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「ビ
ビジネス
ジ ネ スマ
マッ
ッ チン
チング
in 西そのぎ」を開催 ！

「障がい者プログラム」を策定！

商工会では今より一歩踏み込んだ会員間、地
域間、業種間の連携を図り新たなビジネスチャン
スを創造する「儲かる企業・地域づくり（ビジネ
スマッチング）事業」交流会を開催します。詳細
は同封のチラシをご覧になり、是非ご参加くだ
さいますようご案内申し上げます。

「儲かる企業づくり、儲かる地域づくり」が
平成２６年度商工会事業計画で承認されまし
た。この事業は、①商工会員企業間や消費者等
の資金を地域内で循環させたり、②地域外から
の消費を獲得のためのビジネスモデルを検討・
提案するものです。
本年度は、障がい者をキーワードに、①障が
い者を雇用できる企業づくりや、一歩進んで、
②障がい者の働く場を創造する「障がい者雇用
プログラム」の策定作業を有志により開始しま
した。
このプログラム作成は、全国商工会連合会か
ら異色の取組みとして、事業採択されました。
目標は、障がい者を企業の戦力とすること。
働く場を提供して、町外からも障がい者等を受
け入れ、「人」「モノ」「金」を回し、地域の経済活
性化につなげることです。
年内中には、研究成果を皆様に報告する予定
です。

日 時

平成２６年１０月９日（木）
１３：３０～１７：００（１３：００受付）

場 所 長崎ロイヤルチェスターホテル
内 容
１．基調講演
「スティーブ・ジョブズに見た天才経営者の
情熱と世界を変えるリーダーシップ」
元アップルジャパン代表取締役 山元賢治 氏
２．目的別グループによる事業マッチング、交
流会、名刺交換、フリートーク
３．専門家による個別相談会、経営相談会等

経理ソフト「ネットde記帳」
巡回説明のご案内 ！

やるばい 起業 ・ 創業！

商工会では、インターネットで帳簿入力や集
計ができる会計システム「ネットde記帳」の活
用及び普及推進のための巡回説明を行っていま
す。インターネットに接続できる環境があれ
ば、いつでもどこでも、すぐに利用できます。
経営分析や決算は会計事務所や商工会に依頼
し、日々の取引を自社で管理したい、という方
に最適のシステムです。また「話を聞いてみた
いけどパソコンが無い」という方は商工会事務
所のパソコンでのご説明もいたします。
経理事務のための画期的システム「ネットde
記帳」のご検討始めてみませんか？

商工会では、国からの支援を受けて、起業、
創業予定者を対象に、９月２０日（土）から１０月１８
日（土）までの毎土曜日（延べ５日間）に「創業スク
ール」を開講いたします。
中小企業診断士、税理士、弁護士等を講師
に、創業の事前準備や経営、税務、法律の知識
などの基礎を学びながら、各種支援策やビジネ
スプランづくりも支援。カードなどを使ってゲ
ームで創業を模擬体験する、ユニークな講習も
あります。
受講料は、５日間で１人１０，８００円。お問い
合わせは商工会まで。
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ものづくりは任せて！
～西そのぎから世界へ～

この機会に、商工貯蓄共済及び医療保障特約
への加入を、ぜひご検討ください。
加入例 被保険者が加入時２０才の女性の場合（１口）

ものづくりの復活なしに、地域の活性化なし！
時津、長与地区は、工業団地が集積する県内
でも屈指のものづくりが盛んな地域です。
商工会では、ものづくり技術の向上と円滑な
技能の継承を目的に、来る９月２８日（日）「県立
長崎高等技術専門学校」（長与町）で、「平成２６
年度西そのぎ商工会ものづくり技能競技大会」
を開催します。
今年は、①鉄工、②機械加工、③電工、④冷
凍空気調和機器施工の四職種について競技が行
われます。額に汗して旋盤などに真剣に向かう
姿は、機械音で喧騒ななかにも、凛とした空気
に包まれます。
大会は若年技能者のレベルアップを図るだけ
でなく、広く一般の町民の皆さまに、ものづく
りを身近に触れる機会を提供し、ものづくり技
能への興味と技能が持つ魅力等をアピールする
役割も担っております。
残念ながら今回参加されていない事業者や大
会に興味をお持ちの皆さまにも、ぜひこの機会
にご観覧いただき、競技者への熱いエールをお
送りいただけたらと存じます。
皆さまのご来場をお待ちしております

