Page 1

NISHISONOGI SHOKOKAI NEWS Vol.74

74

2014.6.1
䛈851-2105䚷㛗ᓮ┴すᙼᯂ㒆ὠ⏫ᾆ㒓428-14
TEL095-882-2240䠋FAX095-882-0521
E-mail:nishisonogi@shokokai-nagasaki.or.jp

䛈851-2128䚷㛗ᓮ┴すᙼᯂ㒆㛗⏫Ꮀ㔛㒓431-4
TEL095-883-2145䠋FAX095-883-2149
E-mail:nishisonogi@shokokai-nagasaki.or.jp

बષỖỚभॄᥨचᏫϜịҝἜϓංậҝἜ۟܌ἶἠὛỌἼଧὑ ź

ࠉ䠑᭶䠎䠍᪥㻔Ỉ䠅ࠊࣟࣖࣝࢳ࢙ࢫࢱ࣮࣍ࢸ࡛ࣝᖹᡂ䠎䠒ᖺᗘ㏻ᖖ⥲ࢆ㛤ദࡋࡲࡋࡓࠋ
ࠉձ䠎䠑ᖺᗘᴗᐇ⦼࣭Ỵ⟬ࠉղ㟷ᖺ㒊ဨ㈨᱁ࢆ䠐䠌ṓࡽ䠐䠑ṓᘬࡁୖࡆࡿࡶࠊዪᛶࡢཧຍ
ࡶྍ⬟ࡍࡿࠉճᡭᩘᩱつᐃࡢᾘ㈝⛯⋡ᘬࡁୖࡆక࠺ᨵᐃࠉմ䠎䠒ᖺᗘᴗィ⏬ࠊண⟬➼ࡀᑂ
㆟ࡉࢀࠊྍỴᡂ❧ࡋࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊյᙺဨࡢ⿵㑅௵࡛ࡣࠊ㛗᭷ᕝṇᘯࡉࢇ䠄᭷ᕝ▼ᮦᗑ䠅
ࡀࠊ⌮∦ᒸ⩏๎ࡉࢇ䠄∦ᒸ⏘ᴗ䞟䠅ࡀ㑅௵ࡉࢀࡲࡋࡓࠋ
ࠉ䠎䠒ᖺᗘࡢᴗィ⏬࡛ࡣࠊࠕඈࡿᴗ࣭ඈࡿᆅᇦ࡙ࡃࡾࠖᣮࡳࠊဨᴗᡤ࡛ࡣࠊ᪂〇ရ
㛤Ⓨࠊ㈍㊰ᣑࠊ┈ᛶࡢᨵၿࠊ⤒Ⴀ⤌⧊ࡢᨵ㠉➼ࠊࡼࡾ୍ṌྥୖࡍࡿࠕRQH RQ WKH VWHSࠖ
ࢆྜゝⴥ⤒Ⴀດຊࢆࡍࡿࡇྜពࡋࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊၟᕤ⫋ဨࡣࠕ⾜ࡁࡲࡍࠊ⪺ࡁࡲࡍࠊᥦ
ࡋࡲࡍࠖࢆ࢟ࣕࢵࢳࣇ࣮ࣞࢬဨᨭࢆᙉࡋࡲࡍࠋ

बષỖỚभớಆổ
௭ὣைรἨἪ ź
ࠉၟᕤ㈝ࢆ㝖ࡃࠊグᖒཬࡧỴ⟬୪ࡧປാಖ
㝤㛵ಀࡢྛ✀ᡭᩘᩱࡀᾘ㈝⛯⋡ࡢᘬୖࡆక࠸
ኚ᭦ࡉࢀࡲࡍࠋ
ࠉࡓࡔࡋࠊ᪂ࡓᖹᡂ䠎䠒ᖺ䠔᭶ࡽཱྀᗙ࡛᭰
ࡢᖺ㛫୍ᣓᡶ࠸ࢆᕼᮃࡉࢀࡿᴗᡤࡘࡁࡲࡋ
࡚ࡣࠊᖺᗘ䠄ᖹᡂ䠎䠒ᖺ䠐᭶䡚ᖹᡂ䠎䠓ᖺ䠏᭶ศ䠅

