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〒 851-2105　長崎県西彼杵郡時津町浦郷 428-14 
TEL095-882-2240 ／ FAX095-882-0521
E-mail:nishisonogi@shokokai-nagasaki.or.jp

〒 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

　「西そのぎ商工会」時津支所では、長引く景気
低迷のなか、事業所の活性化と消費喚起などを
目的として、総額２,０００万円のプレミアム付
き（１０％）商品券を発行します。 
　１１月１２日（土）の発売予定。 
　有効期間は３カ月間です。
　登録店は、時津町内で営業されている事業所
であれば、会員、非会員の区別なく、全てＯＫです。
　ただし、登録に際し登録料等の手数料がかか
ります。
　募集にかかる詳細は、本会報に同封していま
すチラシでご確認ください。
　ご応募をお待ちしています。
　登録店の募集締め切りは、 
９月９日（金）です。 
　お申し込みは、お急ぎください。

　平成２２年長崎県内の労働災害（休業４日以上）
は１，３９０人で、１割弱の１０６人がトラック
運送事業上での発生です。そのうち、約８割が荷
役作業時に発生してます。
　一般的に作業は「段取り８分　仕事２分」とも
いわれ、作業開始に当たっては準備段階が重要
です。作業毎にみると、
　(１)全般的な積卸し、(２)平ボディの荷台で
の積卸し、(３)ベルトコンベア使用時の積込み、
(４)ロールボックスパレット使用した積込み、(５)
バン型車で積卸し、(６)フォークリフトで積卸
しなど、各作業時における作業指揮者の安全へ
の目配り等が不可欠です。加えて、集荷、配達時
間等、発注条件が労働災害防止に大きく影響す
ることから、荷主の積極的な関与が不可欠です。
　本内容について、詳細は長崎労働局労働基準
部(８０１-００３０)または、九州運輸局長崎運輸支
局(８３９-４７４７)へお問い合わせください。

　「長崎がんばらんば国体」・「長
崎がんばらんば大会」ロゴや「が
んばくん」のデザインを商品等
に使用する場合は、あらかじめ
仕様許可申請書の提出が必要
です。審査の上、許可を受けれ
ば使用することができます。

　商品等として使用する場合は、有償となり、規
程に基づく使用料がかかります。
　詳しくは、下記までお問い合わせください。
●長崎がんばらんば国体・長崎がんばらんば大会実行委員会
　（事務局：長崎県国体・障害者スポーツ大会部大会総務課）
　Tel：０９５-８９５-２７９３／Fax：０９５-８２４-３６３３
　Ｍａｉｌ：kokutai@pref.nagasaki.lg.jp

　商工会では、会員事業所の福利厚生の充実を
目的として、「商工貯蓄共済」の加入推進強化月
間キャンペーンを展開中（９月９日まで）です。 
　ちなみに同共済は、月額１口２千円、１０年満
期で、「貯蓄・保障・融資」の３つの機能を組み合
わせたもので、事業主はもとより、ご家族及び従
業員も加入できます。
　急に資金が必要なとき、解約することなく積
立金の一部を払い出せる制度もあります。
　さらに医療保障特約（入院・手術給付）を付加
することで、休業保障時にも安心。入院や手術が
なかった時は、５年ごとに無事故給付金（５万円
または１０万円）が受け取れます。
　ご連絡いただければご説明にお伺いいたしま
す。この機会にご加入をお願いします。
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　商工会では、長崎県理容生活衛生同業組合中
彼支部との共催により、商工会サービス（理容
業）部会員を対象として、講習会を開催します。
　当日は多数のご参加をお待ちしております。
　参加を希望される場合は、商工会本所または
長与支所にご連絡ください。

 ●衛生講習（西彼保健所）

　講　師講　師　長崎県西彼保健所
　　　　　主任技師（獣医師）　伊藤　正義　氏

　と　きと　き　平成２３年９月５日（月）　１０：００～１１：００

　ところところ　西そのぎ商工会本所

 ●講演会

　テーマテーマ　「人権問題と差別意識」

　講　師講　師　曹洞宗 天福寺 住職　塩屋 秀見 氏

　と　きと　き　平成２３年９月５日（月）　１１：００～１３：００

　ところところ　西そのぎ商工会本所

　事業主は、労働者を１人でも雇用していれ
ば、労働保険への加入が義務づけられています。
　『労働保険』『労働保険』とは、「労災保険」「労災保険」と「雇用保「雇用保
険」険」を総称したものです。

