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地域資源活用セミナーの
ご案内

地域資源活用セミナーの
ご案内

地域資源活用セミナーの
ご案内

平成２８年度 通常総会開催平成２８年度 通常総会開催平成２８年度 通常総会開催

　本会では、５月２３日（月）通常総会を開催。
　平成２７年度事業実績
同収支決算、平成２８年
度事業計画同収支予算等
提出議案は、原案どおり
可決承認されました。
　２８年度は、中国の景気
停滞や消費税の増税など
先行き不透明な要因があります。会員各企業は、
収益力を高め、小さなショックには、毅然と対
応できる企業体質を強化する必要があります。
　そこで、新年度は、「ＯＮＥ ＯＮ ＴＨＥ 
ＳＴＥＰ」をスローガンに、会員企業の絶え間
ない努力、商工会役員の責務の遂行、職員の伴
走型企業支援を高め、事業を展開することが決
議されました。
　具体的には、まちゼミ・ウルトラＤ事業等の
継続、新規事業として、①地元企業への地元人
材の雇用を推進する事業、②地域の資源を専門
家等の目で掘り起こす事業を実施します。
　また、役員改選では女性部長変更に伴い松田
桐子（松田ＡＰ）氏が、新理事に選任されました。
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年間スケジュール（予定）

暮らしと事業なんでも相談会・ウルトラＤ事業開始

商工貯蓄共済推進月間（～９月）、源泉事務(上期)
会員事業所対抗ボウリング大会(２７日)、消費者購買実態調査

とぎつプレミアム付き商品券の発行

ものづくり人材支援技能競技大会（７日）

会員事業所健康診断（～１２月）、まちゼミ

中間管理職研修会（５日・１９日）、ながよオレンジマルシェ(３０日)

ながよプレミアム付き商品券の発行、障害者雇用視察

とぎつふれあい産業まつり、ＭＴ子供ビジネススクール（１４日）

暮らしと事業なんでも相談会

新春交流会・年末調整事務・決算申告相談受付

西そのぎコレクション

　来年度の消費税率１０％導入が迫るなか、ま
すます一般消費者の買い控えが予想されます。
　中小・小規模事業者としては、競争力強化の
ための「魅力ある商品づくり」「高付加価値の
サービス」の創造が不可欠になります。
　今回のセミナーで、自社製品の魅力アップに
取り組んでみませんか？
　参加ご希望の方は同封のセミナーチラシから
お申込みください。

　日時：平成２８年６月２８日（火）
　　　　　　　　　　　　　１３：３０～
　場所：西そのぎ商工会本所３Ｆ研修室

とぎつプレミアム商品券発売
加盟店継続申請をお願いします
とぎつプレミアム商品券発売

加盟店継続申請をお願いします
とぎつプレミアム商品券発売

加盟店継続申請をお願いします

　今年は１０％のプレミアム付き。１０，０００円
で１１，０００円分のお買物ができます。
　取扱加盟店の皆様には、継続申請書を同封し
ていますので、６月１５日（水）までにご回答
ください（ＦＡＸ可）。
　新たに加盟店登録を希望される事業所は、商
工会までご連絡ください。

　1.発売日時：平成２８年７月１０日（日）
　　　　　　　　　　１０：００～１６：００
　2.販売場所：①西そのぎ商工会 時津支所
　　　　　　　②東部コミュニティセンター
　　　　　　　③日並公民館
　3.有効期間：平成２９年１月９日（月）迄
　　　　　　　（６ヶ月間）
　4.発 行 額：総額 ２,２００万円（２,０００セット）
　5.販売単位：１０，０００円／１セット（１１，０００円分）
　6.購入限度：５セット／１人
　7.換金手数料：無料
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西そのぎ商工会で検索！　　　　　　　西そのぎ商工会　　　検索

一日公庫を開催します一日公庫を開催します一日公庫を開催します

暮らしと事業

「なんでも相談会」 開催！
暮らしと事業

「なんでも相談会」 開催！
暮らしと事業

「なんでも相談会」 開催！

障がい者雇用のページを
開設しました！

障がい者雇用のページを
開設しました！

障がい者雇用のページを
開設しました！

　本会では、(株)日本政策金融公庫長崎支店の
協力のもと「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。
　詳しくは、同封のチラシをご覧のうえ、お申
込みください。

　1.開催期日：平成２８年６月２４日（金）
　2.開催場所：
　　　時津支所（本所）　１０：００～１２：００
　　　長与支所　　　　　１４：００～１６：００
　3.申込み：６月１７日（金）までです

　「なんでも相談会」では、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。
　詳しくは同封のチラシをご覧のうえ、お申し
込みください。

