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西そのぎ商工会
会長　川口　義己
　あけましておめでとうございます。

　皆様におかれましては、お健やかに

新年をお迎えのこととお慶び申し上げ

ます。

　さて、２０２１年も、新型コロナウイル

ス感染症の猛威は一向に収束の兆しが

見えず、未だ世界中が未曾有の惨禍の  

　　　　　　　　　中にあります。

　とりわけ、地域の商工業者においては、社会・経済活動の

停滞と、消費低迷の長期化などの影響を受け、事業存続の危

機にある事業者が増加している厳しい状況下にあります。

　このような状況を踏まえ、商工会では、地域経済の牽引力

である会員の皆様の事業の継続を支えていくために、県や

町及び関係機関との連携を図りながら、プレミアム商品券

の発行、助成金の採択支援、資金繰り支援など、会員の皆様

に寄り添った商工会を基本理念として、経営支援に全力で

取り組んできたところであります。

　２０２２年につきましても、新型コロナウイルス感染症の

影響については予断を許さない状況が続くことが予想さ

れますが、商工会では、今後も会員の皆様の事業の維持と

持続的発展を強力に支援するとともに、コロナ禍で落ち込

んだ地域経済の回復を図っていくために、地域商工業者の

皆様の支援ニーズを的確に捉えながら、伴走型支援事業に

取り組んで参る所存ですので、変わらぬご理解、ご協力を

お願い申し上げます。

　結びに、会員の皆様のご健勝とご繁栄を祈念申し上げ、

新年のご挨拶といたします。

　新年あけましておめでとうございます。
　西そのぎ商工会会員の皆様におかれまし
ては、令和４年の輝かしい新春を健やかにお
迎えのことと、心からお慶び申し上げます。
　旧年中は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、営業
時間の短縮や感染防止対策にご協力をいただいたことに対
し、心から厚くお礼申し上げます。
　日本経済も新型コロナウイルス感染症の影響から、景気は
極めて厳しく、先行きが見通せない状況であり、事業所の皆
様は、事業の継続と雇用の維持に苦慮をされたことと存じます。
　時津町では、こうした事業者の皆様を支え、景気向上や地
域の活性化の一環として、これまでよりもプレミアム率を高
くした「とぎつ活性化協力クーポン券（第２弾）」や、ながさき
コロナ対策飲食店認証制度推進の一助として、空気清浄機な
どの換気設備への補助などの施策を行ったところでございます。
　また、商工業の発展に不可欠であります円滑な交通環境を
整えるため、主要幹線道路の整備を進めておりますが、皆様
のご理解とご協力をいただき、昨年は、都市計画道路「西時津
左底線（元村工区）」と「冬切線」（時津中央第２土地区画整理事
業）の築造工事が完成し、昨年１２月１６日に供用を開始したと
ころですが、今後も都市基盤整備を積極的に取り組むことに
より、魅力に溢れた、活力あるまちづくりを進め、地域経済の
活性化と地方創生を推進してまいりますので、ご理解とご協
力をお願いいたします。
　結びに、新型コロナウイルス感染症の一日も早い終息と、
貴商工会のますますのご発展と会員の皆様のご健勝とご多
幸を祈念申し上げ、新年のごあいさつといたします。

長与町長
　　吉田　　愼一

　新年明けましておめでとうございます。

　西そのぎ商工会会員並びに関係者の皆

様におかれましては、令和４年の輝かしい

新年をつつがなくお迎えのこととお慶び

申し上げます。また、旧年中は本町行政の推進に対しまし

て、ご支援とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

　さて、令和３年は新型コロナウイルス感染症の拡大によ

り、町内においても再び飲食店等に休業要請が出され、ま

た県内でも長崎市などにまん延防止等重点措置が適用さ

れるなど、商工業にも甚大な影響があたえられました。

　そのような中、貴商工会では「おとなりスタンプ」による

非接触型サービスを導入し、また本町においてもキャッ

シュレス還元事業を行うなどコロナ禍に対応した事業を

すすめて参りました。

　国内においても新たな変異株が徐々に広がりを見せて

おり、依然として収束が見通せない状況ですが、チャレン

ジショップやサテライトオフィス等を活用し、「新しいこ

とにチャレンジできるまち長与」として、貴商工会との連

携をさらに深めながら商工業の活性化に努めて参ります

ので、なお一層のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し

上げます。

　結びに、貴商工会の益々のご発展とともに会員の皆様の

ご健勝と益々のご活躍を、そしてコロナウイルス感染症の

早期収束を心より祈念申し上げ、新年のご挨拶といたしま

す。
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　本会では、確定申告の事務受付を１月中旬頃から始めま

す。税務相談所会員の皆様は、会報１２月号に同封しました

「決算準備表」と「生命保険料控除証明等関係書類」を１月３

１日（月）迄にご提出ください。

　電子申告をご利用の方は、税務署から確定申告書用紙の

代わりにお知らせハガキが送付されますので、併せてご提

出ください。

　また、決算準備表収入欄に助成金等記入欄を設けていま

すので、事業に関連して国や地方自治体等から支給された

新型コロナウイルス感染症等に対する助成金等収入の記

入をお願いします。

　申告時に「適格請求書等保存方式（インボイス制度）」登

録申請書も受け付けます。

　ご不明な点は、商工会までお問い合わせください。

　なお、税務署の窓口で申告される方については、３月に

入ると大変混み合いますので、申告書は、早めに提出する

ことをお勧めします。

　確定申告書等の用紙が必要な方は、本会各支所にも準備

していますので、ご利用ください。

確定申告の準備はお早目に！

02 長与町チャレンジショップ
出店参加者募集

　本会では空き店舗対策事業として、長与町チャレンジ

ショップ事業を行っております。

　今年度のチャレンジショップ入居者はこれまでに７件

で、各々の特色ある商品を並べて実店舗を構えた営業に

挑戦していただいています。

　なかには売上実績を着実にあげることができた方も。

　開業実績があるチャレンジショップを出店希望者が活

用することで、地域で開業する方が増えることを期待し

ています。新規事業にチャレンジしたい方、是非応募し

てみてください。

１． 対 象 者　将来、長与町内での出店を考えている方

２． 業　　種　小売業、サービス業（但し、飲食業は除く）

３． 募集期間　随時

４． 出店者数　２～４事業者

５． 運営期間　令和４年１月４日～令和４年３月３１日

　　　　　　　（出店については、原則１か月ごとの更新、

　　　　　　　 最大３か月とします。運営開始時期につ

　　　　　　　 いてはご相談ください）

６． 出店場所　長与町中央商店街内空き店舗

７． 連 絡 先　西そのぎ商工会長与支所

今年度の出店のようす

04 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。

03 第４回理事会及び表彰状
伝達式を開催しました

　１２月１７日に、第４回理事会及び表彰状伝達式を開催し

ました。

　理事会の議案審議に先立って開催した表彰状伝達式で

は、永年勤続従業員長崎県知事表彰として、会員事業所の

３事業所から、勤続３０年以上となる３名の従業員の方々が

表彰状の伝達を受けられました。また、去る１１月１１日に東

京で開催された、第６１回商工会全国大会において、役員功

労者として全国商工会連合会会長より表彰された本会役

員及び役員経験者７名の方々に対しても表彰状の伝達が

行われました。

　また、青年部功労者として、受賞された商工会青年部副

部長の守屋　誓様（長与町　スナックうれ里）は、１２月６日

に開催された青年部全体会の際に伝達が行われました。

　表彰状伝達式の終了後に開催した理事会では、会員の加

入承認についての議案審議が行われ、新たに３件の会員加

入が承認されました。

■永年勤続従業員長崎県知事表彰

　・藏本　義弘　様（株式会社 オオクラ）

　・大西　松一　様（長建工業 株式会社）

　・齊宮　英明　様（株式会社 大東エンジニアリング）

■第６１回商工会全国大会表彰

【全国商工会連合会会長表彰】

　・役員功労者 （１５年以上）  川口  義己　様

              （１０年以上）  橋口  政行　様  

              （　　〃　　）  入江  和義  様

              （　　〃　　）　濵田日出人  様

              （　　〃　　）　出口雄一郎  様

              （　　〃　　）　辻村  栄蔵  様

              （　　〃　　）　有川  正弘  様

 　・青年部功労者　　　　　守屋　　誓　様
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商業部会視察研修を実施します！05
　商業部会では、会員の相互交流によるビジネスチャンス