　　業務上または、通勤途上の負傷、死亡等に
　対して被災労働者や遺族を保護するため必
　要な保険給付を行うものです。

　　失業等した場合に、労働者の生活や雇用の
　安定を図り、再就職を促進するための必要な
　給付を行うものです。

　労働保険は、基本的に労働者のための保険で
すが、中小企業の事業主や一人親方等の自営業
者に該当する方については、一定の条件を満た
せば労災保険への特別加入ができます。
　労災保険の加入手続を行わない期間中に、労
働災害が発生し、労災保険給付が生じた場合、
事業主は、期限をさかのぼって労働保険料及
び、労災保険給付に要した費用の全部または一
部を納付しなければならず、一度に多額の資金
が必要となります。
　“備えあれば、憂いなし”。労働者を１人で
も雇用しており、まだ労働保険に未加入の事業
所は、ぜひともこの機会に加入をお願いします。
　お問い合わせは、商工会まで。

　今春卒業の大学生の就職率が過去最低となる
など、新規学校卒業者等の就職環境は非常に厳
しい状況です。
　政府としても、きめ細かな就職支援等環境整
備に取り組んでいますが、各企業においても、
採用枠の拡大に加えて、採用選考の際、被災地
でのボランティア活動や海外留学など、多様な
経験を積極的に評価していただくことも重要です。
　こうした学生等の自主的活動は、「新しい公
共」の担い手の醸成となり、自らの社会的役割
を見出す重要な機会となっています。
　卒業後３年以内の既卒者の新卒枠での応募受
付、通年採用の拡大、卒業から就職までの間に
多様な経験を積むための猶予期間への配慮な
ど、その環境づくりを理解し、みんなで新規学
校卒業者の採用を支えましょう。

　工業・建設の両部会では、事業所で働く技術
者の技能レベルの向上を通して、労働者の勤労
意欲を喚起し、ものづくり等の底上げを図るこ
となどを目的として、「西そのぎ商工会技能競
技大会」を開催します。

　と　きと　き　平成２３年１１月６日（日）

　種　目　種　目　■鉄　　工〈構造物鉄工作業〉
 　　■配　　管〈建築配管作業〉
 　　■建築板金〈内外装板金作業〉
 　　■建築大工〈大工工事作業〉
 　　■電　　工〈電工〉 
 　　■機械加工〈普通旋盤作業〉
 　　■冷凍空気調和機器施工
  〈冷凍空気調和機器施工作業〉

　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
加をお願いします。
　参加ご希望の事業所
は、同封の申込書にて
商工会までお申し込み
ください。
(参加費等は無料)
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　８月２１日（日）、長与ふれあい広場で開催し
た長与川まつりは、当日朝の「川清掃」が雨の影
響で中止となりましたが、午後からは天気が回復。
　今年は東日本大震災チャリティバザーが行わ
れるとともに、ステー
ジではプログラムに一
部変更がありましたが、
よさこい踊りや歌謡シ
ョーで賑わいました。
　最後は２０００発の花
火が夜空を飾り、まつ
りの幕を閉じました。

　８月２２日（月）開催の県商工会青年部連合会
組織化４５周年式典において、青年部の向井文
康さん（(前)本会青年部長）が「長崎県商工会連
合会長感謝状」を受賞されました。 
　これまでに県青年部副会長としての要職はも
とより、本会青年部長として、同青年部の組織強
化・拡充に大きく貢献したことが、高く評価され
たものです。誠におめでとうございます！

　８月２８日（日）とぎつウォーターフロント公園に
おいて、「２０１１とぎつ夏まつり」が開催されました。 
　当日はこれ以上ない晴天に恵まれ、沢山の来
場者で賑わいました。
　毎年好評の飲食部会による魚つかみ取り大会
は６０名が参加。夏休み最後の思い出に集まっ
たチビッ子達が、逃げ回る魚をやっとの思いで
捕まえ、Ｖサインで満面の笑みをこぼしていま
した。青年部による「たまごすくい大会」にも、た
くさんの人が参加。卵
を要領よくすくう人や、
焦って割ってしまう
人などいて、応援して
いる人も一喜一憂の
大賑わい。
　祭りの大トリ、フィ
ナーレを飾ったのは何と言っても花火大会。 
　今年は、町制施行６０周年で増発され、豪華な
花火大会となりました。訪れた見物客も夜空を
彩る花火にしばし我を忘れ見とれていました。

　と　　き　平成２３年１０月１６日（日） 
                      ８：００～１７：００（予定）

　と こ ろ　長与町ふれあい広場

　参加資格　長与町・時津町内に勤務または居
            住で、自治会および同好会者で編
            成したもの
　　　　　  ※学生（大学生除く）の参加不可

