
2

04 とぎつ活性化協力クーポン券
換金期限のお知らせ

　クーポン券の換金期限は１２月２７日（月）午後５時までで

す。使用済みの商品券をお持ちの加盟店は忘れずに換金し

てください。

※期限を過ぎた商品券は使用・換金できませんのでご注

意ください。

05 貯蓄共済のご案内

「１つの掛金で３つの備え」

　商工貯蓄共済は「資金蓄積」「生命事故の保障」「融資

のあっせん」の３つの特色を組み合わせた、商工会員の

ための共済制度です。

加入資格：商工会会員とその家族及び従業員

被保険者：６歳～６５歳まで

　　　　　＊成約については、告知内容による

共済掛金：１口２， ０００円

加入期間：１０年満期

　　　　　＊更新時は健康状態にかかわらず継続可

　詳しくは、商工会へお気軽にお尋ねください。

ながさきコロナ対策
飲食店認証制度のご案内

　長崎県では、飲食店における新型コロナウイルスの感染

防止対策の徹底を図り、県民及び来県者が安心して県内の

飲食店を利用できるよう、感染防止対策についての第三者

認証制度を導入するとともに、認証に必要な設備導入等へ

の支援を実施します。

　また、サーキュレーターやパーテーションなど、認証取

得のために取り組む設備投資等について、１０万円（税抜）

を上限とした補助金制度もございます。

※ただし、補助金の申請には事前に認証の取得が必要です。

　詳細は、長崎県のホームページをご確認いただくか、商

工会までお問合せください。

https://www.nagasaki-safety.jp/business/food

問合せ：ながさきコロナ対策飲食店認証制度申請事務局

　　　　ＴＥＬ　０５７０-５５０-３８８（平日９ ： ００～１８ ： ００）

【ｔｅａｍ　ＮＡＧＡＳＡＫＩ　ＳＡＦＥＴＹ】

　チームナガサキセーフティは長崎大学の協力のもと、長

崎県が官民一体のチームで取り組む安心・安全のための

認証制度です。

　認証された施設では、長崎大学監修のガイドラインに則

り、新型コロナウイルス予防対策に取り組んでいます。

　認証に当たっては、審査員が実地審査を行い、「泊まる」

「食べる」「遊ぶ」を心から楽しんでいただけるよう、認証後

も定期的な審査で、安心・安全に取り組みます。

　チームナガサキセーフティ認証施設には、ステッカーと

ポスターを配布。ガイドラインに沿った衛生活動を行う安

全・安心な滞在が叶う施設として周知しています。

　長崎県内では、３，５６２店舗が認証店舗として登録されて

います。（１１月２２日現在）
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09 時津町飲食店認証制度
推進事業補助金のご案内