1.日　時

2.場　所

3.相談内容

4.相談員

5.申込み

平成２８年６月２４日（金）
　　　１０：００～１６：００（要予約）
※上記日程以外にも対応可能なことがあ
りますのでお問い合わせください

西そのぎ商工会（長与・時津支所）
または相談員事務所

行政手続き、法律一般、税金、不
動産、年金、雇用に関することな
ど、何でもお尋ねください

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

同封のチラシで６月１７日（金）
までにお申し込みください

　福利厚生委員会では、商工会ＨＰ上に障がい
者雇用のページを開設しました。
　これは、平成２６年から実施している障がい
者雇用プログラム事業の一環で、地域内の障がい
者雇用情報の交換、共有を目的とするものです。
　このページには、雇用助成金、税金の優遇措
置の掲載、会員企業の障がい者求人情報、障が
い者雇用掲示板があります。商工会地域の就労
施設の紹介や、実習先の募集などのほか、障が
い者を雇用したいが、「どのような業務をまか
せられるのかわからない」「はじめから正規で
雇用するのは･･･」など疑問や不安の相談、こ
んなことで困っていますという、すでに障がい
者を雇用している事業所の方にもご利用いただ
けます。
　企業が障がい者雇用を進めやすい環境を整え
るため、行政や専門機関とも連携をとって進め
ていきますので、ぜひＨＰをご利用ください。
　なお、掲示板や求人情報の登録には商工会Ｈ
Ｐ（ＳＨＩＦＴ）への登録が必要となります。

県全域がセーフティネット保証
４号に指定

県全域がセーフティネット保証
４号に指定

県全域がセーフティネット保証
４号に指定

　熊本地震の影響により県内中小企業者の売上高
等の減少が発生していることを受け、長崎県全域
がセーフティネット保証４号に指定されました。
(1)概要(1)概要
　突発的な災害等により相当数の中小企業者の
事業活動に著しい支障が生じている地域を指定
し、この地域において、売上高等が減少してい
る中小企業者が、一般保証とは別枠（無担保
８，０００万円、最大２億８，０００万円）の保証が審
査のうえでご利用できます。
　また、セーフティネット保証の認定を受けた
中小企業者が借入をする際には信用保証協会の
保証料の軽減等が行われます。
(2)利用対象者（次の全てに該当する場合）(2)利用対象者（次の全てに該当する場合）
　①県内において１年間以上継続して事業を行っ
ている中小企業者（直接被災者、間接被災者）
　②災害の発生に起因して、当該災害の影響を
受けた後、原則として最近１ヶ月の売上高等が
前年同月比２０％以上減少しており、かつ、そ
の後２ヶ月を含む３ヶ月間の売上高等が前年同
期比２０％以上減少することが見込まれること

●詳細については長崎県ＨＰから
http://www.pref.nagasaki.jp/object/tetsudu
ki-shinsei/yushi/241191.html

その道のプロに相談その道のプロに相談
するチャンスです！するチャンスです！
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まちゼミ参加説明会を
開催します！

まちゼミ参加説明会を
開催します！

まちゼミ参加説明会を
開催します！

「商工会技能競技大会」を
開催します！

「商工会技能競技大会」を
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「商工会技能競技大会」を
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各種 『補助金』 申請報告！各種 『補助金』 申請報告！各種 『補助金』 申請報告！

　本会では、商業・サービス部会を中心に、一
昨年から精力的に「まちゼミ」事業に取り組ん
でいます。長与・時津の魅力あるお店をお客様
に知って利用して頂き、各お店の売上アップ、
地域商業活性化を目的としています。
　今年度は、「第３回まちゼミin西そのぎ」を
９月に開催予定です。
　まちゼミ講師として参加して頂くためには、
本説明会への出席が必要になります。まちゼミ
事業について、商工会までお気軽にお尋ねくだ
さい。

　1.日　　時：
　　①平成２８年６月２１日（火） １４：３０～１６：００
　　②平成２８年６月２２日（水） １８：００～１９：３０
　　　※まちゼミ参加希望者は、いずれかの
　　　　日程に必ず出席してください
　2.場　　所：西そのぎ商工会本所３Ｆ研修室
　3.対　　象：商工会会員　※業種は問いません

　4.申込方法：同封のチラシをご覧ください

　平成２８年４月１３日（水）、ものづくり・
商業・サービス新展開支援補助金（補助上限額
１，０００万円/一般型）の応募締切を迎え、本会
より９件の申請を行いました。
　また、販路開拓へ向けた事業に対する補助金
『小規模事業者持続化補助金（補助上限５０万
円）』については、４８件の申請を行いました
（平成２８年５月１３日（金）締切）。
　各補助金の採択結果につきましては、７月ま
でに随時発表となります。
　各種補助金情報は、会報及びＨＰで随時お知
らせしてまいります。
　設備投資、広告宣伝、商品開発、人材育成等
お考えの際には、上手に補助金等ご活用ください。
　補助金等耳寄り情報の収集は、西そのぎ商工
会メール配信事業が便利です。
　この機会に是非、ご登録をお願い致します。
　メール配信事業についての詳しい内容は、最
寄の商工会支所（時津・長与）までお気軽にお
問合せください。

　商工会では、地域産業の底上げと人材育成を
目的として、工業・建設部会が中心となり
「技能競技大会」を実施します。自社従業員の
技術向上にぜひご活用ください。
　詳細は商工会までお問い合わせください。