㝈ࡾࠊグᖒ⥅⥆ᣦᑟᩱᶵᲔᡭᩘᩱࡢࡳᨵ
ṇ๓ࡢᡭᩘᩱ㔠㢠ᤣ࠼⨨ࡁࡲࡍࠋ䠒᭶ᮎࡲ࡛
࠾⏦㎸ࡳࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ͤࡈὀពࡃࡔࡉ࠸㸟
ࠉ䖃ᅇ࠾⏦㎸ࡳࡢ᪉ࡣࠊ᮶ᖺᗘ௨㝆ࡶཱྀᗙ
ࠉࠉ࡛᭰ࡢᖺ㛫୍ᣓᡶ࠸࡞ࡾࡲࡍࠋ
ࠉ䖃ᮇ᪥ࡲ࡛ᘬࡁⴠࡋ࡛ࡁ࡞ࡗࡓሙྜࠉ
ࠉࠉࡣࠊᨵṇᚋࡢᡭᩘᩱ㔠㢠࡞ࡾࡲࡍࠋ
ヲ⣽ࡘ࠸࡚ࡣࠊྠᑒࡢู⾲ࢆࡈぴࡃࡔࡉ࠸ࠋ

Page 2

NISHISONOGI SHOKOKAI NEWS Vol.74

消費税の転嫁拒否等に関する
調査へのご協力について
日本政策金融公庫長崎支店（国民生活事業）
の協力で、「一日公庫」を開催いたします。当
日は公庫の融資担当者が来所し、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。
●開催日：平成２６年６月２６日（木）
●時間等：１０：００～１２：００ 本所（時津支所）
１４：００～１６：００ 長与支所
●申込み：同封チラシにより、６月１９日（木）
までにお申し込みください。

本年度も「なんでも相談会」を開催します。
日常生活や事業経営で起こる様々な悩みや疑
問にサービス部会士業グループが中心となって
対応します。この機会をどうぞご活用ください。
●と

き：平成２６年６月２６日（木）
１０：００～１６：００（要予約）
●ところ：「西そのぎ商工会（長与・時津支所）」
・「相談員事務所」
●相談等：行政手続き、法律一般、税金、不
動産、年金、雇用に関すること等、
何でもお尋ねください！
●相談員：弁護士、税理士、司法書士、行政
書士、土地家屋調査士、社会保険
労務士、中小企業診断士、経営指
導員等
●申込み：同封チラシにより、６月１９日（木）
までにお申し込みください。

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
期納期限が、７月１０日（木）までとなっていま
す。納付に関する準備をお忘れなく！
なお、商工会税務相談所会員の事業所につい
ては、６月中旬に納付事務についての案内ハガ
キを送付しますので、給与台帳等の整備をお願
いします。

公正取引委員会及び中小企業庁から、消費税
の転嫁拒否等の行為に対して監視・取り締まり
を行う為、消費税の転嫁拒否等に関わる実態調
査が行われます。
調査内容は、商品・役務（サービス）の供給事
業者が、取引先事業者（買手事業者）から消費税
の転嫁拒否等の法律上問題となる行為を受けて
いないかを把握し、問題となる行為の是正をは
かるものです。取引先事業者のうち、問題があ
った（消費税の転嫁拒否等の行為がある）事業者
は、同封しております回答用紙に記載のうえ、
返信用封筒にて中小企業庁宛ご郵送ください。
提出期限は平成２６年７月３１日(木)です。

