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ウルトラＤ事業３年目に突入 ！

健康診断・ボ ウリング 大会
健康診断・ボウリング大会
・ゴルフコンペを開催
・ゴ
ルフコンペを開催 ！

“魅力ある商店街”実現のため、形成する個
店の魅力向上等に関わるノウハウの共有を図
り、商店街の活性化に繋げることを目的とした
「地域の核店舗（繁盛店）創造事業」（通称“ウル
トラＤ”）が３年目を迎え、今年度は５月２９日
（水）から始まりました。
講師は、福島県在住の“イケメンコンサルタ
ント”高橋幸司氏。
参加店は、時津町から「美パーマＣａ’Ｍ」、
「㈲ロフト」、長与町から「ロゼハウス」、
「パティスリー・プランシェ」の４店舗です。
１０月まで、月１回ペースで計５回行われ、
１１月には報告会を行います。
高橋先生は臨店研修のなかで、『ていねい
に』仕事をすることの大切さを繰り返し言われ
ています。顧客の目をひく店頭看板、商品の魅
力を伝えるＰＯＰ等、「やりたいと思っている
が、していないこと」を経営者の頭の中から引
き出し、そこに少しのアドバイスを加えていく
のが高橋流。参加店からは「ついつい後回しに
していたことを先生に指摘してもらうことで、
自然と実行しなけ
ればという気持ち
なった」という声
がありました。
各店舗熱心に取
り組まれており、
大きな成果が期待
できそうです！

７月１８日（木）時津支所において、第１回福利
厚生委員会を開催し、今年度の主要事業の日程
等を決定しました。
特に健康診断事業は、例年多数の申込みを頂
いており、好評であるため、受付可能人数を大
幅に拡大しました。検診料の一部支援もありま
すので、ご活用ください。
また、事業所・従業員間のレクリエーション支
援として各種スポーツ大会も開催します。豪華
賞品もご準備しております。是非ご参加くださ
い！（詳しくは同封の申込書をご覧ください）

消費税転嫁対策相談窓口を
開設します ！
現行の消費税（５％）が、平成２６年４月
（８％）及び平成２７年１０月（１０％）の二
段階にわたり、引き上げが予定されています。
ただ、一定の要件を満たす場合に、増税後の
引き渡しでも、消費税が５％のままとなる経過
措置が設けられています。詳細は、別添の同封
チラシをご覧ください。
商工会では、８月から消費税転嫁相談対策の
一環として、専門家による個別相談会やセミナ
ーの開催を予定しております。ぜひ、この機会
にご利用ください。

健康診断事業
と

ところ
募
締

８月
月 ７日（水）
日（水）

長与支所

第２ 回

９月２０日（金）

時津支所

集
切

平成２５年１０月１日（火）
～１２月２１日（土）
時津中央クリニック
（時津町浜田郷）
先着３２０名
９月６日（金）

事業所対抗ボウリング大会
と

き

平成２５年９月１１日（水）
１９：００スタート（１８：３０集合）
ところ 長崎ラッキーボウル（長崎市大橋町）
参加費 ５，０００円／チーム
募 集 先着２２チーム
（定員になり次第終了）

商工会長杯ゴルフコンペ
と

き

ところ
参加費
募

第１ 回

き

集

平成２５年１０月５日（土）
１０：０６スタート（９：３０集合）
長崎パークカントリークラブ
（西海市西彼町）
１，０００円／人
（別途プレイ代１０，３００円）
先着１０チーム
（定員になり次第終了）
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