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01 第３回理事会報告

　１１月７日（月）令和４年度第３回理事会を開催しました。

　議題は、１．会員加入承認の件、２．第２回一般会計補正予算

の件、３．とぎつ活性化協力クーポン券発行事業特別会計収

支補正予算の件、４．長与地区商工会共通商品券発行事業特

別会計収支補正予算の件、５．新春交流会の件など、５つの

議案の他報告事項についての説明が行われました。

　会員加入承認の件については、７月の第２回理事会以降

に会員加入申込があった９件について審議が行われ、全て

加入が承認されました。

　また、一般会計と商品券の補正予算については、主に新

たな補助事業の決定等に伴う予算の増額について諮られ、

全て原案のとおり承認されました。

　令和５年の新春交流会の開催については、新型コロナ感

染症の影響により、過去２年連続で中止となっていたこと

から、令和５年については、新型コロナ感染症の感染状況

次第では開催することも視野に入れて検討していました

が、本県において未だ一定の感染者数やクラスターの発生

が見られることや、国においても、冬場に向けて第８波へ

の感染拡大等に警戒が呼びかけられていること、感染防止

対策を徹底した中での開催では、新春交流会の本来の目的

である会員相互の交流が困難であるなどの現下の状況に

鑑み、中止することが決定しました。

　なお、報告事項では、長与・時津両町への令和５年度の

補助金要望内容や、令和４年度「商工貯蓄共済」特別増強運

動結果報告などのほか、商工会の事業活動に関する今年度

の進捗状況について説明が行われました。

02 令和５年新春交流会は
中止となりました

　令和５年の新春交流会の開催については、第３回理事会

報告でもお伝えしているとおり、新型コロナウイルス感染

者数やクラスターが連日発生していることや、国において

も、冬場に向けて、インフルエンザと新型コロナ第８波感

染の同時拡大に警戒が呼びかけられていること、感染防止

対策を徹底した中での開催では、新春交流会の本来の目的

である会員相互の交流が困難であるなどの現下の状況に

鑑み、中止することが決定しました。

03 年末調整 ・確定申告の準備は
お早目に！

　《税務相談所会員の皆様へ》

　年末調整事務手続きの案内ハガキを、１２月中旬までに

郵送する予定ですので、関係書類の整備をお願いします。

　また、確定申告についても、決算準備表等を同封してい

ますので、併せて準備をお願いします。

　※決算準備表は１月３１日（火）までの事前提出が必要で

す。ご注意ください。

《確定申告について》

　税務署の窓口（令和５年２月１６日（木）受付開始）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。

　また電子申告を利用されている方、及び税務相談所会員

の皆様については、税務署から

確定申告書用紙の代わりにお知

らせハガキが送られてきますの

で、紛失等されないようご注意

ください。

　なお、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。

04 休館のお知らせ

　商工会は１２月２９日（木）～１月３日（火）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、時津町ごみ袋、商品券換金等、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。　

 

 

 

 

 

必ずチェック最低賃金！使用者も、労働者も。 

 853 円 

令和４年１０月８日発効 

お問い合わせ先 長崎労働局賃金室 095-801-0033 
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ながよ飲食店応援レシート

