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　１０月８日（火）、第３回理事会を開催し、２
議案と協議事項を審議しました。
　第１号議案は、加入申込者１２事業所を新商工
会会員として承認。会員数は新会員を加えて、
１，０５１名となりました。第２号議案の補正予算
は、「直ぐやる情報発信事業」等を予算化。同
事業は、会員相互、会員と商工会をメール、イ
ンターネットで結ぶもので、早速、１０月１７日
（木）には、第１回委員会が開催されました。
　協議事項では、①未収会費の整理を早急にす
ること。②商工会が暴力団等反社会的な勢力を
排除する一環として、商工会役員と新会員に
は、反社会的勢力に該当する者でないという誓
約書の提出を求めることになりました。

第１０回長与商工まつり大盛況第１０回長与商工まつり大盛況！

　続いて恒例の大抽選会、ステージイベントの
最後にはかわち家の餅つきと、切れ間のないプ
ログラムで商店街が盛り上がりました。
　夜のイベントとして第２回ほろ酔い散策ラリ
ーを開催。約２２０名の参加者が午後６時に商店
街をスタートし、町内の飲食店３店舗をラリー
形式で散策しました。ほろ酔い気分で会場に戻
った参加者は抽選会に参加。景品を片手に再び
目当ての店に戻って飲み直す方も。
　参加飲食店・商店街・近隣住民の方々をはじ
め、関係者の皆様のご協力、本当にありがとう
ございました。

とぎつふれあい産業まつり開催とぎつふれあい産業まつり開催！

　１１月１０日（日）時津ウォーターフロント公園に
て、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自社製品の展示や露
店、ジャンボ巻き寿し、マグロ解体ショーが行われま
す。また、ステージイベントでは、町内の中学校・幼
稚園による楽しい演奏や踊りが披露されます！
　昨年大好評だった時津港周辺クルーズも無料で
乗船できますので、普段とは違う時津町を海から眺
めてみてはいかがですか？

　日　時日　時　　平成２５年１１月１０日（日）１０時～１６時

　場　所場　所　　時津ウォーターフロント公園

とぎつふれあい産業まつり開催！

　１０月１０日（木）、車輛部会によるオートフェスタ
に係る会議が開催され、これまでの集客や成約件
数の減少等の状況を鑑みて、消費動向やイベント
等見直しの必要性等を熟慮した結果、今年度のオ
ートフェスタ開催は見送ることとなりました。
　今後は、イベント内容や周知方法等についてさら
なる充実を図り、来年度以降の開催について検討
していきます。

第１０回長与商工まつり大盛況！

第３回理事会

オートフェスタ開催見送りオートフェスタ開催見送りオートフェスタ開催見送り

　１０月２６日（土）、昨
年度に引き続き、長与
中央商店街を主会場に
開催した第１０回長与
商工まつりは、天気に
も恵まれ大盛況。商店
街が大勢の人で埋め尽
くされ、買い物や大抽選会などで賑わいました。
　先行販売したながよ得とく商品券の販売にも
長蛇の列で、当日の販売予定額が完売。
　マグロの解体ショーには黒山の人だかりがで
き、会場となった長与中央市場は身動きが取れ
ないほどでした。
　また、長与町のキャラクター「ミックン」と「はっさ
く」、長崎がんばらんば国体の「がんばくん」、十八
銀行の「ラスカル」が登場し、子どもたちも大喜び。
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雇用保険・労災保険制度説明会雇用保険・労災保険制度説明会

　全国労働保険事務組合連合会長崎支部では、
本会及び琴海商工会、三重商工会との共催で、
雇用保険・労災保険制度の説明会を開催しま
す。担当官からの説明の後に、個別相談の時間
も設けており、参加無料です。参加ご希望の場
合は、同封のチラシにより、商工会までお申し
込みください。事業主の方や事務担当の方の参
加をお待ちしています。

　●と　き：平成２５年１１月２０日（水）
　　　　 　　　 １３：３０～１５：００
　●ところ：西そのぎ商工会（時津支所）
　●講　師：労働局の担当官
　●内　容：雇用保険制度
　　　　　　　　　　（事業所・被保険者の届出について）
　　　　　　　　　労災保険の特別加入制度について
　　　　　　　　　労働災害について
　　　　　　　　　　（労災給付の請求等）
　　　　　　　　　その他
　●申込み：同封チラシより、お申し込み
　　　　　　ください。

　本会では、８月から消費税転嫁相談対策の一
環として、専門家による個別相談会や講習会を
開催しています。
　１１月～１月は下記の日程で開催します。ぜ
ひ、この機会にご利用ください。

　本年度２回目の「なんでも相談会」を下記の
日程で開催します。
　日常生活や事業経営で起こる様々な悩みや疑
問にサービス部会士業グループが中心となって
対応します。この機会をどうぞご活用ください。

