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　今年の長与商工まつりは、長与中央商店街を
会場に、パワーアップして開催します。
　当日は、町内外の事業所から出店・販売やマグ
ロの解体ショー、餅つき、紙芝居等のイベント、
抽選会、商品券の販売など盛りだくさんの内容
で皆さまのご来場をお待ちしています。

　日　時　平成２４年１０月２０日（土）１５：００～

　会　場　長与中央商店街（嬉里郷）
　
　また、初の試みとして、「ほろ酔い散策ラリー」
（夜の部）を開催します。長与町内の飲食店を巡
って賞品をゲット！
　ただいま「ほろ酔い散策ラリー」のチケット販
売中。商工会でお求めください。

　日　　時　平成２４年１０月２０日（土）１８：００～

　受付会場　商工まつりイベントステージ前

　チケット　前売り券２，０００円（当日券２，５００円）

　　　※　受付終了後、イベントステージを出発し、
　　　　　　町内飲食店をラリーしていただきます。

2012.10.1

Page 1 

〒 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

　８月１日(水)～９月１４日(金)まで展開して
いました「商工貯蓄共済推進運動」は、３３４
口の新規加入をいただき、大きな成果を上げる
ことが出来ました。ご加入、ご協力いただいた
皆様、本当にありがとうござい
ました。
 推進運動終了後も、随時加入を
受け付けております。
　先進医療特約が付加されて、
さらにパワーアップした医療保
障特約もご検討をよろしくお願
いいたします。

　いよいよ恒例の「ながよ得とくプレミアム商品券」
（総額２，２００万円）を発売します。
　１０，０００円で１１，０００円分のお買い
物ができるお得なプレミアム付き！。
　今年は１０月２０日（土）に商工まつり会場で
先行発売。１０月２２日（月）から、長与町内５
カ所の販売所でお
買い求めいただけ
ます。
　数に限りがあ
りますのでお早
めに！
　詳しくは、新
聞折込のチラシ
をご覧ください。
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　平成２４年４月から１年間再延長された「中
小企業金融円滑化法」（以下、「円滑化法」）の期限
が、平成２５年３月末をもって終了します。
　円滑化法の期限切れに際し、借入金返済は、厳
しい条件がつくことが考えられます。
　それに向けて該当する経営者の皆さんは、ど
のような対応をすれば良いのか、早急に対応策
等を検討する必要があります。
　その対応として、今後の返済計画の作成が必
要となり、金融機関との意思疎通が求められます。
　本会では、経営支援のほか、中小企業診断士等
の無料派遣制度もありますので、是非ご活用く
ださい。

●中小企業金融円滑化法により、金融機関は、中
小企業者や住宅ローンの借り手からの申込みや
返済等に関する相談があった場合に、貸付条件
の変更や他の金融機関の連携など、返済計画の
見直しに向けて適切な措置をとるように努める
ことが定められています。

　国体やリハーサル大会等を
町民総参加で盛り上げるため、
皆様からのご協賛をお待ちし
ています。ご協賛への希望・質
問がございましたら、実行委
員会までお問い合わせください。

（１）長崎がんばらんば国体
　　（成年男子ソフトボール競技）
  　会期：平成26年10月18日(土）～10月20日（月）

（２）長崎がんばらんば大会
　　（グランドソフトボール競技）
　　会期：平成26年11月1日(土）～11月3日（月・祝）
（３）上記二つの大会のリハーサル大会

（１）大会の運営用物品、歓迎装飾物品等の提供
　　　応援用のぼり旗、歓迎用看板・横断幕、帽子など
（２）大会の広報・啓発のための物品及び場所等の提供
　　　カウントダウンボード、啓発用ポケット
　　テッシュ・ボールペン など

（３）大会運営への人材の派遣
　　　交通誘導警備員、音響操作オペレーター
　　などの人材を無償派遣

（４）企業等が所有する施設・備品の提供又は貸与
　　　大会用臨時駐車場・倉庫、自動車・コピー機・
　　ＦＡＸなどの貸与
（５）その他の協賛
　　　おもてなし料理の食材、大会参加記念品、
　　休憩所用飲料水・食べ物 など

