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「魅力を伝える活動を推進」

　５月２４日、平成２３年度通常総会を長崎ロ
イヤルチェスターホテルで、時津町、長与町当局
と関係機関から多くの来賓を迎え開催しました。
　最初に、山崎会長が、厳しい経済環境の中で、「経
営発展、地域発展の応援団」のスローガンのもと、
商工業者にとって身近で頼れる存在として的確
な経営指導を行い、また、商工会の魅力を伝える
活動を、役職員一丸となって推進していくと挨拶。
　本年度は、「会員交流事業の推進」「会員事業所
ＰＲ活動の実施」「西そのぎ商工会会員の一体感
の確立と会員増強」について、さらに強力に展開
していくことを基本方針としています。
　提案した８議案については、いずれも承認さ
れました。
　役員改選で
は、青年部長の
向井文康理事
が退任し、新た
に植田秀之さ
んが理事とな
りました。

　長与町高田郷のララコープＬＳセンター跡地
に、ＯＫホーム＆ガーデン長与店がオープンし
ます。
　「ＯＫホーム＆ガーデン」は「ホームインブル
ームメントひろせ（ＨＩひろせ）」（本社　大分市）
が平成２０年より引き継ぎ営業していますが、
本年２月、時津店を閉店。
　今回新たに「ＯＫホーム＆ガーデン」を長与町
に出店を計画しています。

概要は下記のとおりとなっています。

 ①出店場所　　長与町高田郷１街区５号　他
 ②建物設置者　　大和情報サービス（デベロッパー）
 ③店舗面積　　４，２３６㎡
 ④小売業者　　株式会社ホームインブルームメントひろせ
 ⑤営業時間　　午前８時～午後１１時３０分（申請）
 　　　　　　　実営業９時まで
 ⑥駐 車 場　　１２０台
 ⑦開店予定日　　平成２３年１１月２３日

　本会会員の㈱岩崎食品（長与町）発売の「大と
ろ角煮まんじゅう」が２０１１年モンドセレク
ションで金賞を受賞しました。 
　同賞は世界各国の消費生活製品の中から優秀
な製品を評価するもので、ベルギーで１９６１年
から続く世界的なコンテストです。 
　例年８０カ国以上から多数の応募があり、そ
の中で金賞を受賞するという快挙を成し遂げま
した。 
　同社が自信を持って提供する「大とろ角煮ま
んじゅう」が世界的に認められたことは大変喜
ばしいことです。 
　金賞受賞、誠におめでとうございます。
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　長崎県では商店街の個店の強化を行うことに
より、核店舗を創出し、地域商業者のレベルアッ
プと地域商業の活性化を図ることを目的として、
「地域の核店舗（繁盛店）創造事業」を実施します。
　本会では、長与町中央商店街地区から２店舗
をエントリーし、琴海商工会と共同でこの事業
へ取り組むこととなりました。
　今後、地域の核店舗となって、地域商業活性化
へのきっかけとなるよう、専門家の指導を得な
がら支援していきます。
　本事業は、既
に岩手県など
で実施され、支
援の結果、ほと
んどのお店が、
その売上を対
前年比で大き
く伸ばしており、
各方面から注
目されています。

　平成２３年度の労働保険の年度更新手続きが
６月１日（水）から開始されます。
　更新手続き・保険料納付期限は７月１１日（月）
までです。
　守られている安心が、働くよろこびを支えて
います。更新手続き・保険料の納付をお忘れなく！ 
 
　詳しくは、厚生労働省ホームページでご確認
ください。

　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については、源泉所得税
の上期納期限は、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月中旬に案内ハガキを送付します。

　商工会では、記帳代行を希望する事業所を募
集しています。
　所定の日計表に毎日の取引をご記入のうえ、
１ヶ月ごとに提出していただくだけで、元帳作
成などの面倒な記帳業務を代行します。
　複式簿記による記帳で、青色申告特別控除６５
万円を受けることもできます。
　手数料は、毎月５，０００円～（内容によって
変わります）。
　ご希望の方は、商工会へご相談ください。