　●と　き：平成２５年１１月１９日（火）
　　　　 　　１０：００～１６：００（要予約）
　●ところ：「西そのぎ商工会（長与・時津支所）」
　　　　　　・「相談員事務所」
　●相談等：行政手続き、法律一般、税金、不
　　　　　　動産、年金、雇用に関すること等
　●相談員：弁護士、税理士、司法書士、行政
　　　　　　書士、土地家屋調査士、社会保険
　　　　　　労務士、中小企業診断士、経営指
　　　　　　導員等
　●申込み：同封チラシより、１１月１２日（火）　　
　　　　　　　までにお申し込みください。

　本会では、日本政策金融公庫長崎支店（国民
生活事業）の協力のもと「一日公庫」を開催いた
します。当日は公庫の融資担当者が来所し、融
資の相談等に対応します。ぜひご利用ください。

　●開催日：平成２５年１１月１９日（火）
　●時間等：１０：００～１２：００　本所（時津支所）
　　　　　 １４：００～１６：００　長与支所
　●申込み：同封チラシより、１１月１２日（火）
　　　　　　　　までにお申し込みください。

消費税転嫁対策相談会消費税転嫁対策相談会

・講習会を開催します・講習会を開催します！

雇用保険・労災保険制度説明会

地域の核店舗（繁盛店）創造事業地域の核店舗（繁盛店）創造事業
“ウルトラＤ”報告会を開催します“ウルトラＤ”報告会を開催します！

　●１１月２２日（金）　個別相談会　長与支所　
　●１２月　３日（火）
　　個別相談会　時津支所
　　講習会（商業・サービス業者等）長与支所
　●１２月１１日（水）　
　　個別相談会　長与支所
　　講習会（建設業・製造業者等）時津支所
　●１月１４日（火）
　　講習会（建設業・製造業者等）長与支所
　●１月１６日（木）
　　講習会（商業・サービス業者等）時津支所

※　相談会　１３：３０～１６：３０　講習会　１８：３０～２０：３０

地域の核店舗（繁盛店）創造事業
“ウルトラＤ”報告会を開催します！

　今年度で３年目を迎えたウルトラＤ事業の報
告会を１１月１２日（火）に開催いたします。時
津・長与町内から４店舗が参加し、“イケメン”コ
ンサルタント・髙橋先生の独自の指導のもと、
「商売の『醍醐味』を満喫しよう！」をテーマに事業
に取り組んできました。
　報告会では、この半年間で参加店が実際にや
ってみたこととその結果を発表します。
 詳しくは同封のチラシで、ご確認ください。 
　多数のご参加をお待ちしています！

　日　時日　時　１１月１２日（火）１６時～１７時

　場　所場　所　西そのぎ商工会本所　３階研修室

消費税転嫁対策相談会

・講習会を開催します！

暮らしと事業なんでも相談会暮らしと事業なんでも相談会
～相談受付中～～相談受付中～

暮らしと事業なんでも相談会
～相談受付中～
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えひめ

　１０月９日（水）及
び２３日（水）の２
日間にわたり、
「実践！管理職研
修会」を開催。こ
れまで「新入社員
研修会」は実施し
ているものの、管
理職研修会は今年
初めて。８事業所から１１人が参加しました。
　中小企業大学校で講師を務める、増山人事労
務センター増山正紀先生の指導のもと、グルー
プ演習を交えながらの研修では、受講者同士が
お互いに協力しながら演習を進めることで、リ
ーダーシップや部下とのコミュニケーションの
図り方の難しさなどを感じながら、理解を深め
ていたようです。
　研修会終了後に開催された懇親会で、参加者
からは異口同音に、時間が足らなかった。今
度、開催されたらもう一度参加したいとの声が
きかれました。
　管理職の善し悪しが、企業の将来を左右する
といわれます。部下に迎合する上司では、いつ
までたっても組織は良くなりません。「トップ
より現場を知り、現場より経営を知る。」それ
がマネジャー、管理職の立ち位置です。各職場
の管理職、中間層には、現場感覚に基づくリー
ダーシップを発揮することが期待されています。
　今回の研修会を契機に、商工会では、毎年、
管理職研修会を実施する予定です。ご期待くだ
さい。

　女性部では、１０月７日(月)～９日(水) 部員等

３０名が参加し、北海道・道南へ研修に行きま

した。

　本研修は、合併後、初の遠方での研修となり、

新入部員も含め多くの部員が参加しました。

　小樽などの商業施設では、自身の商売に活か

すべく、商売人の視点で見学しました。

　また、昭和新山などの雄大な景色と温泉を満

喫し、日頃の疲れを癒しました。

　本研修での経験を、商売に活かすため、今後

も女性らしい気配りに努めます！！

　 １０月５日（土）
に、西海市の長
崎パークカント
リークラブで、
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、朝か
ら雨という悪いコンディションでしたが、プレ
イ終盤には雨も止み、エントリーした５チーム
１８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。
　全チームのプレイが終了した後、同クラブの
パーティールームで成績発表と表彰式が行わ
れ、団体の部では「㈲浜田不動産」チームが優
勝、二位には「ザ・バーディーズ」が入賞しま
した。また、個人の部では、川﨑孝敏さん（チ
ーム名：㈲浜田不動産）が優勝されました。

