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〒 851-2128　長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷 431-4 
TEL095-883-2145 ／ FAX095-883-2149
E-mail:nagayo@shokokai-nagasaki.or.jp

　４月５日～６日、管内の事業所から１０名の
参加を得て「新入社員研修」を実施しました。
　昨年に引き続き、フリーアナウンサーの峰下
和子さんを講師に、「コミュニケーションのはか
り方」「電話の受け方」「指示の受け方と報告の仕
方」などを研修。ほとんどの参加者が、ビジネス
マナーの修得研修を受けるのが初めてで、講師
の一挙手一投足も見逃さぬようにと真剣に取り
組んでいました。
　２日間という短い期間でしたが、参加者は、研
修前の不安そうな表情とは見違えるほど顔が引
き締まり、自信に満ちた姿勢に変わって来ました。
　参加者の皆さんから、本研修を通じて身につ
けたものは、社会
人としての基本で
あり、職場での業
務に必ずや役立つ
ものと確信が持て
た２日間でした、
との声が聞かれま
した。

　平成２３年度西そのぎ商工会通常総会を下記
のとおり開催します。 
 当日は懇親会も予定していますので、会員皆
様方の多数のご参加をお待ちしています。
　なお、総会欠席の場合は、郵送済みの委任状
へ署名押印の上お早めにご返信ください。

　と　き　 ５月２４日（火） １６：００～
 
　ところ　 長崎ロイヤルチェスターホテル

　３月１１日に発生した東日本大震災により、
東日本各地は甚大な被害に見舞われました。
　そこで、西そのぎ商工会でも、１人でも多く
の方々が救われることを願い、時津・長与支所
に募金箱を設置しています。多くの皆様方のご
協力を頂ければ幸いです。
　なお、皆様からお預かりした大切な募金は、
被災地への復興支援に役立てていただくことと
しています。

　商工会員事業所と商工会の
イメージアップとＰＲを図る
ため、このほど西そのぎ商工会
会員章を作成しました。
　会員章のデザインは、一般公
募を行い、専門家を交えた厳正
な審査のうえで決定。
　会員章は、西そのぎの「西」（Ｗ
ＥＳＴ）をモチーフに、長与町

と時津町の商工会員が、さらに緊密に連携しな
がら、地域活性化の担い手として、力強く前進を
続けていくというイメージで構成されています。
 今回、会員事業所に掲示して頂くためのステッ
カーを作成しました。５月中に各会員事業所に
配布します。事業所の入り口等に掲示して頂く
ことにより、会員同士の連帯感を高めることは
もとより、地域住民に対しても「商工会会員事業
所」であることによる「安心・安全」と「地域貢献
の応援団」としての会員事業所をアピールでき
ます。
　今後はこの会員章のデザインを、会員事業所
の販売促進ツール等へ幅広くご活用頂くことも
検討しています。
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　県内商工団体及び関係機関においては、この
度の東日本大震災に対応した相談窓口を設置し
ています。
　被災による直接的な被害に関する相談はもと
より、出荷や仕入れ、物流などへの影響による
間接的な被害に関する相談も受け付けています。
　主要窓口は以下のとおりです。
　会員の皆様は、西そのぎ商工会までご一報く
ださい。

　西そのぎ商工会本所（時津）　　８８２－２２４０ 
　　　　　　　　支所（長与）　　８８３－２１４５
　長崎県商工会連合会　　　　　８２４－５４１３
　日本政策金融公庫国民生活事業　　８２４－３１４１
　長崎県信用保証協会　　　　　８２２－９１７１

　きちんと帳簿を付けることを前提に様々なメ
リットがある青色申告。
　しかし、「帳簿を付ける＝確定申告のため」に
なっていませんか？
　１ヶ月毎にまとめた日計表を提出していただ
くことにより、資金繰りや経営分析の良き資料
となります。
　また、融資を受ける際の資料提出や税務申告
もスムーズに行うことができます。
　日計表の早期提出にご協力ください。

　長崎県商工会連合会では、平成２３年度長崎
県農商工連携ファンドの公募を受け付けています。

 応募受付期間　 平成２３年５月２日(月)～５月３１日(火)
 
 助成対象者 
　　県内において創業(農林漁業を除く)する者
　または県内に主たる事業所を有する中小事業
　者または県内において自ら事業を行う特定非
　営利活動法人等の中小企業以外の者と県内の
　農林漁業者との連携体
 