　対象事業所　プレタポルテ・ロワール（嬉里） 
　　　　　　　（株）片岡産業（嬉里）

　指導専門家　高橋幸治中小企業診断士（福島県）

　全国商工会連合会では、ＤＲＥＡＭＳ　ＣＯＭＥ　
ＴＲＵＥが４年に一度開催するグレイテスト・ヒッツラ
イヴ「史上最強の移動遊園地ＤＲＥＭＡＳ　ＣＯＭＥ
　ＴＲＵＥ　ＷＯＮＤＥＲＬＡＮＤ２０１１」内で展開予
定の地域活性化プロジェクト「日本全国　ＬＯＶＥ　
ＳＵＰＰＬＹ　ＰＲＯＪＥＣＴ」の一環として、事業者が
出展できるよう地域力宣言２０１１特設エリアを設
置します。 
　そこで、下記のとおり出展者を募集しています。 
 

　募集内容　 自社商品・産品の製造・販売をする事業者 

　開催場所　 福岡Ｙａｈｏｏ！ＪＡＰＡＮドーム(九州エリア) 
　　　　　　　　 （全国５地域で開催）

　開催日時　 平成２３年８月６日（土） １２：００～開演まで 
　　　　　　　　 　　　　　　　　  ７日（日） １２：００～開演まで 

　販売制限　 特になし。ただし事務局判断・保健所
　　　　　　　  　指導等により販売できない物もあり。 

　申込方法　 地域力宣言２０１１ホームページより 
　　　　　　　　　お申込みください。 
　　　　　　　   　URL:http://www.local-power.jp 

　応募締切　 平成２３年６月１０日(金)(期日厳守) 

　決定案内　 調整のうえ、申請者へ出展の可否
　　　　　　 を通知　※出店調整のうえ、出展 
　　　　　　 いただけない場合もあります。 

　出 展 料　 主催者負担

　売上歩率　 なし

　事業者負担　 出展に係る交通費・宿泊費・食事代・ 
　　　　　　　   商品運搬費・駐車場代・販売スタッフ代
　　　　　　　   は出展者負担となります。 

　お問合せ先　 地域力宣言２０１１事務局 
　　　　　　　　 TEL ：０３-６２２６-０５４４ 
　　　　　　　　 FAX ：０３-６２２６-０５４５ 
　　　　　　　　　mail:info@local-power.jp
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　青年部及び女性部では、新入部員を募集して
います。
　私たちと一緒に地域貢献・研修事業・親睦事業
等を通じて地域商工業の発展や自社の経営発展
のための活動をしてみませんか？
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　入部してみたいという方は、本会まで、ご連絡
ください。 
◎お問合せ先は、西そのぎ商工会各支所まで。
 
　本所（時津支所）　  ８８２-２２４０（担当：田中翔・村川） 
　長与支所　　　　　   ８８３-２１４５（担当：山内・林田）

　工業部会並びに建設部会及びサービス部会で
は、下記のとおり部会総会を開催します。
　部会員皆様のご出席をお願いします。

　と　き　平成２３年６月１６日（木）１８：００～

　ところ　西そのぎ商工会長与支所２Ｆ研修室

　その他　部会総会終了後、懇親会を開催します
 
 

　と　き　平成２３年６月２４日（金）１８：００～

　ところ　西そのぎ商工会本所３Ｆ会議室

　その他　部会総会終了後、懇親会を開催します

※開催案内は後日、部会員宛てに送付します。

　本塾は、農商工連携に積極的に取り組もうと
する人材を発掘し、農林水産業、商工業の両方の
経営実務に必要な知識を習得するための講義や、
先進企業における実地研修を実施し、農商工連
携による事業の発展仕掛けづくりを支援します。
　農商工連携に興味のある方はこの機会にぜひ
ご参加ください。 

　と　き　●講義研修　平成２３年７月２３日(土)～１２月３日(土) 
　　　　　●実地研修　平成２３年９月～１１月 
　募集締切　平成２３年６月３０日(木)必着 

お申込方法等詳しくは商工会へお問い合せください。

　９年目を迎えたフリーマーケット「時津どっ
と混む」が今年もウォーターフロント公園で開
催されました。 
　当日は、快晴に恵まれたおかげで１３０近く
の出店があると共に、多くの来場者が訪れました。
　毎年恒例の女性部による焼きそばは早々と完
売し、青年部による射的も沢山の子供達で賑わ
いました。 
　今回、商工会では東日本大震災の被災者支援
の一環として、時津町役場・同社会福祉協議会と
共催でバザーを開催し、売上の全額８１，２５０円
を共同募金会を通じて被災地へ送ることとしま
した。 
　商品のご提供を頂きました事業所には、御礼
申し上げます。