キャンペーンを実施中です08
　長与町内の飲食店で支払った飲食代のレシート１枚（５０

０円以上）で応募すると抽選で合計９００名に「ながよ共通商

品券５，０００円分」が当たるキャンペーンです！

【キャンペーン期間】

第１期　終了しています

第２期　令和４年１１月２１日～令和４年１２月２０日

第３期　令和４年１２月２１日～令和５年１月２０日

第４期　令和５年１月２１日～令和５年２月２０日

【応募締切日（消印有効）】

第１期　終了しています

第２期　令和４年１２月２５日（日）

第３期　令和５年１月２５日（水）
第４期　令和５年２月２５日（土）

【対象店舗】

食品衛生法上の営業許可を受けている長与町内の飲食店

※ただし、以下の店舗は対象外です。

①店内飲食を提供しない、テイクアウトのみまたはデリバ

リーのみの店舗

②スーパーやコンビニ等のイートインスペースがある小

売店

③不特定多数が利用できない介護施設や学校の食堂

④キッチンカーなどの移動式店舗

⑤営業期間が限られた店舗

【応募方法】

　対象期間内に対象店舗で支払った５００円以上の飲食代

のレシートまたは領収書１枚をＷＥＢまたは郵送で応募し

てください。

詳細は、チラシまたはレシートキャンペーンホームページ

をご確認ください。

ＵＲＬ：https://www.nishisonogi.biz/nagayo.php　

05 とぎつ活性化協力クーポン券
取扱状況

とぎつ活性化協力クーポン券の取扱状況【１１月１０日現在】

①発行額：５億４，９１５万円（８２．６％ … ①/総発行予定額）

②換金額：４億９，６４６万円（９０．４％ … ②/①）

【注意点】

・販売期限・使用期限は終了しています。

・換金期限は２０２２年１２月２７日（火）です。

※これ以降の換金申込はできませんのでご注意ください。

ながよミックン商品券取扱状況

ながよミックン商品券の取扱状況【１１月１０日現在】

①発行額：３億３，８４５万円（６５．６％…①/総発行予定額）

②換金額：２億２，５７７万円（６６．７％…②/①）

【注意点】

・販売は２０２２年１１月３０日（水）で終了いたしました。

・使用期限：２０２３年２月５日（日）

・換金期限：２０２３年２月２８日（火）

※期限を過ぎた使用・換金はできませんので、ご注意くだ

さい。
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幸福の黄色いクーポン券
事業が終了しました！

07
　今年度の時津地域商業活性化事業では、とぎつ活性化協

力クーポン券【第３弾】のうち、全ての加盟店で使用可能な

Ａ券（黄色いクーポン券）が、会員事業所である小規模店舗

にてより多く使用され、地域内消費促進となる一策とし

て、「幸福の黄色いクーポン券事

業」を実施し、６０事業所が参加

しました。

　シールラリー抽選会には、

４５０名を超える多くの応募が

あり、３０名の方が当選されまし

た。なお、当選者の発表は賞品の

発送をもってかえさせていただ

きます。
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「第１０回まちゼミｉｎ西そのぎ」

を開催しました！
魅力発信！ながさき商談会 2022 報告

　１０月１８日（火）・１９日（水）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２０２２」に、本会より５事

業所の方々が出展しました。

　充分な感染対策のもと、全国から集まったバイヤーに自

慢の商品をＰＲしました。出展された方々はそれぞれに販

路開拓のための商談を行い、制限された中でも実りある商

談会となりました。

　「第１０回まちゼミｉｎ西そのぎ」を１０月１日（土）～３１日

（月）の期間に開催し、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１７３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

工会までお問い合わせくだ

さい。
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FOOD STYLE KYUSYU2022

への出展支援を行いました

　１１月９（水）、１１月１０日（木）にマリンメッセ福岡 (福岡

市 ) で開催された商談会、ＦＯＯＤ　ＳＴＹＬＥ　ＫＹＵＳＹＵ　２

０２２への出展支援をおこないました。

　本会会員からは４社が出展し、各社商談成立に繋がるよ

う、事前に専門家からの指導など準備を整えました。

当日はブースを訪れるバイヤーを相手に、各社自慢の逸品

を積極的にＰＲし商談を行っており、今後の販路拡大に大

いに期待できる機会となりました。　
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　１０月２０日（木）、１０月２１日（金）に長崎浜んまちベルナー

