下記教育ローンコールセンターへ
０５７０－００８６５６

日本政策金融公庫
年末年始は、１２月２９日（土）～１月３日（木）までお休み
となります。商品券の換金、ゴミ袋の購入等、お早めに！

(平成２４年１１月１２日現在)
制度の種類
㈱日本政策金融公庫普通貸付

利率(年利％)
1.45～4.00％

（１１月受付分）
事業所名

代表者名

業

種

地区

㈱日本政策金融公庫経営改善貸付

1.75％

県創業バックアップ資金

2.20％

ビッグＭ

松本 博之 理容業

長与

長与町小規模企業振興資金

2.50％

便利屋 一心多助

福嶋 一彦 便利屋業

長与

県中小企業経営緊急安定化対策資金

1.80％

パティスリースイートソレイユ

橋本 大量 洋菓子製造、 販売 時津

県経営安定資金（長期資金）

2.50％

ＭＡＹＵＭＩＹＡ

松本 眞弓 美容室

長与