　時津支部では、５月１７日(火)ヘルシークリ
ーンウォーキングを実施しました。
　今回は、本所から久留里→六工区→左底方面
へと普段より遠くまで足を延ばしゴミ拾いをし
てきました。
　本通りはタバコの吸い殻が落ちている程度で
したが、車とか人通りの少ない裏通りには空き
缶や古いゴミがあり、いつもより多いゴミの量
でした。
　当日はお天気にも恵まれ、色鮮やかな季節の
草花をながめながら汗を流してきました（ふぅ　）。
　普段は見過ごしている素敵な街並み、ヘルシ
ークリーンを通して皆さんも見直してみませんか？

《入部条件》 
 青年部　本会会員（法人ではその役員）又は
         その親族であり、かつその会員の営
         む事業に従事する者であって、年齢
         ４０歳以下の方。
 女性部　本会会員（法人ではその役員）もしく
         はその配偶者又は商工会の会員たる
         商工業者の親族であり、かつその会
         員の営む事業に従事する女性の方。
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(平成２３年５月２３日現在)
　　　　　　制度の種類    利率(年利％)

㈱日本政策金融公庫普通貸付  　　2.15％

㈱日本政策金融公庫経営改善貸付 　　1.85％

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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（５月受付分）

   事業所名      代表者名     業　種     地区

㈱タイムリートラベル  森　敏彦  サ 旅行斡旋業  時津 

浜崎畳店       濱﨑　幸徳 工 畳製造業    時津

　昨年１０月に雑貨コーナー「ＦＬＡＣＯＣＯ」
がオープンしました！リラクゼーショングッズが
人気で、これからの梅雨の時期には、風の力
で香りを広げる扇風機「アロマファンＹＵＲＡＧＩ
（ゆらぎ）」で心も体もリラックス♪お得な家具も、
可愛くてポップなものからおしゃれでシックな
ものまで何でも揃い、
お取り寄せもできます。
　なんといっても安さ
ではどこにも負けない
自信があります！ 
　緑屋家具にぜひお越しください！

　長崎井上の"かんぼこ"は、「職人による技」
と「最新設備」を融合させることで安心・安
全な衛生管理のもと、昔ながらの素朴な味
わいを大切に、原料・味にこだわり、職人に
よる手造りにこだわっています。 
　商品は、スーパーなどでも購入できます
が、直営店では、揚げたてかんぼこがおす
すめ。　鰯ハンバーグや
ちぎり天のつめ放題、お
にぎりかんぼこは売り
切れ必須の人気商品。予
約注文も承ります。

 住　　所　 長与町高田郷３７７９-４ 

 ＴＥＬ／ＦＡＸ　 ０９５-８８３-３４５７／０９５-８８３-６８６６

 営業時間　 ９：００～１７：００ 

 定 休 日　 日曜日 

 Ｕ Ｒ Ｌ　 http://www.kanbokoya.jp/

 住　　所　 
【時津店】　時津町西時津郷１７-２
【諫早店】　諫早市小川町９４（もみの木村内）

 Ｔ Ｅ Ｌ　 ０９５-８８２-６６５８（時津店）／０９５７-３５-４２７７（諫早店） 

 営業時間　 ９：００～１９：００ 

 定 休 日　 年中無休 

 Ｕ Ｒ Ｌ　 http://www.midoriya-kagu.com/

　食中毒の危険が高まる季節となりました。
家庭でもできる予防のポイントは…

　本会では、地球温暖化防止活動の一環とし
て、例年６月～９月にクールビズ対応を行っ
ています。
　今年は東日本大震災の影響で懸念される
電力供給不足に対応するための節電対策と
して、例年より前後1ヶ月間延長して、５月１日
から１０月３１日まで「クールビズ」を実施します。
　この間、職員は「ノーネクタイ、ノー上着」で
の執務となりますので、何卒ご理解いただき
ますようお願いします。

①期限を確認。新鮮な食材を選ぶ。 

②温度管理が必要なものはすぐに保管。 
　（冷蔵１０℃以下・冷凍－１５℃以下） 

③料理の前にしっかり手洗い。生肉・魚を
　切った後の包丁・まな板は熱湯消毒。 

④調理の際は食品の中心部までよく加熱し、
　料理の長時間の室温放置は避ける。 

⑤食事前にもしっかり手洗い。 

⑥温め直す時は８５℃で１分以上の加熱。
　時間が経ちすぎたものは廃棄する。 
 
　以上の６つです。食中毒を予防し、楽し
い食卓にしましょう。
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