 助成対象事業　 ①新商品・新技術、新役務の開発
            　②販路開拓
 
 助　成　率   ２／３以内(離島の農林漁業者が連携体に入る場合３／４以内)
 
 助成限度額　  ５００万円
 
 助成対象期間　 １～３年（交付決定は１年毎）
 
 問い合わせ先　 長崎県商工会連合会 指導部 振興課
              ＴＥＬ：０９５-８２４-５４１３／ＦＡＸ：０９５-８２５-０３９２
              http://www.shokokai-nagasaki.or.jp

　日本弁護士連合会（ひまわり中小企業センター）
では、中小企業、個人事業の経営上の問題・悩みを、
弁護士は法律の専門家として、解決のお手伝い
をします。お気軽にご相談ください。

困ったなと思ったら・・・・・

１．まずはお電話ください。
　全国共通専用ダイヤル　０５７０－００１－２４０
　受付時間／月曜日～金曜日（祝日を除く）
　午前１０時～午後４時（正午から午後１時までを除く）
　※通話料がかかります
　※ＰＨＳおよび一部のＩＰ電話からはつながりません

２．お名前・連絡先などの基本情報をお伝えください。

３．弁護士から連絡がありますので、面談の予約
　 をしてください。

４．弁護士の事務所などでご相談ください。

【無料相談キャンペーン】
　●平成２３年４月１日から９月３０日まで
　●初回面談３０分無料
　※３０分経過以降および２回目以降はおたず
　　ねください。
　※弁護士の指定はできません。

【相談事例】
  事例①：売掛金の回収  事例②：契約交渉 
  事例③：クレーム対応  事例④：賃貸借　　　     
  事例⑤：労使問題      事例⑥：模倣品対策
  事例⑦：新規事業

＜お問い合わせ先＞
日本弁護士連合会（ひまわり中小企業センター）
〒１００－００１３　東京都千代田区霞が関１－１－３
ＴＥＬ：０３－３５８０－９９８１
ＵＲＬ●http://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/

　長与・時津両町で男女共同参画推進を目的と
した実践グループが組織されます。
　メンバーは、会員事業所、町、商工会など。
　今後、男女共同参画に対する認知度向上のた
めのアンケートやセミナーを実施しますので、
会員事業所のご協力をお願いします。
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　青年部の通常総会が４月２１日、長与支所３
階研修室で開催されました。 
　平成２２年度事業実績及び収支決算、平成２
３年度事業計画（案）及び収支予算（案）が審議さ
れ、原案どおり可決承認されました。
　任期満了に伴う役員選任では、新部長に植田
秀之氏（㈲植田瓦工業）、新副部長に尾﨑光輝氏、
塩見貴仁氏が、また、常任委員には６名が選任さ
れました。植田新部長のもと、一致団結し地域・
商工業のより一層の振興を目指して頑張ってい
きます。

   
　と　き　 ６月１日（火）　１５：００～ 
　ところ　 ラウンジＫｅＮ(名物料理試食会：割烹満寿美) 
 
   
　と　き　 ６月１０日（金）　１９：００～ 
　ところ　 西そのぎ商工会本所３階研修室

　平成２３年４月から、九州経済産業局が所管
する「中小企業支援ネットワーク強化事業」がス
タートしました。
　この事業は、平成２２年度に実施した「中小企
業応援センター事業」が終了したことに伴う後
継事業として実施され、巡回指導アドバイザー
による相談と必要に応じて専門家派遣が実施さ
れます。

【事業の概要】
●九州経済産業局では、中小企業が抱える経営
課題への支援体制を強化するため、地域の中小
企業団体、地域金融機関、税理士、ＮＰＯ等の中
小企業支援機関等からなるネットワークを構築
し、支援機関の連携強化、支援能力の向上を図る
ことを目的として実施するものです。

【事業の内容】
●九州経済産業局が、中小企業支援の専門知識
だけではなく豊富な実績を有する専門家を上級
アドバイザー（仮称）として選定。上級アドバイ
ザーが、ネットワークを構築する支援機関を巡
回し、支援機関の相談対応の一環として、高度で
かつ専門的な相談に直接対応。必要な場合はさ
らに専門家の派遣により、中小企業が抱える高度・
専門的な課題の解決を図ります。

