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経営革新とは、現在の事業の良いところを伸ばしつつ様々な事業発展の取り組みをすることです。
今日の厳しい経営環境にこそ、経営革新が重要なテーマとなってきます。
塾では、参加者各自の「経営革新計画書」の作成のお手伝いをします。この機会に受講して経営革
新の扉をたたいてみてはいかがですか。詳しくは同封のチラシにて。
・開催日

９月 14 日（日）・ 21 日（日）・28 日（日）・ 10 月５日（日）、
いずれも９時〜17 時

・場

所

西そのぎ商工会時津支所３Ｆ会議室

・講

師

前田慎一郎氏（中小企業診断士）

・定

員

３０名

・受講料

５,０００円

・申込締切

９月５日（金）（定員になり次第締切）

・問合せ

商工会時津支所（８８２−２２４０）（担当：山口）

前号でもお知らせのとおり、現在、「商工貯蓄共済」の加入を推進しています。「商工貯蓄共済」
は、「貯蓄・保障・融資」の３つの機能を組み合わせた商工会員のための共済制度です。また、ご要望
が多かった、医療保障特約も新しく加わりました。本会では、７月から８月末日までを加入推進強化月
間としてキャンペーンを実施中です。この機会に是非加入又は増口をお願いします。

商工貯蓄共済（基本型）
加入資格
加入期間
加入口数

……商工会員とその家族及び従業員
……10 年満期
……１口（２,０００円）から３０口まで

医療保障特約型
加入資格 ……商工会員とその家族及び従業員（商工貯蓄共済加入者）
加入期間 ……10 年満期
保険料
……年齢・性別により異なります。（団体割引対象）
入院給付
……５０００円（１日あたり）
手術給付金 ……手術１回につき、手術の種類により、２０万円・１０万円・５万円
無事故給付金……入院や手術がなかったときは５年ごとに５万円を給付
※商工会役職員が加入・推進にお伺いしますので、よろしくお願いします。
〔期間中加入の特典〕 ・初回掛け金に対しスタンプを５倍進呈。
・加入者には商工会が１０月に実施する健康診断の検診料の一部を助成。
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ご相談ください！
○パソコンで会計をしたい。
○もっと売上をのばす計画を立てたい。
○うちの商品を全国に売りたい。
○新たなことを始めたい。
○事業を譲りたい。
○創業を考えてる。
○農業者や漁業者だが商品を売りたい。
どんなことでも商工会にご相談ください。ご紹介ください。商工会が応援します！！
必要に応じて専門家も無料で派遣します！！利用できる制度を紹介します！！

工業部会と建設部会では、工業、建設業で働くみなさんの技能レベルを競い合うことで、労働者の
勤労意欲、事業所の技術力の向上を図ることなどを目的として、「第１回西そのぎ商工会技能競技大
会」を下記内容で開催します。
開催日時：平成２０年１１月１５日（土）、１６日（日）
参加費等は無料です。優秀者には賞金も。優秀な技術者育成のために、会社の技術力向上のため
に、是非ご参加お願いします。
参加ご希望の事業所は、同封の申込書にて商工会まで。

飲食部会では、町内のイベント等の際に弁当の共同受注を行っています。数個から数百個まで個数
に応じて共同で対応します。現在参加店を募集中です。

7 月 23 日（水）士業グループによる「暮らしと事業なんでも相談会」を開催しました。当日は、法
律・年金・特許・金融等に関する相談で多くの方が利用されました。次回、11 月にも開催予定です。

日時：平成２０年８月６日（水）
１３時３０分〜１６時
場所：西そのぎ商工会本所

尚、当日ご相談を希望される方は、事前準備が必
要ですので、商工会までご連絡ください。
・時津支所（担当：百岳） 長与支所（担当：久保）

長崎県と長崎労働局、（社）長崎県雇用支援協会では、次の行事を行います。障害のある方や高年齢
の方の雇用について、ご理解とご協力をお願いします。
◆障害者就職面接会
とき：９月２５日（木） １３時〜１６時
ところ：長崎県立総合体育館
〔問合先〕長崎労働局職業対策課 ℡ 095-801-0042
◆高年齢者・障害者雇用支援のつどい
とき：１０月１５日（水）１３時３０分〜１６時
ところ：ウェルシティ長崎（長崎市茂里町３−２０）
〔問合先〕長崎県雇用労政課 ℡ 095-895-2714、
(社) 長崎県雇用支援協会 ℡ 095-827-6805
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恒例の事業所対抗ボウリング大会を開催します。商工会合併後最初の大会となりま
す。事業所単位で又は仲良しチームでお申し込みください。詳しくは同封のチラシで。
・期日
９月８日（月）１９時３０分から
・場所
長崎ラッキーボウル

西そのぎ商工会（長与町商工会＋時津町商工会）の誕生を記念して、次のとおり講演会を開催します。
詳しくは１１月号の「西そのぎ商工会通信」でご案内します。お楽しみに。
・期日
１２月６日（土）１３時
・場所
長与町民文化ホール
・講師
森永卓郎氏（獨協大学教授、経済アナリスト）