●募集受付・問い合わせ先
　　長崎がんばらんば国体時津町実行委員会事務局
　　　時津町教育委員会長崎国体推進室内
　　　（時津町役場本庁舎３階）
　　　　　　ＴＥＬ ０９５－８８２－２２１１（内線３２２）
　　　　　　ＦＡＸ ０９５－８８１－２７２５

　　今年６月にスタートした地域の核店舗（繁
盛店）創造事業（ウルトラＤ事業）の臨店研修が
９月２７日（木）をもって終了しました。
　各店で商品の陳列やチラシのオリジナル化
など、売上アップに向け細かい工夫を重ねてき
ました。
　１０月から来年
１月までは、メー
ルやＦＡＸのやり
取りを中心に行わ
れる通信コンサル
ティングに移ります。
　今後とも様々な
工夫を重ね、魅力
ある店づくりに期
待したいと思います。
　なお、ウルトラ
Ｄ事業の成果発表
は、来年１月２４
日（木）開催の報告
会で行う予定です。

　長崎県の最低賃金は、平成２４年１０月２４日（水）
から『『１時間６５３円』に改定されます。
　労働者に支払う賃金が最低賃金額以上かどう
かを確認し、最低賃金法違反にならないように
しましょう。（派遣労働者については、派遣先の
事業場に適用されている最低賃金が適用されます。）
　詳しくは、長崎労働局労働基準部賃金室（０９５-
８０１-００３３）、または長崎労働基準監督署（０９５-
８４６-６３５３）までお問い合わせください。
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　本会福利厚生委員会では、９月１２日（水）に、
長崎市大橋町の長崎ラッキーボウルで「事業所
対抗ボウリング大会」を開催しました。
　今年度は２５チーム１００名が参加し、和気
あいあいとした雰囲気の中、約２時間にわたり
爽快な汗を流し、それぞれに交流を深めました。
　今年度の団体の部優勝は、「コスモ電設㈲Ａ」
チームが２ゲーム合計１，１６７のスコアで接
戦を制し、見事栄冠に輝きました。
　準優勝は長崎バスＡチームでした。
大会終了後の表彰式では、オリンピックイヤー
にちなみ、団体上
位３チームにそ
れぞれ金・銀・銅
メダルが授与さ
れたほか、団体や
個人の各賞にも
様々な賞品が贈
られ、盛会のうち
に終了しました。

第２回長崎西彼地区商工会女性部

ボウリング大会が開催されました

第２回長崎西彼地区商工会女性部

ボウリング大会が開催されました
　工業・建設部会では今年度も下記要領で技能
競技大会を開催します。本大会は技術者の資質
向上を目的としており、日頃の業務で培われた
技術を発揮して頂く絶好の機会です。また、他
企業との交流を深める事で従業員の更なるス
キルアップや意欲向上にも繋がります。
　上位入賞者には豪華景品も用意しておりま
すので、「我こそは！」という事業所の皆さん、
是非ご参加ください。
　その他詳細については、西そのぎ商工会（ＴＥ
Ｌ：８８２－２２４０）までお問い合わせください。

　と　き　　平成２４年１２月２日（日）

　ところ　　長崎高等技術専門校
　　　　　　　　（長与町高田郷547-21）

　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〉

　９月２日(日)、第２回長崎西彼地区商工会女
性部ボウリング大会が開催され、６商工会２０
チーム、８０名が参加しました。
　本大会は、身近で誰でも参加できる競技で、よ
り多くの部員が参加し、部員の相互交流と親睦
を図り、女性部組織の連携強化と部員の健康増
進を目的に開催されています。
　本会女性部からも、４チーム１６名が参加し、
若さ溢れるハッスルプレーで、帰る頃にはいつ
も以上に清々しい笑顔になっていました。
　試合結果は、以下のとおりです。