【事業開始時期】
　平成２３年４月１日
※詳しくは、商工会までお尋ねください。

　女性部の通常総会が４月１９日ヤスダオーシ
ャンホテルで開催されました。
　平成２２年度事業実績及び収支決算、平成２
３年度事業計画（案）及び収支予算（案）が審議さ
れ、原案どおり可決承認されました。
　発足から４年目を迎え、本年度も共同事業は
もとより支部活動においても全部員が一丸とな
り地域の活性化と自業の発展に取り組んで行く
ことを確認しました。
　総会終了後、同会場で懇親会を催し、部員一同
より一層結束力を高めたようです。

　飲食部会では西そのぎの名物料理の候補を考案。
先日の幹事会で試食を行いました。
　使った西そのぎの食材は、「巨峰」「いちじく」「み
かん」。できた料理は・・・。乞うご期待。
　想像以上のできに、参加者も満足。
　この料理が、皆様に披露できるように、さらに
検討を重ねていきたいと考えています。
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(平成２３年４月３０日現在)
　　　　　　制度の種類    利率(年利％)

㈱日本政策金融公庫普通貸付  　　2.25％

㈱日本政策金融公庫経営改善貸付 　　1.95％

県創業バックアップ資金  　　2.20％

長与町小規模企業振興資金  　　2.50％

県中小企業経営緊急安定化対策資金 　　1.80％

県経営安定資金（長期資金）  　　2.50％
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（４月受付分）

   事業所名      代表者名     業　種     地区

ｃｈｅｓｔｎｕｔ商事㈱ 田栗　敏弘 商 装飾物品、食料品 長与 

農産物直売所 とぎつ村 ふるさと館 川原　貴光 商 農産物食料品販売 時津

　昭和４６年に先代である母が現在地に構え
た店を受け継いで約２０年、足掛け４０年、皆
様には大変お世話になっています。
　そこで６月７日(火)～９日(木)の３日間「４０
周年感謝祭」を開催します。期間中は、焼酎
はまだ・黒霧島のキープを各１，０００円、生ビ
ール・角ハイボール・カクテルを各１００円でご
提供します。ご一緒
にカルビセット・ホル
モンセット（２～３人前
　各１，８８０円）がオ
ススメ。どうぞお気軽
にご来店ください。

　手造りにこだわり、新鮮な地元産の豚肉を
ドイツの伝統的な製法でじっくりと仕上げて
います。「おいしくて安全」をモットーに低添加・
無添加・卵、小麦粉不使用の商品を取り揃え
ています。おすすめは、生ソーセージ。ボイル
した後のゆで汁はスープのベースにもなります。
　香味野菜とピスタチオ入りの巻きハムも人
気商品です。ブログでは、
こちらの商品を使ったレ
シピもたくさん紹介されて
います。是非一度ご賞味
ください。

 住　　所　 長与町まなび野２丁目１－４（風の森まなび野内）

 ＴＥＬ／ＦＡＸ　 ０９５-８８７-２３３４

 営業時間　 １０：３０～１８：００ 

 定 休 日　 年中無休（正月休みあり） 

 Ｕ Ｒ Ｌ　 http://www.yukinourahum.com/

 住　　所　 時津町浜田郷３０１-８

 Ｔ Ｅ Ｌ　 ０９５-８８２-４９０２ 

 営業時間　 １７：００～２２：３０ 

 定 休 日　 第１・３水曜日

　５月１１日（水）から５月２０日（金）まで
の１０日間、「平成２３年春の全国交通安全
運動」が実施されます。
　県民一人ひとりが、交通ルールの遵守と交
通マナーの向上及び交通環境の改善に取り
組むことにより、交通安全思想の普及と浸透
を図り、交通事故を防止することを目的とし
ています。
　なお、重点事項は、下記のとおりです。 
 
 重点事項
 
　①子どもと高齢者の交通事故防止
　②飲酒運転の根絶
　③全ての座席のシートベルトとチャイルド 
　　　シートの正しい着用の徹底
　④自転車の安全利用の推進

　商工会は、商工業の発展と活力ある地域づ
くりのために、多岐にわたる事業を展開して
います。
　金融、税務、労務の各事業所への個別相談・
指導事業、地域のにぎわい創出のための地域
振興事業です。地域の活力と商工会活動の推
進力になるのは、地域の商工業の皆様です。
　この機会に長与、時津地域の発展のため、
力を活かしていただく方を、是非、ご紹介く
ださい。
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