　1.開催日：平成２８年８月７日（日）
　　　　　　　　　９：００～１７：００
　2.会　場：長崎県高等技術専門校（長与町）
　3.競技職種：
　①鉄工②配管③建築板金④建築大工⑤電工
　⑥機械加工（旋盤）⑦冷凍空調機器施工

熊本地震に係る義援金募集熊本地震に係る義援金募集熊本地震に係る義援金募集

がまだせ！がまだせ！がまだせ！

熊本熊本熊本熊本

　当会では、熊本を震源とする地震発生に関し
て、義援金を募集しています。
　商工会に設置している義援金箱、または口座
振込にて受付しております。
　被災された方々の一日も早い復興を支援する
ため、皆さまのご協力をよろしくお願いいたし
ます。（※６月中は、十八銀行各店からの振込は無料です）

【振込先について】
　　[口座番号]　十八銀行時津支店
　　　　　　　　普通預金　０１７５１２８
　　[口座名義人]　西そのぎ商工会
　　　　　　　　　会長　山崎春雄

６月１０日は商工会の日です６月１０日は商工会の日です６月１０日は商工会の日です

　商工会の日は、昭和３５年６月１０日に「商
工会法」が施行された日に由来します。商工
会は、地域の商工業者によって組織された特
別認可法人です。
　全国には１，６６７の商工会があり、地域の総
合経済団体として税務申告・経理・労働保険・
融資・新規創業・経営革新など、経営面の支
援、またＩＴ等各種講習会を行う他、地域の
イベントやお祭りの主催、協力など地域振興
の中心を担っています。
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　　　　　　　　　　制度の種類制度の種類       利率(年利％)利率(年利％)

㈱日本政策金融公庫普通貸付  　1.25～2.35％

㈱日本政策金融公庫経営改善貸付 　　1.30％

県創業バックアップ資金  　　2.30％

長与町小規模企業振興資金  　　2.00％

県経営安定資金（長期資金）  　　2.50％
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  　第１回 　　　　第２回

６月審査会　　６月　６日（月）　　６月２０日（月）

　申込期限　締め切りました 　６月１０日（金）

７月審査会　７月　４日（月）　７月１９日（火）

　申込期限 　６月 ２４日（金） ７月　８日（金）

(平成２(平成２８年５月１８１８日現在)日現在)

長与町嬉里郷４５６-１１ 下田ビル１F

（８８３）７７８６／（８８３）８８６１

９：３０～１９：００

第３火曜日

事業所名　　代表者名　　 事業所名　　代表者名　　 業　種　業　種　　地区地区

　１本の花から贈り物にできます。
　心に届く花贈りを常に心がけ、フラワーギ
フトの店として２０年目を迎えました。
　全国へ花が送れる花キューピットの店であ
るとともに、地元のお客様に気軽にご利用し
ていただける花屋として、心を運ぶ花達をた
くさん用意してお待ちしております。
　四季折々に変化する
花を楽しみながら、ご
相談いただければと思
います。
　お花のことなら何で
もお任せください。

初心者・中高年の方々に来て頂きたいパソコン教室♪初心者・中高年の方々に来て頂きたいパソコン教室♪初心者・中高年の方々に来て頂きたいパソコン教室♪

（５月受付分）月受付分）

パソコン教室 ハミングバードパソコン教室 ハミングバードパソコン教室 ハミングバード

～ 心にとどく ～～ 心にとどく ～～ 心にとどく ～

フローラルスタジオ トラヤフローラルスタジオ トラヤフローラルスタジオ トラヤ

「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）
「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）
「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）

　お陰様で開校１９年目に突入！！
　“同じことを１００回聞かれても笑顔でお
答えします！”中高年の方々の笑顔溢れる教
室です。『先生また覚えたとこ忘れたばい』
『よかよかまだ１００回なってませんよ』と
言いながら教えてます♪
　少しでもパソコンに興味があるそこのあな
た！
　一度ご見学に足を運
んでみてください。きっ
と楽しそうな雰囲気が
伝わると思います。

住 所住 所

ＴＥＬ／ＦＡＸＴＥＬ／ＦＡＸ

営業営業時間時間

定 休 日定 休 日

時津町浜田郷５６５-１３
　　　　　　　　　時津ロードマンション１F
（８６０）２２３０
平日 １０：００～２０：３０　木曜 １０：００～２１：００
土曜 １０：００～１８：００
日・祝、ＧＷ、盆休み、年末年始
５週ある月（不定休）

上期分源泉所得税 納付の準備を！上期分源泉所得税 納付の準備を！上期分源泉所得税 納付の準備を！

住 所住 所

ＴＥＬ／ＦＡＸＴＥＬ／ＦＡＸ

営業営業時間時間

店 休 日店 休 日

＜お問い合わせ先＞＜お問い合わせ先＞

●本所（時津支所）
　　担当：潮屋・相嶋　８８２－２２４０
●長与支所
　　担当：津　・中尾　８８３－２１４５

　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

上期納付期限が、７月１１日（月）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

はがきを送付しますので、

給与台帳等の整備をお願い

します。

長与

長与

長与

サッシのメンテ
ナンス

不動産業

レストラン

山口　健次

谷川　好夫

中山　博登

ＹＳ山口

谷川　好夫
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