　　　● 団体優勝　三重商工会Ａ
　　　● 準優勝　　琴海商工会Ａ
　　　● 三位　　　東長崎商工会Ｃ

　西そのぎ商工
会チームは残念
ながら、入賞と
はなりませんで
したが、楽しい
一時を過ごすこ
とができました。

　本会女性部では、
今年も長与小学校
６年生を対象に実
施するマイタウン
子供ビジネススク
ールの受け入れ事
業所を募集します。
　この事業は、将来
の地域を担う後継者の育成や、子供たちの企業
家精神を養い、また、子供や孫の職場体験見学の
ため、来店する親や祖父母等の顧客獲得効果に
つなげることを目的としています。
　詳細は、本会長与支所までお問い合わせくだ
さい。

　開 催 日　　平成２４年１１月９日（金）

　時  　間　　１２：３０～１４：３０
　　　　　　　　 （送迎は、女性部が行います）
　対象児童数　　約１２０名
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(平成２４年９月１２日現在)
　　　　　制度の種類    利率(年利％)

㈱日本政策金融公庫普通貸付  　1.45～4.00％

㈱日本政策金融公庫経営改善貸付 　　1.75％

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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（９月受付分）

 住　　所　 　時津町西時津郷５２８

 ＴＥＬ／ＦＡＸ　 （８８１）７４６７/（８６５）８５８２ 

 営業時間　 ８：００～１８：００  

 定 休 日　 年中無休

　平成２４年１０月・１１月の金融審査会
は次の日程で開催します。

●１０月審査会
 
 

 
●１１月審査会

              第１回                第２回

　日　時
    １０月１日（月）   １０月１５日（月） 

                      １３：３０～           １３：３０～

申込期限  締め切りました　　   １０月５日（金）まで

              第１回                第２回

　日　時
    １１月５日（月）   １１月１９日（月） 

                      １３：３０～           １３：３０～

申込期限 　１０月２６日（金）まで  １１月９日（金）まで

 住　　所　 　長与町嬉里郷４６１－２

 Ｔ Ｅ Ｌ　 （８８３）６５６３ 

 営業時間　 １０：００～２０：００（日祭日１８：００まで） 

 定 休 日　 第１ ・ ３日曜日

　長与町の皆様に愛されて２０年。
　客層も３０代から上は８０代の方まで、
トータルコーディネートが出来るよう、バ
ッグ、靴なども数多く揃えております。
　皆様がいつもわくわくできるような毎
日を送れるよう、
お手伝いできれ
ばと思っています。
　場所は十八銀
行長与支店の並
びにありますの
でお気軽にお越
しください。

　９月２９日（土）時津地区で、総額２，２００万円
のプレミアム付き商品券が販売されました。
　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（来年２月３日（日）
までの有効期限）。加えて、スタンプラリーで
豪華賞品が当たる、Ｗチャンス付き商品券です。
　景気低迷の中、消費者のプレミアム付き商
品券への関心は、いつにも増して高いものが
あります。
　この機会に、各登録事業所でも、自店のファ
ン（リピーター）づくりや売上増加に結びつく
特別企画など検討されてみては如何でしょう
か？お客様への思いはきっと伝わるはずです。

　（例１）次回来店時に使える割引券の進呈
　（例２）ポイント２～３倍セールの実施

　大村湾を望む自然に囲まれた「メモリアル
とぎつ桜霊園」は、宗教・宗派を問わずお客様
のご要望にあったお墓を販売しております。
 今年５月には、聖観音様
をお迎えし永代供養塔（合
祀）の販売も開始しました。
御先祖様を「偲ぶ」感謝と、
大切に願う「絆」を墓石と
心に刻み,皆様を温かく
見守ってくださいます。
　ＫＴＮニュース１１：１５台
にテレビＣＭも放映中です。
お気軽にご相談ください。

   　事業所名      代表者名   業　種   地区

赤ずきん　　　　 　　満﨑　礼子　スナック　　　　長与

喫茶 ・ スナック　ＭＩＬＤ　坂本　賢一　喫茶 ・ スナック　長与

山森塗装　　　　　　 山森　尚史　建築塗装　　　長与

㈲アウトバーン文教　　山鹿　正人　自動車用品販売　時津
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