の創造と見識を広める機会づくりを目的として、視察研修

を実施しています。

　昨年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、

実施を見送りましたが、今年度は、現段階でのコロナ感染

状況を鑑み、１年ぶりに下記日程で実施予定です。ただし、

今後のコロナ感染状況次第では、実施を見送らせていただ

く場合がございますので、予めご了承のうえ、同封のチラ

シをご覧いただき、お早めにお申込みください。

　なお、コロナ感染予防のため、定員を２０名に限定しての

募集とさせていただきます。また、お申込みは先着順とし、

定員になり次第締め切りとさせていただきます。

日　　時：２月７日（月）　集合　８ ： ４５（長与）

　　　　　　　　　　　　　　９ ： ００（時津）　

視 察 先：松浦市内　他

定　　員：２０名（先着順）

参 加 費：１，０００円／人

申込締切：１月２１日（金）

女性部講習会報告
～時津・長与商品開発講習会～

　本年度から女性部の活動事業として、時津・長与の特産

品を使用したお土産品の商品開発を目指し取組んでいます。

　１１月２４日に東彼杵町のレストラン、ＬｉｔｔｌｅＬｅｏのシェ

フである宮副玲長奈氏を講師として招き、きくらげとオ

リーブを使用したケークサレの調理実演をしていただき

ました。

　女性部からは１２名の方が参加し、プロの調理を熱心に

学んでいました。

　焼きあがるまでの間、講師

と部員間で商品として完成す

るプロセスについて、和やか

な雰囲気の中ディスカッション

を重ねていました。

07

「お店によびかけてクーポン
をもらおう！！」
キャンペーン開催中！

06

加盟店登録はこちら キャンペーン特設ページ

はこちら

～おとなりＳＴＡＭＰ ２回目の抽選締切まであと１か月！～

　「お店によびかけてクーポンをもらおう‼」キャンペー

ンは、おとなりＳＴＡＭＰのＬＩＮＥ公式アカウントに、店舗毎

に設定したキーワードを呼びかける（入力する）ことで、

５００円割引クーポンの抽選にチャレンジすることができ、

当選すると該当店舗でご利用いただけます。

　おとなりＳＴＡＭＰ加盟店のうち、５７事業所（６０店舗）参

加のもと１２月１日から開催しておりますが、クーポン獲得

期限が１月３日（月）、クーポンの使用期限が１月１６日（日）

となっています。

　なお、本スタンプ事業は、利用者が友だち登録し、デジタ

ルスタンプ台紙をゲットしたら、加盟店に来店した際、各

店舗に設置のＱＲコードを読み込みポイントをゲット。６

ポイント貯まったら、２００名の方に地元の特産品など豪華

賞品が当たる抽選にご応募できます。

　今回のよびかけキャンペーンの効果もあり、期間中の友

だち登録が急増し、友だち登録者数は、１， ７００名を超えま

した。

　さらに、２回目の抽選についても２月を予定しております。

　申込期限は、１月３１日（月）ですので、ポイントが貯まっ

た方はお急ぎください。

　また、おとなりＳＴＡＭＰ加盟店登録も、随時募集してお

りますので、詳しくは、商工会へお問合せください。 

　１２月５日、長崎西彼地区商工会女性部連絡協議会の全

体講習会が、時津町の東部コミュニティセンターにて開

催されました。

　西彼ブロックの５商工会から３０名の女性部員の方々が

参加しました。

　本年度は事例発表として「女性部活動に参加して～私

を支えてくれた全ての人に感謝～」のテーマのもと東長

崎商工会女性部の森敏子さんがご自身の経験に沿った事

例発表を行いました。

　また、時津町の㈱かわち家 河内隆太郎氏により「思い

きって進んだ道は大正解～コロナ禍でも夢と希望を持っ

て～」というテーマでご講演をいただきました。

　ちんどん屋としての歩みについて大変楽しくお話いた

だき、参加した部員の中から

も度々笑い声があがるような、

とても有意義な講習会となり

ました。

　最後には祝い餅つきを行っ

ていただき、賑やかな締めく

くりとなりました。

08 長崎西彼地区商工会
女性部全体講習会　報告

09 青年部講演会　報告

　１１月２２日に長与町老人福祉センター１階大ホールにて

講演会を開催しました。

　この講演会は、一般社団法人東彼杵ひとこともの公社・

代表理事の森一峻氏を講師にお招きして「地域活性化を担

う人材として必要なこと」という内容で、今年度の青年部

活動事業として実施しました。

　青年部員をはじめ、部員以

外の事業者も多数参加され、

県内の東彼杵町で実際に成果

が出ている地域活性化の取組

とその考え方について、熱心

に話を聞いていました。

CLOSEUP

　美容室アトリエＡＩは、地域密着型サロンとして幅広い

年齢の方々にご利用いただいております。

　当サロンはお客様とのコミュニケーションを大事にし、

お客様が理想とする仕上がりを実現できるよう丁寧にお

話をお伺いし、施術いたします。

　皆様のご来店を心よりお待ちしております。

長与

BRIDGE時津

見出し1月の行事予定
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鯖くさらかし岩で合格祈願？！

美容に対してのお困り事があれば
ご相談お受けします

～ 3日（月）
休館

17日（月）
金融審査委員会（予定）
働き方改革相談窓口

7日（金）
マル経融資申込期限

（８８１）１９２３

１０:００～１８:００（要予約）

不定休

時津町浦郷２７０-３　
　　　　　　柳原ビル２Ｆ

花ロフト

（８８３）５２１１

９:００～１８:００　

長与町嬉里郷１１３１-５
銀次朗

美容室アトリエ AI

利率(年利)

㈱日本政策金融公庫（一部利子補給制度あり）  
　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  ０．３６% ～
　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%

制度の種類

事業所名 代表者名 業種 地区

毎週水曜日 ・ 第三日曜日 ・
夏季 ・ 年末年始　　

松山
ガラス店 わかば

保育園

氷取西
公園

㈲森満工業

タージ

アウズ

元祖時津
まんじゅう

中村 肉の大川

十八親和銀行
時津支店

写真の
ＩＫＥＤＡ

　本会では、商工会をご利用される皆様の安全を守るた

め、防犯カメラにて２４時間、監視・録画をして

います。

　ご理解とご協力をお願いします。

10 商工会時津本所に
防犯カメラを設置しています

　平成３０年、時津町商店街に「時津アンテナショップ」

として開店しました。時津町オリジナルグッズを販売し

ています。（要予約）
　町のシンボル「鯖くさらかし岩」をモチーフにした T

シャツ・トートバッグ・クリアファイル等々、“どがんし

ても落ちない岩”と合格祈願をかけて、受験生などへの

プレゼントとして好評です。
　また、長崎県産の鯖と時津名物「時津まんじゅう」の

餡を使用した鯖缶も人気です。

　高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を対象とした

公的な融資制度です。お子さま１人につき３５０万円以内を、固定

金利（年１．６５％（令和３年１２月１日現在））で利用でき、在学期間内

は利息のみのご返済とすることができます。

　詳しくは、「国の教育ローン」で検索していただくか、下記の

コールセンターへお問い合わせください。

〔教育ローンコールセンター〕

０５７０-００８６５６（ナビダイヤル）または（０３）５３２１-８６５６

「国の教育ローン」 （日本政策金融公庫）　のご案内

Ｂａｋｅｄ ｇｏｏｄｓ ａｍ

福工業

ＯｔｔＯｔｔｅ

喜々津しのぶ

福田　裕輝

松本あづさ

菓子製造業

溶接・加工

移動ペット火葬業
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吉無田郷
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西そのぎ商工会
会長　川口　義己
　あけましておめでとうございます。

