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　１１月１９日（土）、時津地区でも総額２２００万
円のプレミアム付き（１０％）商品券が販売されま
す。１０，０００円で１１，０００円分のお買い物ができ
る、大変お得なプレミアム付き商品券です。 
　所得も上がらず、消費が低迷し、購買意欲もな
かなか上がらないなか、１０％のプレミアム付き
商品券への消費者の関心は高いものがあります。
　この機会に、各登録事業所でも、売上増加に結
びつく特別企画、例えば、商品券で買い物された
方へ、(１)次回来店時に使える１００円割引券
の進呈や、(２)ポイント２～３倍セールの実施
などを検討されてみてはいかがでしょうか？
　詳しくは、同封の「うぉっちんぐ ｖｏｌ．４５」を
ご覧ください。

　来る１１月２７日（日）、時津小学校グラウンド
で「とぎつふれあい産業まつり」が開催されます。
　当日は地元の商工業者による展示・販売に加
えて、町内各地区の郷土芸能が披露されるなど、
盛り上がること間違いなし！ 
　また時津ウォータフロント公園では２６日（土）、
２７日（日）にオートフェスタを同時開催。
　普段はじっくり見ることができない海外の名
車やレクサスの豪華展示会、チャリティーオー
クション等も行われます。 
　是非足を運んでみてはいかがでしょうか？ 
　とっておきの1台が見つかるかもしれませんよ！

　時津町日並郷の１０工区に、「スポーツデポ・
ゴルフ５長崎時津店」がオープンします。
　建物の設置者は「福岡地所株式会社」、小売業
者は「株式会社アルペン」です。
　店舗面積は３，７７３．３６㎡で、オープンは平成
２４年４月２０日（土）の予定です。概要は、下記
のとおりとなっています。

 
　と　き　１１月２７日（日）　９：００～１６：５０

　ところ　時津小学校グラウンド

　内　容　商工業者による加工・製造品の展示販売 
　　　　　農産物・鮮魚の即売会 
　　　　　各種イベント
 
 
　と　き　１１月２６（土）、２７日（日）　１０：００～１７：００

　ところ　時津ウォーターフロント公園

　内　容　中古車・新車展示会 
　　　　　車両点検教室 
　　　　　チャリティーオークション等
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１．長時間労働の抑制を含めた労働時間管理の
　 適正化のため、次の事項に取り組むことが重
　 要です。
 
 ①労働時間の適正な把握の徹底
 ②時間外労働協定の適正化による時間外・休日 
　 労働の削減
 ③長時間労働者への医師による面接指導等 
　 労働者の健康管理に係る措置の徹底 
 
２．長時間労働、賃金不払残業（サービス残業）ほ
　 か労働時間に関する情報を受け付けます。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/campaign.html 

　詳しくは、長崎労働局労働基準部監督課（　０９５-

８０１-００３０）まで。　　

　本会では、会員の加入をお勧めしています。
　会員の皆さんが日頃お付き合いされている地
元事業所の皆さんを、会員としてお誘いください。
　商工会は、ご利用いただくことによって、いろ
んなメリットを受けることができます。 
　皆さんの仲間を増やし、一緒に長与、時津を盛
り上げていきましょう。

　商業部会では、去る１０月１５日（土）～１６
日（日）の日程で、総勢７名で埼玉県秩父市の「み
やのかわ商店街ナイトバザール」の視察研修を
実施しました。 
　商店街の生き残りが厳しいなか、まちなかに
立地する同商店街では、２５０回にわたりナイ
トバザールを実施。商店街活性化策の成功事例
として、全国的な注目を浴びています。
　研修当日は、２５１回目の実施を夜に控え忙
しいなか、同商店街島田健一理事長から約１時
間半にわたりこれまでの取り組みについて説明
を受けました。同バザールは約２７年前から実施。
　キッカケは、商店街の将来構想づくりの作成
の過程で、「活性化づくりは汗をかくことだ」と
の結論に至り、朝市はイヤだから夜市にしよう。
加えて、実施するからには、 低６回は継続して
やろうということなどを決めて実施したところ、
大成功を収めてこれまで続いているとのこと。
商店街は「買い物ではなく、遊びにおいでよ」と
いう発想で、イベント自体、一度やったことは二
度と同じものはやらない。「お客は集めるが、も
のを売るのはお店だ」ということでこれまでに
至っていますとのこと。同商店街では、他にも買
い物代行や出張商店街、ボランティアバンクな
どの取り組みを実施しており、そのコンセプトは、
第一に「金をかけずに知恵をだす」、第二に「やり
たい人がやり、自分たちが楽しむ」、第三に「商店
街が役に立つことが大事という信念でやる」と
いうことだといえます。言うは易く行うは難し
でありますが、大変参考になる事例でした。 
　なお、この他にもおばあちゃんたちの原宿で
有名な巣鴨とげぬき地蔵通り商店街や築地市場
などを視察しました。 
　今後は、商業部会にとどまらず、商工会自体の
勉強、研修会等に招聘するなど検討してみる価
値があると思われるほど有意義な研修でした。