いよいよ恒例のまつりが開催されます。
「長与川まつり」は 8 月 24 日 (日) に開催。
当日は各種ステージイベントや４０店の露店
など暑さを吹き飛ばす楽しい企画が満載。
当然最後にはお待ちかねの花火の打ち上げも。
皆様のご来場をお待ちしています。
「とぎつ夏まつり」は 8 月 31 日（日）に開催。
今年はいつもと違った雰囲気の「カンツォーネと
オペラ」がメインイベント。青年部主催の大食い
大会「とぎつ王決定戦」が復活します。プログラ

ムは商工会ホームページの「イベントカレンダー」
よりご覧になれます。
協賛金の締切間近となっています。予定している
方は今すぐ商工会まで！！
◆長与川まつり
開催日 ８月２４日（日） 午後４時から
会 場 長与町ふれあい広場（岡郷）
◆とぎつ夏まつり
開催日 ８月３１日（日） 午前１０時から
会 場 時津ウォーターフロント公園

去る７月２７日（日）、長与港で開催
された「長与町ペーロン大会」に、西そ
のぎ商工会青年部が参加。職域の部で
見事４連覇を飾りました。
暑い中、多数
の応援、ご協力、
ありがとうございまし
た。
去る７月１９日（土）、
長崎県漁協青壮年部等主
催の『県下一斉浜そうじ』
が時津町「ウォーターフ
ロント公園」で開催され。
県商工会青年部連合会も
「農商工連携事業」の一環として協力。西そのぎ商
工会青年部からも１０名の部員が参加しました。

ゴミ袋片手
に、海岸に打ち
上げられた、漂
流ゴミや空き
缶、ペットボト
ルなどを約１
時間かけて収
集しました。

今年 4 月に開設した商工会ホームページ（以下 HP）には会員事業所の HP を無料で登録できる機能が
あります。作成した会員 HP の新着情報は商工会 HP のトップに表示されるほか、県下商工会会員の情報
が集められたサイト「みゅーで！ながさき」にも表示されます。
また、公的機関からのリンクは自社 HP のアクセスアップにもつながりますので、是非ご登録を！！
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ＨＰをつくりました！

http://dejimaroumu.net/
是非、覗いてみてください。ブログも載せてます。

アメリカ発祥のウ
エイクボードで大村
こんな悩みはありませんか？
湾で水と一つになっ
■開業・新規事業に伴う手続き
てみませんか？
や運営を上手に行いたい。
小学生から 50 代ま
■職場トラブルをなくし、安心 で、幅広い方に受講
して働ける環境を作りたい。
いただいてます。
■経費削減や事業再編で会社運
泳げなくても OK！
営をもっと効率的に行いたい。 ・ウエイクボードスクール
３，５００円〜
そんなときには私におまかせください。
・スノーボードスクール
１０，０００円〜
※会報お持ちの方は５００円引き！
出島労務管理事務所（代表者：西浦友也）
住所 ： 時津町浦郷２６１−２
車検代行もやってます。
TEL： 886-8505
URL
http://star.ap.
FAX： 886-8506
teacup.com/rise
就業規則の作成、人事・労務相談、給与計算代行、
助成金申請、開業支援、年金の裁定請求

住所：長与町斉藤 725-19
TEL: 813-5606

７月２６日（土）、長与中央市場において、恒例の 『祝・１０周年！』
長与商工スタンプ会「お楽しみ大抽選会」を開催。
とぎつスタンプ会は今年１０周年を迎えました。
今回は加盟店賞を新たに企画。１７加盟店から１２
お客様へ「ありがとう」を込めて、夏まつりにてビ
２本の賞品の提供があり、集まったお客様も大満足の ンゴ大抽選会を開催、超豪華賞品が１００名様に当た
様子でした。
ります。
会場では、かき氷やわた菓子の無料サービスやミニ
詳しくは、８月５日（火）の新聞折込チラシにて。
フリーマーケット、押し花ハガキ体験コーナーも実 ☆日帰りバスツアー☆
施。猛暑にも関わらず、たくさんの人で賑わい、大盛
日程は１１月１６日（日）
況のうちに終了しました。
行き先は甘木・秋月方面に決定！！

ご注意ください

８月１３日（水）から１５日（金）まで、「お盆休暇」のため時津本所及び長与支所を閉
所致します。
このため１７日（日）までは、ごみ袋の販売（時津支所）、スタンプの販売・換金、ながよ共通商品券の販売・
換金は行いませんので、必要な方は前日（１２日）までにお願いします。

新しい会員さんです

(平成 20 年 7 月 11 日現在)
制度の種類

利率 (年利％)

国民生活金融公庫普通貸付

2.55％
2.25％
2.50％
2.30％
2.15％
2.20％

国民生活金融公庫経営改善貸付
長与町小規模企業振興資金
県中小企業振興資金（経営安定枠）
県中小企業振興資金（事業再生枠）
県 創 業 バ ッ ク ア ッ プ 資 金

※保証料等は含んでいません。詳しい内容は商工会まで。

（第２回理事会〜第３回理事会まで）
事業所名
所属部会
業種

地区

たこやき味喜
株式会社 丸徳
㈲ﾋﾗﾓﾄｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

飲食
たこやき等
時津町
商業
水産物卸
長与町
サービス クリーニング 長与町

㈲山城屋
別所塗装
居酒屋ながよ村
えんにちばぁー

サービス
建設
飲食
飲食

PC サポート
住宅塗装
居酒屋
居酒屋

長与町
長与町
長与町
長与町