　皆様におかれましては、お健やかに

新年をお迎えのこととお慶び申し上げ

ます。

　さて、２０２１年も、新型コロナウイル

ス感染症の猛威は一向に収束の兆しが

見えず、未だ世界中が未曾有の惨禍の  

　　　　　　　　　中にあります。

　とりわけ、地域の商工業者においては、社会・経済活動の

停滞と、消費低迷の長期化などの影響を受け、事業存続の危

機にある事業者が増加している厳しい状況下にあります。

　このような状況を踏まえ、商工会では、地域経済の牽引力

である会員の皆様の事業の継続を支えていくために、県や

町及び関係機関との連携を図りながら、プレミアム商品券

の発行、助成金の採択支援、資金繰り支援など、会員の皆様

に寄り添った商工会を基本理念として、経営支援に全力で

取り組んできたところであります。

　２０２２年につきましても、新型コロナウイルス感染症の

影響については予断を許さない状況が続くことが予想さ

れますが、商工会では、今後も会員の皆様の事業の維持と

持続的発展を強力に支援するとともに、コロナ禍で落ち込

んだ地域経済の回復を図っていくために、地域商工業者の

皆様の支援ニーズを的確に捉えながら、伴走型支援事業に

取り組んで参る所存ですので、変わらぬご理解、ご協力を

お願い申し上げます。

　結びに、会員の皆様のご健勝とご繁栄を祈念申し上げ、

新年のご挨拶といたします。

　新年あけましておめでとうございます。
　西そのぎ商工会会員の皆様におかれまし
ては、令和４年の輝かしい新春を健やかにお
迎えのことと、心からお慶び申し上げます。
　旧年中は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、営業
時間の短縮や感染防止対策にご協力をいただいたことに対
し、心から厚くお礼申し上げます。
　日本経済も新型コロナウイルス感染症の影響から、景気は
極めて厳しく、先行きが見通せない状況であり、事業所の皆
様は、事業の継続と雇用の維持に苦慮をされたことと存じます。
　時津町では、こうした事業者の皆様を支え、景気向上や地
域の活性化の一環として、これまでよりもプレミアム率を高
くした「とぎつ活性化協力クーポン券（第２弾）」や、ながさき
コロナ対策飲食店認証制度推進の一助として、空気清浄機な
どの換気設備への補助などの施策を行ったところでございます。
　また、商工業の発展に不可欠であります円滑な交通環境を
整えるため、主要幹線道路の整備を進めておりますが、皆様
のご理解とご協力をいただき、昨年は、都市計画道路「西時津
左底線（元村工区）」と「冬切線」（時津中央第２土地区画整理事
業）の築造工事が完成し、昨年１２月１６日に供用を開始したと
ころですが、今後も都市基盤整備を積極的に取り組むことに
より、魅力に溢れた、活力あるまちづくりを進め、地域経済の
活性化と地方創生を推進してまいりますので、ご理解とご協
力をお願いいたします。
　結びに、新型コロナウイルス感染症の一日も早い終息と、
貴商工会のますますのご発展と会員の皆様のご健勝とご多
幸を祈念申し上げ、新年のごあいさつといたします。

長与町長
　　吉田　　愼一

　新年明けましておめでとうございます。

　西そのぎ商工会会員並びに関係者の皆

様におかれましては、令和４年の輝かしい

新年をつつがなくお迎えのこととお慶び

申し上げます。また、旧年中は本町行政の推進に対しまし

て、ご支援とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

　さて、令和３年は新型コロナウイルス感染症の拡大によ

り、町内においても再び飲食店等に休業要請が出され、ま

た県内でも長崎市などにまん延防止等重点措置が適用さ

れるなど、商工業にも甚大な影響があたえられました。

　そのような中、貴商工会では「おとなりスタンプ」による

非接触型サービスを導入し、また本町においてもキャッ

シュレス還元事業を行うなどコロナ禍に対応した事業を

すすめて参りました。

　国内においても新たな変異株が徐々に広がりを見せて

おり、依然として収束が見通せない状況ですが、チャレン

ジショップやサテライトオフィス等を活用し、「新しいこ

とにチャレンジできるまち長与」として、貴商工会との連

携をさらに深めながら商工業の活性化に努めて参ります

ので、なお一層のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し

上げます。

　結びに、貴商工会の益々のご発展とともに会員の皆様の

ご健勝と益々のご活躍を、そしてコロナウイルス感染症の

早期収束を心より祈念申し上げ、新年のご挨拶といたしま

す。
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　本会では、確定申告の事務受付を１月中旬頃から始めま

す。税務相談所会員の皆様は、会報１２月号に同封しました

「決算準備表」と「生命保険料控除証明等関係書類」を１月３

１日（月）迄にご提出ください。

　電子申告をご利用の方は、税務署から確定申告書用紙の

代わりにお知らせハガキが送付されますので、併せてご提

出ください。

　また、決算準備表収入欄に助成金等記入欄を設けていま

すので、事業に関連して国や地方自治体等から支給された

新型コロナウイルス感染症等に対する助成金等収入の記

入をお願いします。

　申告時に「適格請求書等保存方式（インボイス制度）」登

録申請書も受け付けます。

　ご不明な点は、商工会までお問い合わせください。

　なお、税務署の窓口で申告される方については、３月に

入ると大変混み合いますので、申告書は、早めに提出する

ことをお勧めします。

　確定申告書等の用紙が必要な方は、本会各支所にも準備

していますので、ご利用ください。

確定申告の準備はお早目に！

02 長与町チャレンジショップ
出店参加者募集

　本会では空き店舗対策事業として、長与町チャレンジ

ショップ事業を行っております。

　今年度のチャレンジショップ入居者はこれまでに７件

で、各々の特色ある商品を並べて実店舗を構えた営業に

挑戦していただいています。

　なかには売上実績を着実にあげることができた方も。

　開業実績があるチャレンジショップを出店希望者が活

用することで、地域で開業する方が増えることを期待し

ています。新規事業にチャレンジしたい方、是非応募し

てみてください。

１． 対 象 者　将来、長与町内での出店を考えている方

２． 業　　種　小売業、サービス業（但し、飲食業は除く）

３． 募集期間　随時

４． 出店者数　２～４事業者

５． 運営期間　令和４年１月４日～令和４年３月３１日

　　　　　　　（出店については、原則１か月ごとの更新、

　　　　　　　 最大３か月とします。運営開始時期につ

　　　　　　　 いてはご相談ください）

６． 出店場所　長与町中央商店街内空き店舗

７． 連 絡 先　西そのぎ商工会長与支所

今年度の出店のようす

04 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。

03 第４回理事会及び表彰状
伝達式を開催しました

　１２月１７日に、第４回理事会及び表彰状伝達式を開催し

ました。

　理事会の議案審議に先立って開催した表彰状伝達式で

は、永年勤続従業員長崎県知事表彰として、会員事業所の

３事業所から、勤続３０年以上となる３名の従業員の方々が

表彰状の伝達を受けられました。また、去る１１月１１日に東

京で開催された、第６１回商工会全国大会において、役員功

労者として全国商工会連合会会長より表彰された本会役

員及び役員経験者７名の方々に対しても表彰状の伝達が

行われました。

　また、青年部功労者として、受賞された商工会青年部副

部長の守屋　誓様（長与町　スナックうれ里）は、１２月６日

に開催された青年部全体会の際に伝達が行われました。

　表彰状伝達式の終了後に開催した理事会では、会員の加

入承認についての議案審議が行われ、新たに３件の会員加

入が承認されました。

■永年勤続従業員長崎県知事表彰

　・藏本　義弘　様（株式会社 オオクラ）

　・大西　松一　様（長建工業 株式会社）

　・齊宮　英明　様（株式会社 大東エンジニアリング）

■第６１回商工会全国大会表彰

【全国商工会連合会会長表彰】

　・役員功労者 （１５年以上）  川口  義己　様

              （１０年以上）  橋口  政行　様  

              （　　〃　　）  入江  和義  様

              （　　〃　　）　濵田日出人  様

              （　　〃　　）　出口雄一郎  様

              （　　〃　　）　辻村  栄蔵  様

              （　　〃　　）　有川  正弘  様

 　・青年部功労者　　　　　守屋　　誓　様
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商業部会視察研修を実施します！05
　商業部会では、会員の相互交流によるビジネスチャンス