　参 加 料　１０，０００円

　申込期限　平成２３年９月２２日（木）

　募 集 数　２０チーム 
 
●お申し込み・お問い合わせは、商工会長与支所
　まで。

　平成２３年度の西そのぎ商工会長杯の事業所
対抗ボウリング大会及びゴルフコンペを下記日
程で開催します。参加ご希望の方は「電話」・「フ
ァックス」等で商工会までお申し込みください。

　と　き　平成２３年９月２１日（水）

　ところ　長崎ラッキーボウル（長崎市大橋町）

　参加費　１チームにつき、５，０００円（プレイ費込み）

　申込み　ＦＡＸで各支所宛お送りください

　締切日　平成２３年９月１２日（月） 

　　 詳しくは、同封のチラシをご覧ください。

　と　き　平成２３年１０月１６日（日）　８時２８分スタート
　　　　　※集合はスタート３０分前となります。

　ところ　長崎パークカントリークラブ（西海市西彼町上岳郷）

　参加費　１４，０００円（参 加 費：　１，０００円 
プレー代：１３，０００円 ） 

　申込み　ＦＡＸで西そのぎ商工会本所宛お送
　　　　　りください

　締切日　平成２３年９月３０日（金） 

　　 詳しくは、同封のチラシをご覧ください。

●お問い合わせ先　時津支所（担当：髙尾・蒲地） 
　　　　　　　　　長与支所（担当：山内）
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(平成２３年８月１０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％

Page 4 

（８月受付分）

   事業所名      代表者名     業　種     地区

トータルスポーツデザイン㈱ 前田　建一 商 衣類、雑貨小物販売 長与 

シティー開発      遠山　義博 建 建設業         長与 

伊藤工業           伊藤　誠二 建 建設業         時津

　「エアコンの風が嫌いだ」という声をた
くさん耳にします。この不満点を解消し、フィ
ルター清掃の手間も不要になりました。
　冷やしたり、暖めたりした空気を送風す
るエアコンと異なり、ほこりも舞わない。 
　建物全体をほぼ一定温度に保ち、風もな
く湿度も快適。 
　２４時間稼働さ
せても、電気代はエ
アコンと比べて少
なくてすみ、ＣＯ２排
出も抑えられます。 
　体感ショールーム（予約℡０８０-３９００-３２２３）
にぜひお越しください。

　８月１０日にオープンした「ファミリー
マート長与嬉里郷店」。従来の鉄骨造の店
舗と比べ、年間の電気使用量およびＣＯ２排
出量を約１０％削減することができる、九州
地方初の「木造ＦＰ工法」採用のエコ店舗です。 
　明るく、元気で、笑顔のお店。必要なもの
が揃ったお店。いつも新しい発見があるお
店。そういう思い
を感じて頂ける
ようスタッフ一
同がんばってい
ます。
　どうぞよろし
くお願いします。

 住　　所　 長与町嬉里郷４４３-１ 

 Ｔ Ｅ Ｌ　 ０９５ - ８１３ - ５００５

 営業時間　 ２４時間

 住　　所　 　時津町西時津郷１０００ - ２１６

 Ｔ Ｅ Ｌ／ＦＡＸ　 ０９５ - ８８２ - ６８００／０９５-８８２-６８０３ 

 Ｕ Ｒ Ｌ　 http://www.kenko-g.co.jp/

　ＮＰＯ法人　長崎被害者支援センター
では、売上の一部を犯罪や事故の被害者の
ための活動に役立てることを目的に、オリ
ジナル自動販売機の設置を進めています。 
　企業の皆様が、オリジナル自動販売機を

「募金箱」として活用する
ことで、ＮＰＯ法人　長崎
被害者支援センターの活
動支援はもとより、社会貢
献活動の一環となります。
　ぜひ設置をご検討ください。
 
 ●お問い合わせ先
　 ＮＰＯ法人　長崎被害者支援センター 
　　 ＴＥＬ０９５-８２０-４９７８ 
　　 ＦＡＸ０９５-８２０-４３７７

　平成２３年９月・１０月の金融審査会は
次の日程で開催します。

●平成２３年９月金融審査会
 
 

 
●平成２３年１０月金融審査会

              第１回                第２回

審査会日時
    ９月５日（月）      ９月２０日（火） 

                     １３：３０～            １３：３０～

申込期限  ８月２６日（金）まで   ９月９日（金）まで

              第１回                第２回

審査会日時
   １０月３日（月）    １０月１７日（月） 

                      １３：３０～           １３：３０～

申込期限  ９月２２日（木）まで  １０月７日（金）まで
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