　年末賞与支払などの運転資金、機械・車輌購入
などの設備資金として、ご相談ください。
 本会と日本政策金融公庫長崎支店国民生活事
業の共催により、「一日公庫（年末資金相談会）」
を開催します。「一日公庫」は、政策金融公庫の融
資担当者が商工会に来会し、その場で個別に相
談に応じることとしておりますので、手続等の
時間が短縮され大変便利です。
 現在、事業をしている方、事業の多角化を計画
されている方、開業予定の方など、相談を希望さ
れる方は事前に本会までご相談ください。
　詳しくは、同封のチラシをご覧ください。 

　と　き　１１月１７日（木）　１０：００～１６：００

　ところ　商工会本所（時津支所）及び長与支所

　申込み　予約制（下記の本会担当者まで、ご連絡ください）

　連絡先　西そのぎ商工会各支所
　　　　　（担当：時津支所…髙尾／長与支所…山内）
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　１０月３０日（日）長与町老人福祉センターに
おいて「第８回長与商工まつり」を開催しました。
　当日は、物産等の販売やフリーマーケット、地
域の子供たちの出し物、もちつき、抽選会など盛
りだくさんの内容で、あいにくの雨にもかかわ
らず、たくさんの来場者で賑わいました。 
　先行発売した長与プレミアム商品券の販売に
も長蛇の列。フィナーレは、商工会飲食部会によ
る餅まきが行われ、 高潮のうちに終了しました。
　会員事業所の皆様には、準備や出店でご協力
いただいき、誠にありがとうございました。

　平成２４年の新春交流会を開催します。多く
の皆様の参加をお待ちします。
 
　と　き　　平成２４年１月１３日（金）１８：００～

　ところ　　長崎ロイヤルチェスターホテル
 
●申込方法等詳細については、後日ご案内します。

　１０月８日（土）に山口県で行われた国体の視
察を行いました。視察の目的は、平成２６年に本
県で開催予定の「長崎がんばらんば国体」で、時津・
長与両町も会場の一つになっていることから、
その運営状況を把握するというものでした。
　当日は本会をはじめ時津町内の漁協、農協、自
治会、婦人会関係者等、約５０名が参加し、ソフ
トボール女子の試合が行われる下関市の会場へ
向かいました。会場に着くと、美味しいふく鍋の
おもてなしや、飲み物が無料で提供されている
など、嬉しさと同時に地元の方の心遣いを感じ
ました。また他県からの来場者にも分かりやす
いよう案内看板や、小
学生達が育て上げた花々
のディスプレイ等々、
細かい所への気配りに
も感心させられました。
　平成２６年には時津・
長与両町がソフトボー
ル会場となりますが、
私達も来場者・選手の
皆さんへの「おもてな
しの心」を大切に運営
したいものです。

　去る１０月１６日（日）、長与町ふれあい広場
において、「第４回西そのぎ商工会青年部杯争奪
スローピッチソフトボール大会」を開催しました。
　当日は天気にも
恵まれ、参加１５チ
ーム、約３００名の
選手の皆さんが早
朝から熱戦を繰り
広げました。 
　結果は以下のとおりです。