の創造と見識を広める機会づくりを目的として、視察研修

を実施しています。

　昨年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、

実施を見送りましたが、今年度は、現段階でのコロナ感染

状況を鑑み、１年ぶりに下記日程で実施予定です。ただし、

今後のコロナ感染状況次第では、実施を見送らせていただ

く場合がございますので、予めご了承のうえ、同封のチラ

シをご覧いただき、お早めにお申込みください。

　なお、コロナ感染予防のため、定員を２０名に限定しての

募集とさせていただきます。また、お申込みは先着順とし、

定員になり次第締め切りとさせていただきます。

日　　時：２月７日（月）　集合　８ ： ４５（長与）

　　　　　　　　　　　　　　９ ： ００（時津）　

視 察 先：松浦市内　他

定　　員：２０名（先着順）

参 加 費：１，０００円／人

申込締切：１月２１日（金）

女性部講習会報告
～時津・長与商品開発講習会～

　本年度から女性部の活動事業として、時津・長与の特産

品を使用したお土産品の商品開発を目指し取組んでいます。

　１１月２４日に東彼杵町のレストラン、ＬｉｔｔｌｅＬｅｏのシェ

フである宮副玲長奈氏を講師として招き、きくらげとオ

リーブを使用したケークサレの調理実演をしていただき

ました。

　女性部からは１２名の方が参加し、プロの調理を熱心に

学んでいました。

　焼きあがるまでの間、講師

と部員間で商品として完成す

るプロセスについて、和やか

な雰囲気の中ディスカッション

を重ねていました。

07

「お店によびかけてクーポン
をもらおう！！」
キャンペーン開催中！

06

加盟店登録はこちら キャンペーン特設ページ

はこちら

～おとなりＳＴＡＭＰ ２回目の抽選締切まであと１か月！～

　「お店によびかけてクーポンをもらおう‼」キャンペー

ンは、おとなりＳＴＡＭＰのＬＩＮＥ公式アカウントに、店舗毎

に設定したキーワードを呼びかける（入力する）ことで、

５００円割引クーポンの抽選にチャレンジすることができ、

当選すると該当店舗でご利用いただけます。

　おとなりＳＴＡＭＰ加盟店のうち、５７事業所（６０店舗）参

加のもと１２月１日から開催しておりますが、クーポン獲得

期限が１月３日（月）、クーポンの使用期限が１月１６日（日）

となっています。

　なお、本スタンプ事業は、利用者が友だち登録し、デジタ

ルスタンプ台紙をゲットしたら、加盟店に来店した際、各

店舗に設置のＱＲコードを読み込みポイントをゲット。６

ポイント貯まったら、２００名の方に地元の特産品など豪華

賞品が当たる抽選にご応募できます。

　今回のよびかけキャンペーンの効果もあり、期間中の友

だち登録が急増し、友だち登録者数は、１， ７００名を超えま

した。

　さらに、２回目の抽選についても２月を予定しております。

　申込期限は、１月３１日（月）ですので、ポイントが貯まっ

た方はお急ぎください。

　また、おとなりＳＴＡＭＰ加盟店登録も、随時募集してお

りますので、詳しくは、商工会へお問合せください。 

　１２月５日、長崎西彼地区商工会女性部連絡協議会の全

体講習会が、時津町の東部コミュニティセンターにて開

催されました。

　西彼ブロックの５商工会から３０名の女性部員の方々が

参加しました。

　本年度は事例発表として「女性部活動に参加して～私

を支えてくれた全ての人に感謝～」のテーマのもと東長

崎商工会女性部の森敏子さんがご自身の経験に沿った事

例発表を行いました。

　また、時津町の㈱かわち家 河内隆太郎氏により「思い

きって進んだ道は大正解～コロナ禍でも夢と希望を持っ

て～」というテーマでご講演をいただきました。

　ちんどん屋としての歩みについて大変楽しくお話いた

だき、参加した部員の中から

も度々笑い声があがるような、

とても有意義な講習会となり

ました。

　最後には祝い餅つきを行っ

ていただき、賑やかな締めく

くりとなりました。

08 長崎西彼地区商工会
女性部全体講習会　報告

09 青年部講演会　報告

　１１月２２日に長与町老人福祉センター１階大ホールにて

講演会を開催しました。

　この講演会は、一般社団法人東彼杵ひとこともの公社・

代表理事の森一峻氏を講師にお招きして「地域活性化を担

う人材として必要なこと」という内容で、今年度の青年部

活動事業として実施しました。

　青年部員をはじめ、部員以

外の事業者も多数参加され、

県内の東彼杵町で実際に成果

が出ている地域活性化の取組

とその考え方について、熱心

に話を聞いていました。

CLOSEUP

　美容室アトリエＡＩは、地域密着型サロンとして幅広い

年齢の方々にご利用いただいております。

　当サロンはお客様とのコミュニケーションを大事にし、

お客様が理想とする仕上がりを実現できるよう丁寧にお

話をお伺いし、施術いたします。

　皆様のご来店を心よりお待ちしております。

長与

BRIDGE時津

見出し1月の行事予定

4

鯖くさらかし岩で合格祈願？！

美容に対してのお困り事があれば
ご相談お受けします

～ 3日（月）
休館

17日（月）
金融審査委員会（予定）
働き方改革相談窓口

7日（金）
マル経融資申込期限

（８８１）１９２３

１０:００～１８:００（要予約）

不定休

時津町浦郷２７０-３　
　　　　　　柳原ビル２Ｆ

花ロフト

（８８３）５２１１

９:００～１８:００　

長与町嬉里郷１１３１-５
銀次朗

美容室アトリエ AI

利率(年利)

㈱日本政策金融公庫（一部利子補給制度あり）  
　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  ０．３６% ～
　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%

制度の種類

事業所名 代表者名 業種 地区

毎週水曜日 ・ 第三日曜日 ・
夏季 ・ 年末年始　　

松山
ガラス店 わかば

保育園

氷取西
公園

㈲森満工業

タージ

アウズ

元祖時津
まんじゅう

中村 肉の大川

十八親和銀行
時津支店

写真の
ＩＫＥＤＡ

　本会では、商工会をご利用される皆様の安全を守るた

め、防犯カメラにて２４時間、監視・録画をして

います。

　ご理解とご協力をお願いします。

10 商工会時津本所に
防犯カメラを設置しています

　平成３０年、時津町商店街に「時津アンテナショップ」

として開店しました。時津町オリジナルグッズを販売し

ています。（要予約）
　町のシンボル「鯖くさらかし岩」をモチーフにした T

シャツ・トートバッグ・クリアファイル等々、“どがんし

ても落ちない岩”と合格祈願をかけて、受験生などへの

プレゼントとして好評です。
　また、長崎県産の鯖と時津名物「時津まんじゅう」の

餡を使用した鯖缶も人気です。

　高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を対象とした

公的な融資制度です。お子さま１人につき３５０万円以内を、固定

金利（年１．６５％（令和３年１２月１日現在））で利用でき、在学期間内

は利息のみのご返済とすることができます。

　詳しくは、「国の教育ローン」で検索していただくか、下記の

コールセンターへお問い合わせください。

〔教育ローンコールセンター〕

０５７０-００８６５６（ナビダイヤル）または（０３）５３２１-８６５６

「国の教育ローン」 （日本政策金融公庫）　のご案内

Ｂａｋｅｄ ｇｏｏｄｓ ａｍ

福工業

ＯｔｔＯｔｔｅ

喜々津しのぶ

福田　裕輝

松本あづさ

菓子製造業

溶接・加工

移動ペット火葬業

長与町

岡郷

長与町

吉無田郷

時津町

浦郷
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西そのぎ商工会
会長　川口　義己
　あけましておめでとうございます。