ド観光通りで開催された長崎・西彼半島地区商工会物産

展（ベルナード観光通り物産展）への出展支援をおこない

ました。

　本会会員からは３事業者が出展し、それぞれのブースに

て自慢の逸品を通行する人々にＰＲ・販売をしました。

　今後も本会では、物産展等への出展を支援いたします。

11 長崎 ・西彼半島地区商工会物産展

への出展支援を行いました

13 令和４年度長与町チャレンジショップ

出店参加者募集
　チャレンジショップは、将来、自分のお店を出店したい

と考えている方のための期間限定ショップです。

　店舗運営を通じて、お客様とふれあい、目標を達成する

喜びや経営の楽しさと難しさを学ぶことができます。

　長与町内で創業をお考えの方は、是非チャレンジショッ

プをご利用ください。

募集業種：小売業又はサービス業

募集期間：随時募集

出店場所：西彼杵郡長与町嬉里郷４５８

出店費用：無料

　　　　　※ただし、水道光熱費は負担いただきます。

出店期間：原則として１ヶ月～３ヶ月

選考方法：書類審査及び面接

対 象 者：長与町で開業をお考えの方

お問合せ：

　西そのぎ商工会振興課振興係（担当：橋爪）

　ＴＥＬ　０９５ー８８２ー２２４０

　なお、応募要件等がございますので、詳細は本会ホーム

ページをご確認ください。

ＵＲＬ： https://www.nagayo-akitenpo.biz/cabout.php

●冬季の節電へのご協力のお願い●

　２０２２年冬季の九州エリアの電力需要は、１０年に一度の

厳しい寒さを想定した需要に対して、供給力を確保できる

ものの、電力需要の増加が見込まれることや、ウクライナ

情勢の影響等により引き続き予断を許さない状況です。

　会員の皆様におかれましては、無理のない範囲で、でき

る限りの節電へのご協力をお願いいたします。



　福岡や東京、ニューヨークで修行を重ねたオーナーシェ
フが長崎の食材にこだわって作るおしゃれな料理店です。
　また、会場を貸し切っての結婚式も受け付けており、経験
豊富なウエディングプランナーが、人とは違うこだわり深
い結婚式を提案させていただいております。
　その他各種パーティーなど、ご予算に応じて承りますの
で、お気軽にご相談ください。
　お店の雰囲気などは、ＨＰやＩｎｓｔａｇｒａｍをご覧ください！

（前菜の一例）

TOU長与

地元の食材にこだわった料理が楽しめるウエディングレストラン！

０９５（８８３）７６００

ランチ　　１２ ： ００～１４ ： ３０

ディナー　１８ ： ００～２１ ： ００

毎週日曜・月曜日

長与町三根郷９３５ー１

12月の行事予定

9日（金）
マル経融資申込期限

20 日（火）
第 9回金融審査委員会

29 日（木）～ 1 月 3日（火）
休館

16 日（金）
第４回理事会・表彰式
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開田工業 開田　竜三

小嶺建設 小嶺　護

兼作 辻田　陽大
（一社）ohana・Laule’s 岩本　泰明

桐澤　貴洋からあげジャック時津店

解体・土木

型枠大工

焼鳥

からあげテイクアウト

鍼灸院・療術業

長与町
本川内郷
長与町
吉無田郷
長与町
嬉里郷
時津町
浜田郷
時津町
浜田郷

事業所名 代表者名 業種 地区

CLOSEUPCLOSEUP

　生活に必要不可欠な水まわりのサポートをしています。
　長与・時津町にお住まいの皆様の水まわりのお困り事
やご要望に早急に対応いたします！
　ご不明な点・ご心配などございましたら、お気軽にお電
話ください。
　ＨＰ・Ｉｎｓｔａｇｒａｍで施工写真をアップ中！
　是非ご覧ください★

長与

創業２６年★地元を応援します

㈲長崎パイプクリーニング

０１２０－７１９５９５

９ ： ００～１７ ： ３０

　　　（時間外については要予約）

お盆・年末年始・勤労感謝の日

長与町高田郷２４１０－１３

山道酒店田尻自動車

さぬきうどん
大平

ファミリー
マート

山口建設

成瀬商店

丸尾第三
公園

丸尾第三

  

 

  

利率(年利)制度の種類

㈱日本政策金融公庫（一部利子補給制度あり）
普通貸付
小規模事業者経営改善貸付
新型コロナウイルス感染症特別貸付

長崎県
創業バックアップ資金
経営安定資金（長期資金）

長与町（利子補給制度あり）
小規模企業振興資金
小規模企業創業支援資金

２． ０１％～
１． ２１％
１． ２１％～

１． ６５％
１． ９５％

２． ００％
２． ００％

南陽台の鍼灸院

岩樹造園

髙原　龍平

造園業

児童福祉

長与町
高田郷
時津町
久留里郷岩田　英樹
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