　時津町では、新型コロナウイルス感染症対策として、「な

がさきコロナ対策飲食店認証制度」による認証を受けた時

津町内の飲食事業者に対し、継続的かつ安全安心な店舗運

営を行うための支援を行います。

　詳細は、時津町ＨＰをご確認ください。

補助対象機器：空気清浄機や換気設備の整備等

補助率：１０分の１０

　　　　（１店舗あたり１回限り、上限１０万円 /消費税抜）

申請期間：令和４年２月２８日（月）消印有効

問合せ：時津町　産業振興課

　　　　ＴＥＬ　０９５－８８２－３８０１（直通）

06 福祉共済のご案内

　福祉共済は、「けがの補償・病気の補償・がんの補償・

生命補償」を備えた商工会員とその家族、従業員とその家

族のための共済制度です。 

　ライフスタイルと必要補償額に応じて、加入プランをご

検討いただけます。

★保険見直し相談会★

　今入っている保険、補償内容は把握できていますか？

　相談会では長崎県商工会連合会の保険アドバイザーが

ライフプランに合った内容で

あるか診断をして、分かりや

すくアドバイスいたします。

　ご希望の方は商工会までご

連絡ください。

07 令和４年新春交流会は
中止となりました

　１０月２６日に開催された令和３年度第３回理事会で審議

した結果、新型コロナ感染症が未だ収束していない状況

などを考慮し、感染拡大を防止する観点から、令和４年

の新春交流会については、令和３年に引き続き中止とす

ることを決定しました。

　昨年に引き続いての中止となり、会員相互の交流の場

である新春交流会の中止は、商工会の事業推進の上でも

非常に残念ではありますが、何卒ご理解を賜りますよう

お願いいたします。

R206 ドライブスルー＆
マーケットに出店しました！

「第９回まちゼミｉｎ西そのぎ」
を開催しました！

　「第９回まちゼミｉｎ西そのぎ」を１０月１日～３０日の期間

に開催しました。コロナ禍ではありましたが、各店舗が感

染防止に努め、無事終了しました。

　時津町・長与町・長崎市などから１３８名が参加し、「と

ても楽しく受講できた」と喜んだ顔がみられました。

　来年度以降にご参加をお考えの方や、まちゼミに興味を

お持ちの方はぜひ商工会までお問合せください。

　１０月９日～１１日に長崎市元船町のおくんち広場（夢彩

都横）にてＲ２０６ドライブスルー＆マーケットが開催され

ました。

　会場は販売ブースのみではなく、ドライブスルーブース

が設置され、お客様がスマホで事前発注・車に乗ったまま

商品受取という、新しい販売スタイルが導入されました。

　西そのぎ商工会からは、３日間で延べ７社が出店し、海産

物、レモネード、燻製品など様々

な商品がブースに並びました。

　また、西海市商工会、長崎市

北部商工会からも数社ずつ出

店があり、コロナ禍で失った

賑わいを取り戻す機会となり

ました。
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休館日のお知らせ

　商工会は１２月２９日（水）～１月３日（月）まで休館します。

　ご迷惑をおかけしますが、ご理解くださいますよう

お願いいたします。

　なお、それに伴い、時津ごみ袋、長与共通商品券等、窓

口でのお取り扱いもできませんので、ご用の方はお早

めにお願いいたします。　

13

FOOD STYLE Kyushu2021
への出展支援をおこないました

　１１月１０日～１１日にマリンメッセ福岡（福岡市）で開催

された商談会『ＦＯＯＤ　ＳＴＹＬＥ　Ｋｙｕｓｈｕ　２０２１』 への出

展支援をおこないました。

　この商談会は飲食料品を中心とした九州最大規模のも

ので、今回は両日併せて約１５，０００人の来場がありました。

　出展事業者の商談成立に繋

がるよう、事前の準備や専門

家派遣も行っており、当日は

自社ブースを訪れるバイヤー

を相手に各社精一杯の営業活

動ができていたようです。

11

ながさき商談会に会員事業所
が出展しました

　令和３年１０月２７日～２８日に開催された、長崎県商工会

連合会・日本政策金融公庫・長崎県信用保証協会が主催

する「魅力発信！ながさき商談会２０２１」に、本会の会員事

業所が出展しました。

　感染対策をした上で、２年ぶ

りに試食が復活し、全国から

集まったバイヤーに長崎らし

さいっぱいの自慢の商品をＰＲ

しました。
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「秋のアレンジメント」
フラワーギャラリーオランダヤ

「型を使って染める 友禅染めの
コースター♪」　　染趣庵

第２弾Ｇｏ Ｔｏ Ｅａｔキャンペーン
発売決定！

　Ｇｏ Ｔｏ Ｅａｔキャンペーン長崎事務局では「第２弾Ｇｏ Ｔｏ 

Ｅａｔキャンペーン長崎食事券」を販売することが決定しま

した。

事 業 名：第２弾Ｇｏ Ｔｏ Ｅａｔキャンペーン長崎食事券

発行冊数：２５万冊

販売価格：８，０００円（税込）で１０，０００円（税込）分の食事券

販売期間：令和３年１１月２５日（木）午前１０ ： ００～

　　　　　　　　　　　　　　　　令和４年１月３１日（月）

※新規販売停止期間：

　　　　　令和３年１２月２９日（水）～令和４年１月３日（月）

　　　　　但し利用は可能

購入限度：１回の購入につき、おひとり様２０，０００円分（２冊）。

　　　　　（購入回数に上限はございません）

利用期間：令和３年１１月２５日（木）～令和４年２月２８日（月）

購入方法：①ローソン店舗内端末Ｌｏｐｐｉにて引換券を発券

　　　　　　後、レジにて購入（予約不要）

　　　　　②郵送代引きによる購入（送料・代引き手数料

　　　　　　別途必要 /一部地域は無料）　

そ の 他：第１弾Ｇｏ Ｔｏ Ｅａｔキャンペーン長崎食事券

（１１月１５日販売終了）は、利用期間を延長し、令和４年２月

２８日（月）まで使用できます。
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Ｆａｃｅｂｏｏｋ
公式アカウント

いいね！

ＬＩＮＥ
公式アカウント

友だち
募集中

CLOSEUP
株式会社　柘植材木店

０９５(８８３)４４２３

８ ： ００～１７ ： ００

日祝日（隔週土曜）

長与町斉藤郷４１-３

長与

洋風ダイニング　ひだるか時津

制度の種類   　利率(年利)

㈱日本政策金融公庫  
　普通貸付     2.06% ～
　小規模事業者経営改善貸付   1.21%
　新型コロナウイルス感染症特別貸付  0.26% ～
　新型コロナウイルス感染症関連経営改善貸付  0.31% ～
長崎県  
　創業バックアップ資金   1.65%
　経営安定資金（長期資金）   1.95%
長与町（利子補給制度あり）  
　小規模企業振興資金    2.00%
　小規模企業創業支援資金   2.00%