えひめ青年部杯争奪ソフトボール青年部杯争奪ソフトボール
大会を開催しました大会を開催しました

　１０月６日（日）、
県立大学シーボ
ルト校で第６回青
年部杯争奪ソフト
ボール大会を開
催しました。
　当日は晴天に恵
まれ、参加1４チームが熱戦を繰り広げました。決勝
戦は「ぴーぷる長崎」と「PGA長与地どり会」による
対決。激しい攻防戦の結果、「ぴーぷる長崎」が２
年ぶりの優勝に輝きました。
　参加された皆様、早朝からありがとうございました！

女性部県外研修に女性部県外研修に
行ってきました行ってきました

女性部県外研修に
行ってきました

青年部杯争奪ソフトボール
大会を開催しました

実践実践！ 管理職研修管理職研修実践！ 管理職研修 商工会長杯ゴルフコンペを商工会長杯ゴルフコンペを
開催しました開催しました！

商工会長杯ゴルフコンペを
開催しました！
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(平成２５年１０月９日現在)

　　　　　　　　　　制度の種類制度の種類       利率(年利％)利率(年利％)

㈱日本政策金融公庫普通貸付  　1.45～3.70％

㈱日本政策金融公庫経営改善貸付 　　1.60％

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）

　平成２５年１１月・１２月の金融審査
会は次の日程で開催します。
●１１月審査会

●１２月審査会

  　第１回 　　　　第２回

　日　時
　　１１月５日（火） 　１１月１８日（月）

  　１３：３０～　　　　　１３：３０～

　申込期限　締め切りました  11月８日（金）まで

  　第１回 　　　　第２回

　日　時
 １２月２日（月） 　１２月１６日（月）

  　１３：３０～　　　　　１３：３０～

　申込期限 11月２２日（金）まで　12月6日（金）まで

　自宅裏に珠算塾を開放して約３５年にな
ります。今は娘と二人で週４日、主に珠算
と暗算の指導を行っています。
　ＩＴ時代の現代でも古代から続くそろば
んが注目される理由は、脳トレに も有効
な手段の一つと考
えられているから
です。習い事をお
考えの方は是非一
度教室を覗いて下
さい。子供達が生
き生きと頑張って
います。

うれり教室うれり教室

そろばんが注目されていますそろばんが注目されています！

より確かな安心をより確かな安心を！

まごころ共済ご存知ですか？まごころ共済ご存知ですか？

「マル経融資」申込みに係る金融「マル経融資」申込みに係る金融
審査会の開催について（お知らせ）審査会の開催について（お知らせ）
「マル経融資」申込みに係る金融
審査会の開催について（お知らせ）

 住　　所住　　所　 　長与町嬉里郷533-1

 ＴＥＬ／ＦＡＸＴＥＬ／ＦＡＸ　 （８８３）７０８２

 授業授業時間時間　　14：30～１8：00（春・夏・冬休みは午前中） 

 授 業 日 日　 （火・木）南陽台教場/（水・金）長与教場

信頼できる仕事をいたします信頼できる仕事をいたします！

㈱松石電機システム㈱松石電機システム

　創業から３５年、現在は主にビルや店舗
などの空調設備施工点検・自動販売機施工
を行っております。保守管理サービスな
ど、アフターフォローも万全。
　県から施工技術を評価され、推薦された
実績もある東芝キャリア代理店です。
　フレッシュな若
手やベテラン職人
が、信頼できる仕
事をいたします。
　ご相談承ってお
りますので、お気
軽にお問い合わせ
ください。

 住　　所住　　所　 　時津町左底郷３４０－１５

 ＴＥＬ／ＦＡＸＴＥＬ／ＦＡＸ　 （８８２）７７２３

 営業時間営業時間　 ８：００～１７：３０

 定 休 日定 休 日　 日・祝日

　　事業所名 　事業所名 　　代表者名　　代表者名　　　業　種　業　種　　地区地区

池本住宅設備サービス　池本　淳一　ｵｰﾙ電化設備工事他　長与

おそうじ本舗滑石店　伊藤　勝　　ハウスクリーニング　　時津

おそうじ本舗長崎平和町店　重村　勝広　ハウスクリーニング　　長与

　万が一、あなたが自動車事故の加害者にな
ったとき、相手に"誠意を示す"ための共済です。
　特徴は、共済金を被害者ではなく、契約者
である"あなた"にお支払いします。
　けがをした被害者へのお見舞費用はもちろ
ん、契約者本人が負傷された場合や相手の財
物に損害を与えた場合にも
お支払いします。
　詳しい内容は商工会まで
お問い合わせください。

㈱松石電機システム うれり教室

そろばんが注目されています！

●本年度第３回会費等の口座振替日は、１１月

１５日（金)です。残高の確認をお願いします。

会費等口座振替日について会費等口座振替日について会費等口座振替日について

信頼できる仕事をいたします！

より確かな安心を！

まごころ共済ご存知ですか？
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