　皆様におかれましては、お健やかに

新年をお迎えのこととお慶び申し上げ

ます。

　さて、２０２１年も、新型コロナウイル

ス感染症の猛威は一向に収束の兆しが

見えず、未だ世界中が未曾有の惨禍の  

　　　　　　　　　中にあります。

　とりわけ、地域の商工業者においては、社会・経済活動の

停滞と、消費低迷の長期化などの影響を受け、事業存続の危

機にある事業者が増加している厳しい状況下にあります。

　このような状況を踏まえ、商工会では、地域経済の牽引力

である会員の皆様の事業の継続を支えていくために、県や

町及び関係機関との連携を図りながら、プレミアム商品券

の発行、助成金の採択支援、資金繰り支援など、会員の皆様

に寄り添った商工会を基本理念として、経営支援に全力で

取り組んできたところであります。

　２０２２年につきましても、新型コロナウイルス感染症の

影響については予断を許さない状況が続くことが予想さ

れますが、商工会では、今後も会員の皆様の事業の維持と

持続的発展を強力に支援するとともに、コロナ禍で落ち込

んだ地域経済の回復を図っていくために、地域商工業者の

皆様の支援ニーズを的確に捉えながら、伴走型支援事業に

取り組んで参る所存ですので、変わらぬご理解、ご協力を

お願い申し上げます。

　結びに、会員の皆様のご健勝とご繁栄を祈念申し上げ、

新年のご挨拶といたします。

　新年あけましておめでとうございます。
　西そのぎ商工会会員の皆様におかれまし
ては、令和４年の輝かしい新春を健やかにお
迎えのことと、心からお慶び申し上げます。
　旧年中は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、営業
時間の短縮や感染防止対策にご協力をいただいたことに対
し、心から厚くお礼申し上げます。
　日本経済も新型コロナウイルス感染症の影響から、景気は
極めて厳しく、先行きが見通せない状況であり、事業所の皆
様は、事業の継続と雇用の維持に苦慮をされたことと存じます。
　時津町では、こうした事業者の皆様を支え、景気向上や地
域の活性化の一環として、これまでよりもプレミアム率を高
くした「とぎつ活性化協力クーポン券（第２弾）」や、ながさき
コロナ対策飲食店認証制度推進の一助として、空気清浄機な
どの換気設備への補助などの施策を行ったところでございます。
　また、商工業の発展に不可欠であります円滑な交通環境を
整えるため、主要幹線道路の整備を進めておりますが、皆様
のご理解とご協力をいただき、昨年は、都市計画道路「西時津
左底線（元村工区）」と「冬切線」（時津中央第２土地区画整理事
業）の築造工事が完成し、昨年１２月１６日に供用を開始したと
ころですが、今後も都市基盤整備を積極的に取り組むことに
より、魅力に溢れた、活力あるまちづくりを進め、地域経済の
活性化と地方創生を推進してまいりますので、ご理解とご協
力をお願いいたします。
　結びに、新型コロナウイルス感染症の一日も早い終息と、
貴商工会のますますのご発展と会員の皆様のご健勝とご多
幸を祈念申し上げ、新年のごあいさつといたします。

長与町長
　　吉田　　愼一

　新年明けましておめでとうございます。

　西そのぎ商工会会員並びに関係者の皆

様におかれましては、令和４年の輝かしい

新年をつつがなくお迎えのこととお慶び

申し上げます。また、旧年中は本町行政の推進に対しまし

て、ご支援とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

　さて、令和３年は新型コロナウイルス感染症の拡大によ

り、町内においても再び飲食店等に休業要請が出され、ま

た県内でも長崎市などにまん延防止等重点措置が適用さ

れるなど、商工業にも甚大な影響があたえられました。

　そのような中、貴商工会では「おとなりスタンプ」による

非接触型サービスを導入し、また本町においてもキャッ

シュレス還元事業を行うなどコロナ禍に対応した事業を

すすめて参りました。

　国内においても新たな変異株が徐々に広がりを見せて

おり、依然として収束が見通せない状況ですが、チャレン

ジショップやサテライトオフィス等を活用し、「新しいこ

とにチャレンジできるまち長与」として、貴商工会との連

携をさらに深めながら商工業の活性化に努めて参ります

ので、なお一層のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し

上げます。

　結びに、貴商工会の益々のご発展とともに会員の皆様の

ご健勝と益々のご活躍を、そしてコロナウイルス感染症の

早期収束を心より祈念申し上げ、新年のご挨拶といたしま

す。
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　本会では、確定申告の事務受付を１月中旬頃から始めま

す。税務相談所会員の皆様は、会報１２月号に同封しました

「決算準備表」と「生命保険料控除証明等関係書類」を１月３

１日（月）迄にご提出ください。

　電子申告をご利用の方は、税務署から確定申告書用紙の

代わりにお知らせハガキが送付されますので、併せてご提

出ください。

　また、決算準備表収入欄に助成金等記入欄を設けていま

すので、事業に関連して国や地方自治体等から支給された

新型コロナウイルス感染症等に対する助成金等収入の記

入をお願いします。

　申告時に「適格請求書等保存方式（インボイス制度）」登

録申請書も受け付けます。

　ご不明な点は、商工会までお問い合わせください。

　なお、税務署の窓口で申告される方については、３月に

入ると大変混み合いますので、申告書は、早めに提出する

ことをお勧めします。

　確定申告書等の用紙が必要な方は、本会各支所にも準備

していますので、ご利用ください。

確定申告の準備はお早目に！

02 長与町チャレンジショップ
出店参加者募集

　本会では空き店舗対策事業として、長与町チャレンジ

ショップ事業を行っております。

　今年度のチャレンジショップ入居者はこれまでに７件

で、各々の特色ある商品を並べて実店舗を構えた営業に

挑戦していただいています。

　なかには売上実績を着実にあげることができた方も。

　開業実績があるチャレンジショップを出店希望者が活

用することで、地域で開業する方が増えることを期待し

ています。新規事業にチャレンジしたい方、是非応募し

てみてください。

１． 対 象 者　将来、長与町内での出店を考えている方

２． 業　　種　小売業、サービス業（但し、飲食業は除く）

３． 募集期間　随時

４． 出店者数　２～４事業者

５． 運営期間　令和４年１月４日～令和４年３月３１日

　　　　　　　（出店については、原則１か月ごとの更新、

　　　　　　　 最大３か月とします。運営開始時期につ

　　　　　　　 いてはご相談ください）

６． 出店場所　長与町中央商店街内空き店舗

７． 連 絡 先　西そのぎ商工会長与支所

今年度の出店のようす

04 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。

03 第４回理事会及び表彰状
伝達式を開催しました

　１２月１７日に、第４回理事会及び表彰状伝達式を開催し

ました。

　理事会の議案審議に先立って開催した表彰状伝達式で

は、永年勤続従業員長崎県知事表彰として、会員事業所の

３事業所から、勤続３０年以上となる３名の従業員の方々が

表彰状の伝達を受けられました。また、去る１１月１１日に東

京で開催された、第６１回商工会全国大会において、役員功

労者として全国商工会連合会会長より表彰された本会役

員及び役員経験者７名の方々に対しても表彰状の伝達が

行われました。

　また、青年部功労者として、受賞された商工会青年部副

部長の守屋　誓様（長与町　スナックうれ里）は、１２月６日

に開催された青年部全体会の際に伝達が行われました。

　表彰状伝達式の終了後に開催した理事会では、会員の加

入承認についての議案審議が行われ、新たに３件の会員加

入が承認されました。

■永年勤続従業員長崎県知事表彰

　・藏本　義弘　様（株式会社 オオクラ）

　・大西　松一　様（長建工業 株式会社）

　・齊宮　英明　様（株式会社 大東エンジニアリング）

■第６１回商工会全国大会表彰

【全国商工会連合会会長表彰】

　・役員功労者 （１５年以上）  川口  義己　様

              （１０年以上）  橋口  政行　様  

              （　　〃　　）  入江  和義  様

              （　　〃　　）　濵田日出人  様

              （　　〃　　）　出口雄一郎  様

              （　　〃　　）　辻村  栄蔵  様

              （　　〃　　）　有川  正弘  様

 　・青年部功労者　　　　　守屋　　誓　様
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商業部会視察研修を実施します！05
　商業部会では、会員の相互交流によるビジネスチャンス