商工貯蓄共済新規加入
増強運動を実施中 ！
商工会では９月１２日（金）まで、商工貯蓄共済
の新規加入増強運動を実施しています。
「共済」というと、「生命保険」は他に入ってい
るのでもうたくさんと思われている方、チョッ
ト待ってください！商工貯蓄共済は、ただの掛
け捨て「生命保険」ではありません。
１口２ ， ０ ０ ０ 円 の安い掛金で、その大部分は
銀行の大型定期預金として積立られ、１０年間
経ちますと満期金として積立金が戻ってきます。
「生命保険料」（被保険者の年齢によって違います
）は、掛け金の一部です。
入院や手術の保障など、病気やケガのしっか
りサポートをご希望の方は、医療保障特約（保
険料が別途必要です）にあわせて加入すると万
全です。
先進医療の技術にかかわる費用に応じて、通
算１，０００万円まで保障する先進医療特約が追
加され、さらに保障が充実しました。

・掛金月額
２,０００円（１０年間 ２４０,０００円）
・年間保険料
１,０６８円（１０年間 １０,６８０円）
・年間手数料
１,２００円（１０年間 １２,０００円）
・年間貯蓄積立金 ２１,７３２円
（１０年間 ２１７,３２０円＋利息）
※平成２６年４月現在

「まちゼミ」の説明会を開催 ！
「まちゼミ」の参加店セミナー及び事前説明会
を開催します。
「まちゼミ」は、事業所の皆さんが講師となっ
て、お店の専門知識やプロのコツを伝授し、お
客様との出会いのチャンスを創ります。集客・
売上アップや、街の賑わい創りに貢献します。
詳しくは、同封の案内文書をご覧ください。
＜まちゼミ視察研修＞
と き ９月２５日（木）～９月２６日（金）
視察先 ①久留米街元氣プロジェクト
②㈱コッコファーム（熊本県菊池市）
＜参加店セミナー＞
と き １０月１２日（日） １３：００～１５：００
ところ 西そのぎ商工会本所（時津支所）３Ｆ
内 容 講座の組立方、まちゼミのツボと仕組み等
＜事前説明会＞
と き １１月 ３日（月・祝）１９：００～２１：００
ところ 西そのぎ商工会本所（時津支所）３Ｆ
内 容 効果アップ法・ルール説明・不安解消等
＜まちゼミ実施＞
と き １１月中旬～１２月中旬の１か月間（予定）
ところ 西そのぎ商工会会員事業所

管理職研修会を開催します！
１０月８日（水）・２２日（水）の２日間、管理職研
修会を開催します。
１社では少人数で実施しづらいロールプレイ
ングやディスカッションを取り入れ、異業種の
事業所同士、切磋琢磨しながら管理職に必要な
思考力を鍛えます。
詳細及び申込みについては、同封の案内文書
をご覧のうえ、管理職育成にご活用ください。
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とぎつ夏
とぎつ
夏 ま つり
つ り大
大 盛況
盛況 ！

夏休みの工作を作ろう ！

８月３１日（日）時津ウ
ォーターフロント公園
にて、とぎつ夏まつり
が開催されました。
昨年のまつり中止や
連日の大雨により天気
が心配されましたが、
当日は快晴となり、大勢の町民が来場しました。
時津公民館別館裏で開かれた朝市では、巨峰
をはじめとした新鮮な農産物や魚介類が販売さ
れ、早々に完売。１５時からのスタンプ会によ
るビンゴ大会やダンス・演奏などによるステー
ジイベントには、たくさんの観客が集まりました。
また、飲食部会恒例の魚つかみ取り大会には
子供たちが殺到。泳ぎまわる魚を夢中で追いか
けていました。盆踊り、花火でまつりはクライ
マックスを迎え、夏休み最後の思い出を彩りま
した。

この企画は、夏休み
の工作は何を作ろうか
お悩みのお子様に、ア
イデアや作り方の場を
提供するものです。
昨年好評だったた
め、今年は５社の会員事
業所に協力いただきま
した。
参加した５０名余りの
子供達は、初めての経
験に少し緊張しながらも、イメージを膨らませ
て一所懸命作っていました。
★工作テーマ一覧★
テーマ
事業所名
ステンドグラスキーホルダー 無限工房
ビーズストラップ
Monkey＠Panda
プリザーブドフラワー
花のゴトウ
木工細工
(有)溝上製材所
寄せ植え
(有)花ロフト

とぎつプレミアム商品券が販売されました！
今年度の「とぎつ
プレミアム商品券」
は 、 「とぎつ夏まつり」
に併せて、同会場及
び商工会本所・時津
支所で同時販売され
ました。
今年から１人５セッ
トまで購入できるとあって、沢山の方々に足を
運んでいただきました。
例年にも増して、消費者の関心も高いことも
あり、加盟店の皆様には、ご来店いただいたお
客様に、気持ちよくお買いものしていただき、
また行きたいという気持ちになっていただける
よう、各種サービスの提供など知恵を出して取
り組まれては如何でしょうか？売上アップは間
違いなしかも…。
商品券の使用期限は、来年の２月１日（日）まで
です。