健康診断事業・ボウリング大会
お早めにお申し込みを ！
５月２３日（金）本所３Ｆ研修室において、第１
回福利厚生委員会を開催。今年度の主要事業を
下記のとおり決定しました。
特に、「健康診断事業」は、例年多数の申込み
を受付けるなどご好評を頂いておりますので、
健診の期間及び人数を拡大しました。検診料の
一部支援もあります。
募集チラシは７月号に同封します。

加えて、事業所・従業員間のレクリエーショ
ン支援として、「事業所対抗ボウリング大会」
を開催します。豪華賞品をご準備しております
ので、是非ご参加下さい！
詳細は、同封のチラシをご覧下さい。
健康診断事業
●と き：平成２６年９月１日（月）～１２月１３日（土）
●ところ：「時津中央クリニック」
（時津町浜田郷）
●募 集：先着３２０名
●締 切：８月４日（月）【厳守】
事業所対抗ボウリング大会
●と

き：平成２６年７月１８日（金）
１９：００スタート（集合１８：３０）
●ところ：長崎ラッキーボウル（長崎市大橋町）
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豊富な商品が自慢です ！

行列ができるラーメン店オープン ！

友永商店

麺也オールウェイズ 長与店

開業して約４０年！包装資材を主にポリ袋・ト
レー・ラップ・テープ類など各種サイズ、種類
を取り揃えています。日用品・雑貨も取り
扱っています。
時津町・長与町・長崎市全般を中心に、地
元の生産者の方等、幅広いニーズに合わせ
て対応させていただ
きます。
ご用の際はお気軽
にご連絡ください。
これからも人と人
とのご縁を大事にし
ていきます。

今年３月２７日に２号店をオープン！ふるさ
との長与で念願の出店ができました。
９年間修業した本場のとんこつラーメン
が自慢です。一番人気
はタン塩をイメージし
た、さわやかな旨みの
レモンとんこつです。
これからもお客様と
のご縁に感謝して最高
に美味しいラーメンを
作っていきます。駐車場
も多いので気軽にご家族
でお越しください。

住
所
ＴＥＬ／ＦＡＸ
営業時間
営業時間
定 休 日

住
所
Ｔ Ｅ Ｌ
営業
営業時間
時間
定 休 日

時津町日並郷３７１６
（８８２）７５５７
８：００～１９：００
日曜日

「マル経融資」申込みに係る金融
審査会の開催について（お知らせ）
●６月審査会
日 時
申込期限

第１回
６月 ２日（月）
締め切りました

第２回
６月１６日（月）
６月 ６日（金）

長与町嬉里郷１１７０－３
（親和銀行長与支店前）
（８８７）３０４０
11:00～15:00 18:00～22:00
水曜日

労働保険の年度更新お忘れなく ！
労働保険の年度更新が始まります。適用事
業所の皆さんは,平成２６年６月１日(日)～
７月１０日(木)までにお手続きください。
また、年度更新確定申告書については５月
末までに発送される予定です。
年度更新の手続きをお忘れなく！

●７月審査会
日 時
申込期限

第１回
７月 ７日（月）
６月２７日（金）

第２回
７月２２日（火）
７月１１日（金）

クールビズ実施のお知らせ
商工会事務所では５月１日（木）
～１０月３１日（金）の期間、省エネ
のため軽装、ノーネクタイで執務
しています。ご了承ください。

(平成２６年５月１６日現在)
制度の種類
㈱日本政策金融公庫普通貸付

利率(年利％)

（５月受付分）

1.40～2.60％

㈱日本政策金融公庫経営改善貸付

1.45％

事業所名

県創業バックアップ資金

2.00％

ＳＵＮＰＲＯ

山口 隆幸 土木、舗装工等

長与

長与町小規模企業振興資金

2.50％

ミリッペ

三浦 隆介 塗装工

長与

2.30％以内

宏仁フロア

久井原宏行 床仕上げ内装業 長与

県経営安定資金（長期資金）

６月１０日は商工会の日です ！

代表者名

業

種

地区

昭和３５年のこの日に「商工会組織等に関する法律」が施行されました