の創造と見識を広める機会づくりを目的として、視察研修

を実施しています。

　昨年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、

実施を見送りましたが、今年度は、現段階でのコロナ感染

状況を鑑み、１年ぶりに下記日程で実施予定です。ただし、

今後のコロナ感染状況次第では、実施を見送らせていただ

く場合がございますので、予めご了承のうえ、同封のチラ

シをご覧いただき、お早めにお申込みください。

　なお、コロナ感染予防のため、定員を２０名に限定しての

募集とさせていただきます。また、お申込みは先着順とし、

定員になり次第締め切りとさせていただきます。

日　　時：２月７日（月）　集合　８ ： ４５（長与）

　　　　　　　　　　　　　　９ ： ００（時津）　

視 察 先：松浦市内　他

定　　員：２０名（先着順）

参 加 費：１，０００円／人

申込締切：１月２１日（金）

女性部講習会報告
～時津・長与商品開発講習会～

　本年度から女性部の活動事業として、時津・長与の特産

品を使用したお土産品の商品開発を目指し取組んでいます。

　１１月２４日に東彼杵町のレストラン、ＬｉｔｔｌｅＬｅｏのシェ

フである宮副玲長奈氏を講師として招き、きくらげとオ

リーブを使用したケークサレの調理実演をしていただき

ました。

　女性部からは１２名の方が参加し、プロの調理を熱心に

学んでいました。

　焼きあがるまでの間、講師

と部員間で商品として完成す

るプロセスについて、和やか

な雰囲気の中ディスカッション

を重ねていました。

07

「お店によびかけてクーポン
をもらおう！！」
キャンペーン開催中！

06

加盟店登録はこちら キャンペーン特設ページ

はこちら

～おとなりＳＴＡＭＰ ２回目の抽選締切まであと１か月！～

　「お店によびかけてクーポンをもらおう‼」キャンペー

ンは、おとなりＳＴＡＭＰのＬＩＮＥ公式アカウントに、店舗毎

に設定したキーワードを呼びかける（入力する）ことで、

５００円割引クーポンの抽選にチャレンジすることができ、

当選すると該当店舗でご利用いただけます。

　おとなりＳＴＡＭＰ加盟店のうち、５７事業所（６０店舗）参

加のもと１２月１日から開催しておりますが、クーポン獲得

期限が１月３日（月）、クーポンの使用期限が１月１６日（日）

となっています。

　なお、本スタンプ事業は、利用者が友だち登録し、デジタ

ルスタンプ台紙をゲットしたら、加盟店に来店した際、各

店舗に設置のＱＲコードを読み込みポイントをゲット。６

ポイント貯まったら、２００名の方に地元の特産品など豪華

賞品が当たる抽選にご応募できます。

　今回のよびかけキャンペーンの効果もあり、期間中の友

だち登録が急増し、友だち登録者数は、１， ７００名を超えま

した。

　さらに、２回目の抽選についても２月を予定しております。

　申込期限は、１月３１日（月）ですので、ポイントが貯まっ

た方はお急ぎください。

　また、おとなりＳＴＡＭＰ加盟店登録も、随時募集してお

りますので、詳しくは、商工会へお問合せください。 

　１２月５日、長崎西彼地区商工会女性部連絡協議会の全

体講習会が、時津町の東部コミュニティセンターにて開

催されました。

　西彼ブロックの５商工会から３０名の女性部員の方々が

参加しました。

　本年度は事例発表として「女性部活動に参加して～私

を支えてくれた全ての人に感謝～」のテーマのもと東長

崎商工会女性部の森敏子さんがご自身の経験に沿った事

例発表を行いました。

　また、時津町の㈱かわち家 河内隆太郎氏により「思い

きって進んだ道は大正解～コロナ禍でも夢と希望を持っ

て～」というテーマでご講演をいただきました。

　ちんどん屋としての歩みについて大変楽しくお話いた

だき、参加した部員の中から

も度々笑い声があがるような、

とても有意義な講習会となり

ました。

　最後には祝い餅つきを行っ

ていただき、賑やかな締めく

くりとなりました。

08 長崎西彼地区商工会
女性部全体講習会　報告

09 青年部講演会　報告

　１１月２２日に長与町老人福祉センター１階大ホールにて

講演会を開催しました。

　この講演会は、一般社団法人東彼杵ひとこともの公社・

代表理事の森一峻氏を講師にお招きして「地域活性化を担

う人材として必要なこと」という内容で、今年度の青年部

活動事業として実施しました。

　青年部員をはじめ、部員以

外の事業者も多数参加され、

県内の東彼杵町で実際に成果

が出ている地域活性化の取組

とその考え方について、熱心

に話を聞いていました。

CLOSEUP

　美容室アトリエＡＩは、地域密着型サロンとして幅広い

年齢の方々にご利用いただいております。

　当サロンはお客様とのコミュニケーションを大事にし、

お客様が理想とする仕上がりを実現できるよう丁寧にお

話をお伺いし、施術いたします。

　皆様のご来店を心よりお待ちしております。

長与

BRIDGE時津

見出し1月の行事予定
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鯖くさらかし岩で合格祈願？！

美容に対してのお困り事があれば
ご相談お受けします

～ 3日（月）
休館

17日（月）
金融審査委員会（予定）
働き方改革相談窓口

7日（金）
マル経融資申込期限

（８８１）１９２３

１０:００～１８:００（要予約）

不定休

時津町浦郷２７０-３　
　　　　　　柳原ビル２Ｆ

花ロフト

（８８３）５２１１

９:００～１８:００　

長与町嬉里郷１１３１-５
銀次朗

美容室アトリエ AI

利率(年利)

㈱日本政策金融公庫（一部利子補給制度あり）  
　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  ０．３６% ～
　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%

制度の種類

事業所名 代表者名 業種 地区

毎週水曜日 ・ 第三日曜日 ・
夏季 ・ 年末年始　　

松山
ガラス店 わかば

保育園

氷取西
公園

㈲森満工業

タージ

アウズ

元祖時津
まんじゅう

中村 肉の大川

十八親和銀行
時津支店

写真の
ＩＫＥＤＡ

　本会では、商工会をご利用される皆様の安全を守るた

め、防犯カメラにて２４時間、監視・録画をして

います。

　ご理解とご協力をお願いします。

10 商工会時津本所に
防犯カメラを設置しています

　平成３０年、時津町商店街に「時津アンテナショップ」

として開店しました。時津町オリジナルグッズを販売し

ています。（要予約）
　町のシンボル「鯖くさらかし岩」をモチーフにした T

シャツ・トートバッグ・クリアファイル等々、“どがんし

ても落ちない岩”と合格祈願をかけて、受験生などへの

プレゼントとして好評です。
　また、長崎県産の鯖と時津名物「時津まんじゅう」の

餡を使用した鯖缶も人気です。

　高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を対象とした

公的な融資制度です。お子さま１人につき３５０万円以内を、固定

金利（年１．６５％（令和３年１２月１日現在））で利用でき、在学期間内

は利息のみのご返済とすることができます。

　詳しくは、「国の教育ローン」で検索していただくか、下記の

コールセンターへお問い合わせください。

〔教育ローンコールセンター〕

０５７０-００８６５６（ナビダイヤル）または（０３）５３２１-８６５６

「国の教育ローン」 （日本政策金融公庫）　のご案内

Ｂａｋｅｄ ｇｏｏｄｓ ａｍ

福工業

ＯｔｔＯｔｔｅ

喜々津しのぶ

福田　裕輝

松本あづさ

菓子製造業

溶接・加工

移動ペット火葬業

長与町

岡郷

長与町

吉無田郷

時津町

浦郷
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西そのぎ商工会
会長　川口　義己
　あけましておめでとうございます。