4

　鶏のもも肉を１枚使い、オリーブオイルと岩塩だけで

シンプルに焼き上げた肉の旨味をしっかり感じられる当

店自慢の皮パリチキン。コースメニューにも入っている

ので、これからの忘年会や新年会にももってこいの一品です！

　その他、お刺身の盛り合わせや鮮魚のカルパッチョ、

アヒージョ、ピザ、パスタなど豊富なメニューをご用意

してお待ちしております。

オリーブオイルとピンク岩塩が
シンプルにおいしい！！

　１９５３年に創業し、県内では歴史ある材木店です。

　現在は木材及び新建材を使って、木工事を中心に建設業

として営んでいます。

　一般木造住宅やマンション・公共工事の施工にも携わ

り、数多くの実績を残してきました。

　私たちは、建物を通してお客様のより良い生活空間を提

供していきます。

長崎イチ歴史がある材木店の
「信頼」を提供します

12月の行事予定

20 日（月）
金融審査委員会

10 日（金）
マル経融資申込期限

6日（月）
働き方改革相談窓口

21 日（火）
支所統合説明会
（長与地区）

29日（水）～ 1 月 3日（月）
休館

谷川　好夫

Ｍａｈｉｎａｌｉｎｏ

谷川　好夫

毎熊　美香

貸事務所・貸家

ジュエリー加工販売

長与町
三根郷
長与町
嬉里郷

事業所名 代表者名 業種 地区

17 日（金）
表彰式

第 4回理事会

コスモス
長与店

やきとり
公民館

０９５(８９４)９５５９

日祝日

時津町浦郷３０８-１４

ビッグM

207

焼鳥
とんがらし

藤山
饅頭店

１８ ： ００～２３ ： ００
（LO ２２ ： ３０）

かわち家

ファッション
よしたけ

会員登録届出事項の
変更について

　事業所名、企業形態（個人・株式・有限など）、代表者

名、所在地等の届出事項に変更があった場合、または事

業を廃止された場合には、

本会へ届出の提出が必要

です。

　速やかにお知らせくだ

さいますようお願いいた

します。
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　毎月第１月曜日に、「働き方改革」に関する「労務管

理」「賃金制度」などについて、社会保険労務士等の専門

家による無料相談を行っています。

　お気軽にご利用ください。詳細は商工会まで。

～働き方改革窓口相談会のご案内～

お肉いろいろプレート５，０００円～
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長与町斉藤郷４１-３

長与

洋風ダイニング　ひだるか時津

制度の種類   　利率(年利)

㈱日本政策金融公庫  
　普通貸付     2.06% ～
　小規模事業者経営改善貸付   1.21%
　新型コロナウイルス感染症特別貸付  0.26% ～
　新型コロナウイルス感染症関連経営改善貸付  0.31% ～
長崎県  
　創業バックアップ資金   1.65%
　経営安定資金（長期資金）   1.95%
長与町（利子補給制度あり）  
　小規模企業振興資金    2.00%
　小規模企業創業支援資金   2.00%

4

　鶏のもも肉を１枚使い、オリーブオイルと岩塩だけで

シンプルに焼き上げた肉の旨味をしっかり感じられる当

店自慢の皮パリチキン。コースメニューにも入っている

ので、これからの忘年会や新年会にももってこいの一品です！

　その他、お刺身の盛り合わせや鮮魚のカルパッチョ、

アヒージョ、ピザ、パスタなど豊富なメニューをご用意

してお待ちしております。

オリーブオイルとピンク岩塩が
シンプルにおいしい！！

　１９５３年に創業し、県内では歴史ある材木店です。

　現在は木材及び新建材を使って、木工事を中心に建設業

として営んでいます。

　一般木造住宅やマンション・公共工事の施工にも携わ

り、数多くの実績を残してきました。

　私たちは、建物を通してお客様のより良い生活空間を提

供していきます。

長崎イチ歴史がある材木店の
「信頼」を提供します

12月の行事予定

20 日（月）
金融審査委員会

10 日（金）
マル経融資申込期限

6日（月）
働き方改革相談窓口

21 日（火）
支所統合説明会
（長与地区）

29日（水）～ 1 月 3日（月）
休館

谷川　好夫

Ｍａｈｉｎａｌｉｎｏ

谷川　好夫

毎熊　美香

貸事務所・貸家

ジュエリー加工販売

長与町
三根郷
長与町
嬉里郷

事業所名 代表者名 業種 地区

17 日（金）
表彰式

第 4回理事会

コスモス
長与店

やきとり
公民館

０９５(８９４)９５５９

日祝日

時津町浦郷３０８-１４

ビッグM

207

焼鳥
とんがらし

藤山
饅頭店

１８ ： ００～２３ ： ００
（LO ２２ ： ３０）

かわち家

ファッション
よしたけ

会員登録届出事項の
変更について

　事業所名、企業形態（個人・株式・有限など）、代表者

名、所在地等の届出事項に変更があった場合、または事

業を廃止された場合には、

本会へ届出の提出が必要

です。

　速やかにお知らせくだ

さいますようお願いいた

します。

16

　毎月第１月曜日に、「働き方改革」に関する「労務管

理」「賃金制度」などについて、社会保険労務士等の専門

家による無料相談を行っています。

　お気軽にご利用ください。詳細は商工会まで。

～働き方改革窓口相談会のご案内～

お肉いろいろプレート５，０００円～
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