　優　勝　ぴーぷる長崎

　準優勝　緑ヶ丘団地自治会

　第３位　ＰＧＡ長与地どり会 
　　　　　馬込一本松川頭自治会

　商工会では、１０月１６日（日）に、西海市の長
崎パークカントリークラブにおいて、「西そのぎ
商工会長杯ゴルフコンペ」を開催しました。
　当日は、絶好のゴルフ日和となり、エントリー
した９チーム３５名が優勝カップや各種個人賞
を目指して、熱戦を繰り広げました。
　全チームのプレイ終了後には、同クラブのパ
ーティールームで表彰式を行い、団体の部の優
勝は、前回優勝の「㈲イノウエ商会」チームと「セ
ブンサッシ」チームが同スコアで並ぶ接戦とな
りましたが、年齢によるハンディにより、見事「セ
ブンサッシ」チームが初の栄冠を手にされました。 
　また個人の部では松尾
和樹氏（「ポールポジショ
ン」チーム）がトップ賞と
ベストグロス賞（スコア
７２）をダブルで受賞さ
れました。
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(平成２３年１０月１３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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（１０月受付分）

   事業所名      代表者名     業　種     地区

㈲ビッグＭ          津田　正年   サ  理容業          長与

㈱長崎め組         江頭　清     建 消防設備業    時津

アイランド　アウトセールスオフィス  島　彰德      商 百貨店商品委託販売  時津

㈲アメニティー     草野　弘樹   商 医療 ・ 介護用品販売  時津

回転寿司　なごみ 徳永　征治   飲 回転寿司       時津 

㈲トラベルシステム銀河 久米　博子   サ  旅行業、 生命保険取扱他  長与 

角珠算教室         角　伊津子  サ  珠算教室       時津

　いらっしゃいませ～！
　ここは駄菓子の総合デパート。
　うまか棒にガム・グミ・クジ引きや風船等々
昔なつかしいお菓子がいっぱいです！
　そして、外にはタバコやジュースの自動
販売機が勢揃いしています。
　場所は、三浦産婦
人科より入ってすぐ
のところです。
　店先に数台止めら
れる駐車場もあり便
利です。
　ぜひ一度、お越しくださいませ。

　自家製地鶏卵を使って、シフォンケーキ
やパウンドケーキ、まんじゅう、季節限定
スイートポテトなど手作り菓子を販売し
ています。ふわふわもちもちが人気のシフ
ォンケーキはホールが大９００円、小７００円。
　お客様のニーズに合
わせてカット売りもあ
ります。 
　スライスしたシフォ
ンケーキを生クリーム
とバナナでオムレット
風にしたり、一度冷凍
してから半解凍して食
べるのもおすすめです。

 住　　所　 長与町本川内郷１９３４ 

 Ｔ Ｅ Ｌ／ＦＡＸ　 ０９５ - ８８３ - ３８４０

 販売店舗　 じげもん・まんてん・すわだ他

 住　　所　 　時津町野田郷２２－４

 Ｔ Ｅ Ｌ　 ０９５ - ８８２ - ５２８３ 

 営業時間　 ７：００～１９：００ 

 定 休 日　 日曜日

　平成２３年１１月・１２月の金融審査会
は次の日程で開催します。

●平成２３年１１月金融審査会
 
 

 
●平成２３年１２月金融審査会

              第１回                第２回

審査会日時
   １１月７日（月）    １１月２１日（月） 

                      １３：３０～           １３：３０～

申込期限  １０月２８日（金）まで  １１月１１日（金）まで

              第１回                第２回

審査会日時
   １２月５日（月）    １２月１９日（月） 

                      １３：３０～           １３：３０～

申込期限  １１月２５日（金）まで   １２月９日（金）まで

　口座振替業務の一部を県連合会に集約
することに伴い、商工貯蓄共済掛金の口座
振替日が、１１月引落分より毎月２０日か
ら１５日に変更となります。それに伴い、
本会でも事務処理の効率化を図るため、各
種共済掛金の口座振替日について、１１月
引落分より毎月２０日を１５日（休日の場
合、翌営業日）に変更いたします。
　該当される方には、すでに文書によりお
知らせしておりますが、ご理解、ご協力の
ほどよろしくお願いいたします。
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