　皆様におかれましては、お健やかに

新年をお迎えのこととお慶び申し上げ

ます。

　さて、２０２１年も、新型コロナウイル

ス感染症の猛威は一向に収束の兆しが

見えず、未だ世界中が未曾有の惨禍の  

　　　　　　　　　中にあります。

　とりわけ、地域の商工業者においては、社会・経済活動の

停滞と、消費低迷の長期化などの影響を受け、事業存続の危

機にある事業者が増加している厳しい状況下にあります。

　このような状況を踏まえ、商工会では、地域経済の牽引力

である会員の皆様の事業の継続を支えていくために、県や

町及び関係機関との連携を図りながら、プレミアム商品券

の発行、助成金の採択支援、資金繰り支援など、会員の皆様

に寄り添った商工会を基本理念として、経営支援に全力で

取り組んできたところであります。

　２０２２年につきましても、新型コロナウイルス感染症の

影響については予断を許さない状況が続くことが予想さ

れますが、商工会では、今後も会員の皆様の事業の維持と

持続的発展を強力に支援するとともに、コロナ禍で落ち込

んだ地域経済の回復を図っていくために、地域商工業者の

皆様の支援ニーズを的確に捉えながら、伴走型支援事業に

取り組んで参る所存ですので、変わらぬご理解、ご協力を

お願い申し上げます。

　結びに、会員の皆様のご健勝とご繁栄を祈念申し上げ、

新年のご挨拶といたします。

　新年あけましておめでとうございます。
　西そのぎ商工会会員の皆様におかれまし
ては、令和４年の輝かしい新春を健やかにお
迎えのことと、心からお慶び申し上げます。
　旧年中は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、営業
時間の短縮や感染防止対策にご協力をいただいたことに対
し、心から厚くお礼申し上げます。
　日本経済も新型コロナウイルス感染症の影響から、景気は
極めて厳しく、先行きが見通せない状況であり、事業所の皆
様は、事業の継続と雇用の維持に苦慮をされたことと存じます。
　時津町では、こうした事業者の皆様を支え、景気向上や地
域の活性化の一環として、これまでよりもプレミアム率を高
くした「とぎつ活性化協力クーポン券（第２弾）」や、ながさき
コロナ対策飲食店認証制度推進の一助として、空気清浄機な
どの換気設備への補助などの施策を行ったところでございます。
　また、商工業の発展に不可欠であります円滑な交通環境を
整えるため、主要幹線道路の整備を進めておりますが、皆様
のご理解とご協力をいただき、昨年は、都市計画道路「西時津
左底線（元村工区）」と「冬切線」（時津中央第２土地区画整理事
業）の築造工事が完成し、昨年１２月１６日に供用を開始したと
ころですが、今後も都市基盤整備を積極的に取り組むことに
より、魅力に溢れた、活力あるまちづくりを進め、地域経済の
活性化と地方創生を推進してまいりますので、ご理解とご協
力をお願いいたします。
　結びに、新型コロナウイルス感染症の一日も早い終息と、
貴商工会のますますのご発展と会員の皆様のご健勝とご多
幸を祈念申し上げ、新年のごあいさつといたします。

長与町長
　　吉田　　愼一

　新年明けましておめでとうございます。

　西そのぎ商工会会員並びに関係者の皆

様におかれましては、令和４年の輝かしい

新年をつつがなくお迎えのこととお慶び

申し上げます。また、旧年中は本町行政の推進に対しまし

て、ご支援とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

　さて、令和３年は新型コロナウイルス感染症の拡大によ

り、町内においても再び飲食店等に休業要請が出され、ま

た県内でも長崎市などにまん延防止等重点措置が適用さ

れるなど、商工業にも甚大な影響があたえられました。

　そのような中、貴商工会では「おとなりスタンプ」による

非接触型サービスを導入し、また本町においてもキャッ

シュレス還元事業を行うなどコロナ禍に対応した事業を

すすめて参りました。

　国内においても新たな変異株が徐々に広がりを見せて

おり、依然として収束が見通せない状況ですが、チャレン

ジショップやサテライトオフィス等を活用し、「新しいこ

とにチャレンジできるまち長与」として、貴商工会との連

携をさらに深めながら商工業の活性化に努めて参ります

ので、なお一層のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し

上げます。

　結びに、貴商工会の益々のご発展とともに会員の皆様の

ご健勝と益々のご活躍を、そしてコロナウイルス感染症の

早期収束を心より祈念申し上げ、新年のご挨拶といたしま

す。
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　本会では、確定申告の事務受付を１月中旬頃から始めま

す。税務相談所会員の皆様は、会報１２月号に同封しました

「決算準備表」と「生命保険料控除証明等関係書類」を１月３

１日（月）迄にご提出ください。

　電子申告をご利用の方は、税務署から確定申告書用紙の

代わりにお知らせハガキが送付されますので、併せてご提

出ください。

　また、決算準備表収入欄に助成金等記入欄を設けていま

すので、事業に関連して国や地方自治体等から支給された

新型コロナウイルス感染症等に対する助成金等収入の記

入をお願いします。

　申告時に「適格請求書等保存方式（インボイス制度）」登

録申請書も受け付けます。

　ご不明な点は、商工会までお問い合わせください。

　なお、税務署の窓口で申告される方については、３月に

入ると大変混み合いますので、申告書は、早めに提出する

ことをお勧めします。

　確定申告書等の用紙が必要な方は、本会各支所にも準備

していますので、ご利用ください。

確定申告の準備はお早目に！

02 長与町チャレンジショップ
出店参加者募集

　本会では空き店舗対策事業として、長与町チャレンジ

ショップ事業を行っております。

　今年度のチャレンジショップ入居者はこれまでに７件

で、各々の特色ある商品を並べて実店舗を構えた営業に

挑戦していただいています。

　なかには売上実績を着実にあげることができた方も。

　開業実績があるチャレンジショップを出店希望者が活

用することで、地域で開業する方が増えることを期待し

ています。新規事業にチャレンジしたい方、是非応募し

てみてください。

１． 対 象 者　将来、長与町内での出店を考えている方

２． 業　　種　小売業、サービス業（但し、飲食業は除く）

３． 募集期間　随時

４． 出店者数　２～４事業者

５． 運営期間　令和４年１月４日～令和４年３月３１日

　　　　　　　（出店については、原則１か月ごとの更新、

　　　　　　　 最大３か月とします。運営開始時期につ

　　　　　　　 いてはご相談ください）

６． 出店場所　長与町中央商店街内空き店舗

７． 連 絡 先　西そのぎ商工会長与支所

今年度の出店のようす

04 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。

03 第４回理事会及び表彰状
伝達式を開催しました

　１２月１７日に、第４回理事会及び表彰状伝達式を開催し

ました。

　理事会の議案審議に先立って開催した表彰状伝達式で

は、永年勤続従業員長崎県知事表彰として、会員事業所の

３事業所から、勤続３０年以上となる３名の従業員の方々が

表彰状の伝達を受けられました。また、去る１１月１１日に東

京で開催された、第６１回商工会全国大会において、役員功

労者として全国商工会連合会会長より表彰された本会役

員及び役員経験者７名の方々に対しても表彰状の伝達が

行われました。

　また、青年部功労者として、受賞された商工会青年部副

部長の守屋　誓様（長与町　スナックうれ里）は、１２月６日

に開催された青年部全体会の際に伝達が行われました。

　表彰状伝達式の終了後に開催した理事会では、会員の加

入承認についての議案審議が行われ、新たに３件の会員加

入が承認されました。

■永年勤続従業員長崎県知事表彰

　・藏本　義弘　様（株式会社 オオクラ）

　・大西　松一　様（長建工業 株式会社）

　・齊宮　英明　様（株式会社 大東エンジニアリング）

■第６１回商工会全国大会表彰

【全国商工会連合会会長表彰】

　・役員功労者 （１５年以上）  川口  義己　様

              （１０年以上）  橋口  政行　様  

              （　　〃　　）  入江  和義  様

              （　　〃　　）　濵田日出人  様

              （　　〃　　）　出口雄一郎  様

              （　　〃　　）　辻村  栄蔵  様

              （　　〃　　）　有川  正弘  様

 　・青年部功労者　　　　　守屋　　誓　様
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商業部会視察研修を実施します！05
　商業部会では、会員の相互交流によるビジネスチャンス