第３４回長与川まつりは雨のため中止
８月２４日（日）に予定されておりました「長与
川まつり」は、午前中、長与町役場（玄関）での
神事のみを行い、その後は雨のため残念ながら
中止となりました。
なお、打ち上げ花火は翌２５日（月）に順延さ
れ、たくさんの町民の皆様が、２，０００発の花
火を楽しみました。

第１１回長与商工まつりを
開催します ！
今年は長与町老人福祉センターに会場を変更
し、恒例の長与商工まつりを開催します。
当日は、町内外の事業所からの出店・販売や
マグロの解体ショー、餅つきや紙芝居などのイベ
ント、抽選会や商品券の販売など盛りだくさんの
内容でみなさまのご来場をお待ちしています。
また、まつり出店者を募集いたします。同封
の申込書によりお申し込みください。
と き
ところ

１０月２６日（日）１０：００～１５：００
長与町老人福祉センター
（嬉里郷：長与交番横）

商工会に勤務する
経営指導員等の募集
長崎県商工会連合会では、県下商工会に勤務
する経営指導員等を募集しています。
募集期間は、７月２０日（日）～９月１９日（金）です。
詳細は、同連合会（人事課）０９５（８２４）５４１３
にお問い合わせください。
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美しいべっこう細工を提供します ！

味に自信あり ！

味処 市炉庵

㈲ケイ工芸

国道２０６号線沿い時津バス停前にある６坪
の昔風の小さなお店です。
その時季にしか味わえない旬な食材を豊
富に使った料理が自慢です。メニューはす
べて手作りで、季節に応じた料理を各種取
り揃えています。
コース料理、飲み
放題メニューなども
お客様のご予算・
ご要望にあわせて
対応いたします。
お気軽にご連絡く
ださい。
住
所
ＴＥＬ／ＦＡＸ
営業時間
定 休 日

時津町浦郷270-21
（８８２）８３６６
１７：００～２３：００
不定休

住
所
ＴＥＬ／ＦＡＸ
営業時間
定 休 日

「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）
第１回
第２回
９月審査会 ９月１日（月） ９月１６日（火）
申込期限 締め切りました
９月 ５日（金）
１０月審査会 １０月６日（月） １０月２０日（月）
申込期限 ９月２６日（金） １０月１０日（金）

坂井

長与町高田郷71-1
（８５７）７９５０/（８５５）３３３９
９：００～１７：００
土・日曜、祝日

長崎県中小企業等永年勤続者に対する
知事感謝状贈呈候補者の推薦について
商工会員企業（大企業を除く）に３０年以上勤
務している従業員に対し、商工会から推薦す
ると知事感謝状が贈られます。
各企業で推薦したい従業員を９月３０日（火）
までにお知らせください。詳しくは、同封文
書を参照ください。
商工会ホームページでは、西そのぎ商工会
通信カラー版がご覧いただけます。

着任のごあいさつ
一般職員

長崎で企業様向けにべっ甲
の製造卸を二代に渡り営んで
おります。
代表作は家紋です。他に縁
起物額(ふくろう、翔龍、亀、
一富士二鷹三茄子、等)も手掛けており、企
業様の企画に添うよう努力
しています。
伝統あるべっ甲で作って
みてはいかがでしょう。
掲載の写真は家紋額で、
これから全国展開して行く
ものです。

信子

６月からお世話になっています。初
めての事ばかりで、周りの方々にご指
導頂く毎日です。来年の３月までとな
りますが、宜しくお願い致します。

（８月受付分）
事業所名

代表者名

業 種

地区

(同)虹いろのたね 竹山 清美 障害福祉サービス 長与
古瀬システム(同) 古瀬 徹
時津郵便局

(平成２６年８月１３日現在)
制度の種類
㈱日本政策金融公庫普通貸付

利率(年利％)
1.40～2.80％

キッチン施工

橋本扇之介 郵便局

時津新開郵便局 森 信隆
ノエル企画

竹中 透

長与
時津

郵便局

時津

新電力事業

長与

㈱日本政策金融公庫経営改善貸付

1.45％

クラフトハートトーカイ
ＭｒＭａｘ時津店

大場 美保 手芸用品、雑貨販売 時津

県創業バックアップ資金

2.00％

ｄｓ－ｂ

山口 徹

長与町小規模企業振興資金

2.50％

トマトデザイン

中江 昭久 デザイン事務所

長与

2.3％以内

平坂設備企画

平坂 幸弘 建築設備設計

長与

県経営安定資金（長期資金）

ウェブサイト企画制作

長与