の創造と見識を広める機会づくりを目的として、視察研修

を実施しています。

　昨年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、

実施を見送りましたが、今年度は、現段階でのコロナ感染

状況を鑑み、１年ぶりに下記日程で実施予定です。ただし、

今後のコロナ感染状況次第では、実施を見送らせていただ

く場合がございますので、予めご了承のうえ、同封のチラ

シをご覧いただき、お早めにお申込みください。

　なお、コロナ感染予防のため、定員を２０名に限定しての

募集とさせていただきます。また、お申込みは先着順とし、

定員になり次第締め切りとさせていただきます。

日　　時：２月７日（月）　集合　８ ： ４５（長与）

　　　　　　　　　　　　　　９ ： ００（時津）　

視 察 先：松浦市内　他

定　　員：２０名（先着順）

参 加 費：１，０００円／人

申込締切：１月２１日（金）

女性部講習会報告
～時津・長与商品開発講習会～

　本年度から女性部の活動事業として、時津・長与の特産

品を使用したお土産品の商品開発を目指し取組んでいます。

　１１月２４日に東彼杵町のレストラン、ＬｉｔｔｌｅＬｅｏのシェ

フである宮副玲長奈氏を講師として招き、きくらげとオ

リーブを使用したケークサレの調理実演をしていただき

ました。

　女性部からは１２名の方が参加し、プロの調理を熱心に

学んでいました。

　焼きあがるまでの間、講師

と部員間で商品として完成す

るプロセスについて、和やか

な雰囲気の中ディスカッション

を重ねていました。

07

「お店によびかけてクーポン
をもらおう！！」
キャンペーン開催中！

06

加盟店登録はこちら キャンペーン特設ページ

はこちら

～おとなりＳＴＡＭＰ ２回目の抽選締切まであと１か月！～

　「お店によびかけてクーポンをもらおう‼」キャンペー

ンは、おとなりＳＴＡＭＰのＬＩＮＥ公式アカウントに、店舗毎

に設定したキーワードを呼びかける（入力する）ことで、

５００円割引クーポンの抽選にチャレンジすることができ、

当選すると該当店舗でご利用いただけます。

　おとなりＳＴＡＭＰ加盟店のうち、５７事業所（６０店舗）参

加のもと１２月１日から開催しておりますが、クーポン獲得

期限が１月３日（月）、クーポンの使用期限が１月１６日（日）

となっています。

　なお、本スタンプ事業は、利用者が友だち登録し、デジタ

ルスタンプ台紙をゲットしたら、加盟店に来店した際、各

店舗に設置のＱＲコードを読み込みポイントをゲット。６

ポイント貯まったら、２００名の方に地元の特産品など豪華

賞品が当たる抽選にご応募できます。

　今回のよびかけキャンペーンの効果もあり、期間中の友

だち登録が急増し、友だち登録者数は、１， ７００名を超えま

した。

　さらに、２回目の抽選についても２月を予定しております。

　申込期限は、１月３１日（月）ですので、ポイントが貯まっ

た方はお急ぎください。

　また、おとなりＳＴＡＭＰ加盟店登録も、随時募集してお

りますので、詳しくは、商工会へお問合せください。 

　１２月５日、長崎西彼地区商工会女性部連絡協議会の全

体講習会が、時津町の東部コミュニティセンターにて開

催されました。

　西彼ブロックの５商工会から３０名の女性部員の方々が

参加しました。

　本年度は事例発表として「女性部活動に参加して～私

を支えてくれた全ての人に感謝～」のテーマのもと東長

崎商工会女性部の森敏子さんがご自身の経験に沿った事

例発表を行いました。

　また、時津町の㈱かわち家 河内隆太郎氏により「思い

きって進んだ道は大正解～コロナ禍でも夢と希望を持っ

て～」というテーマでご講演をいただきました。

　ちんどん屋としての歩みについて大変楽しくお話いた

だき、参加した部員の中から

も度々笑い声があがるような、

とても有意義な講習会となり

ました。

　最後には祝い餅つきを行っ

ていただき、賑やかな締めく

くりとなりました。

08 長崎西彼地区商工会
女性部全体講習会　報告

09 青年部講演会　報告

　１１月２２日に長与町老人福祉センター１階大ホールにて

講演会を開催しました。

　この講演会は、一般社団法人東彼杵ひとこともの公社・

代表理事の森一峻氏を講師にお招きして「地域活性化を担

う人材として必要なこと」という内容で、今年度の青年部

活動事業として実施しました。

　青年部員をはじめ、部員以

外の事業者も多数参加され、

県内の東彼杵町で実際に成果

が出ている地域活性化の取組

とその考え方について、熱心

に話を聞いていました。

CLOSEUP

　美容室アトリエＡＩは、地域密着型サロンとして幅広い

年齢の方々にご利用いただいております。

　当サロンはお客様とのコミュニケーションを大事にし、

お客様が理想とする仕上がりを実現できるよう丁寧にお

話をお伺いし、施術いたします。

　皆様のご来店を心よりお待ちしております。

長与

BRIDGE時津

見出し1月の行事予定

4

鯖くさらかし岩で合格祈願？！

美容に対してのお困り事があれば
ご相談お受けします

～ 3日（月）
休館

17日（月）
金融審査委員会（予定）
働き方改革相談窓口

7日（金）
マル経融資申込期限

（８８１）１９２３

１０:００～１８:００（要予約）

不定休

時津町浦郷２７０-３　
　　　　　　柳原ビル２Ｆ

花ロフト

（８８３）５２１１

９:００～１８:００　

長与町嬉里郷１１３１-５
銀次朗

美容室アトリエ AI

利率(年利)

㈱日本政策金融公庫（一部利子補給制度あり）  
　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  ０．３６% ～
　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%

制度の種類

事業所名 代表者名 業種 地区

毎週水曜日 ・ 第三日曜日 ・
夏季 ・ 年末年始　　

松山
ガラス店 わかば

保育園

氷取西
公園

㈲森満工業

タージ

アウズ

元祖時津
まんじゅう

中村 肉の大川

十八親和銀行
時津支店

写真の
ＩＫＥＤＡ

　本会では、商工会をご利用される皆様の安全を守るた

め、防犯カメラにて２４時間、監視・録画をして

います。

　ご理解とご協力をお願いします。

10 商工会時津本所に
防犯カメラを設置しています

　平成３０年、時津町商店街に「時津アンテナショップ」

として開店しました。時津町オリジナルグッズを販売し

ています。（要予約）
　町のシンボル「鯖くさらかし岩」をモチーフにした T

シャツ・トートバッグ・クリアファイル等々、“どがんし

ても落ちない岩”と合格祈願をかけて、受験生などへの

プレゼントとして好評です。
　また、長崎県産の鯖と時津名物「時津まんじゅう」の

餡を使用した鯖缶も人気です。

　高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を対象とした

公的な融資制度です。お子さま１人につき３５０万円以内を、固定

金利（年１．６５％（令和３年１２月１日現在））で利用でき、在学期間内

は利息のみのご返済とすることができます。

　詳しくは、「国の教育ローン」で検索していただくか、下記の

コールセンターへお問い合わせください。

〔教育ローンコールセンター〕

０５７０-００８６５６（ナビダイヤル）または（０３）５３２１-８６５６

「国の教育ローン」 （日本政策金融公庫）　のご案内

Ｂａｋｅｄ ｇｏｏｄｓ ａｍ

福工業

ＯｔｔＯｔｔｅ

喜々津しのぶ

福田　裕輝

松本あづさ

菓子製造業

溶接・加工

移動ペット火葬業

長与町

岡郷

長与町

吉無田郷

時津町

浦郷


