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「ビジネスマッチングフェア
in 西そのぎ」 開催 迫る ！

とぎつふれあい産業まつり開催！

「儲かる企業・地域づくり事業」に係る異業
種交流会（「ビジネスマッチングフェア in 西そのぎ」）
の開催がいよいよ迫ってきました。参加を希望
される方は商工会までお問い合わせください。
当会ホームページ時津・長与ウォーカーでも
申込書のダウンロードが出来ます。
(http://www.nishisonogi.biz/)

１１月９日（日）とぎつ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。今年も、時津町内の子どもたちによる
演奏やダンスなどのステージイベントに加え、
地元商工業者による特産品販売や自社製品の展
示販売を予定しています。
なお、出店案内を別紙にて同封しております
ので、希望される方はお申込みください。多数
のご参加をお待ちしております！

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

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移
し、恒例の「長与商工まつり」を開催します。
当日は、町内の事業所から出店・販売やマグ
ロの解体ショー、餅つき、紙芝居などのイベン
ト、抽選会など盛りだくさんの内容で皆様のご
来場をお待ちしています。
プレミアム付き「ながよ得とく商品券」の先
行販売も行います。数に限りがありますので、
みなさんお早めにお買い求めください！
日 時
場 所

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）

日
場

時
所

１１月９日（日）１０：００～１６：００
とぎつウォーターフロント公園

商業部会・サ
商業
部会 ・サービス
ービス 部
部会
会
合同視察研修の
実施
合 同視 察研修 の実
施
商業部会とサービス部会
では、合同で視察研修を実
施します。
視察先は、商店街に賑わ
いをもたらしている「まち
ゼミ」事業を実施している
「久留米街元氣プロジェクト（久留米商工会議
所）」（福岡県久留米市）です。
詳細については、同封の「視察研修の実施に
ついて」の文書をご覧のうえ、期限までに商工
会長与支所まで、ＦＡＸでお申込みください。
みなさまのご参加をお待ちしています。
と き
視察先

１０月２２日（水）
①久留米商工会議所
【まちゼミ・久留米街元氣プロジェクト】
②選定中
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「地域の核店舗（繁盛店）創造事業
“ウルトラＤ”」 が 終了 ！
今年度で４年目を迎えたウルトラＤ事業。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。
事業は今月で終了しますが、成果報告会を下
記の通り開催する予定です。この半年間、参加
店が取り組んできた成果を発表します。商売繁
盛の“ヒント”が隠れているかもしれません！
詳細は１１月号の同封チラシで、ご確認くだ
さい。皆様のご参加をお待ちしております。
と き
ところ
参加費

１１月１１日（火）１６時～１７時
西そのぎ商工会本所３階研修室
無料

ナガサキレイマーケット 西そのぎ
コレクションVol.2の出店者募集
商工会では、昨年度に引き続き、アミュプラザ
長崎（長崎ターミナルビル㈱）との共催により、
下記日時において、ナガサキレイマーケット西
そのぎコレクションＶＯＬ．２を開催します。
本会会員が生産している特産品や野菜、加工
品、食べ物その他を一堂に集めてマーケット（市
場）として販売及びＰＲします。
出店をご希望の方は、商工会時津支所又は長
与支所までご連絡ください。申込書・申請書等
は、商工会時津支所及び長与支所の窓口で配布
していますので、期限までにお申込みください。
と

き

と こ ろ
出 店 数
申込期限
そ の 他

１１月２９日（土）～３０日（日）
※２日間とも、１０：００～１６：００
「ＪＲ長崎駅」かもめ広場
１０～１２事業所程度
平成２６年１０月２４日（金）まで
①詳しくは、本会時津支所・長与支
所までお問い合わせください。
②管理者であるＪＲ九州エージェン
シー及び本会は、本要項に基づい
て審査し、適当であると認めた者を
出店者として選定します。

起業・創業者来たれ！
創業スクールを開講！
商工会では、国の委
託を受けて、８月２３日
（日）に開催した「創業
セミナー」の第２弾でと
して、９月２０日（土）～
１０月１８日（土）ま で の
毎土曜日、「長崎北部地
域がんばらんば創業スクール」を開講しております。
創業希望者に対し、創業時に必要な財務・税
務等の基本的知識の習得やビジネスプランの作
成支援を行うことにより、地域における創業者
数の増加、引いては地域の振興、活性化を図る
ことが目的です。
これまで、受講者の皆さんは、経営コンセプ
トの策定やゲームを通じて儲かる仕組みを体験
するなど、“夢を叶える”“経営者になる”ための
基礎知識の修得に努めています。
本スクールは長崎商工会議所や県中小企業診
断士協会など、長崎市内でも同時に開催されて
いることもあり、７名の申込みに留まっており
ますが、商工会では、引き続き参加者を募集し
ています。
と き
ところ
参加費

９月２０日～１０月１８日 毎土曜
西そのぎ商工会本所３階研修室
１０,８００円／１人

「合同企業面談会」
出展企業の募集
長崎地域雇用創造協議会では、「合同企業面
談会」への出展を募集しています。
と
き 平成２７年１月９日（金）１３時～１６時
と こ ろ 長崎新聞文化ホール
対 象 者 長崎市・長与町・時津町を就業
地として採用を行う企業
募集期間 ～１０月３１日（金）
応募方法 下記ＵＲＬより、チラシ裏面の
「申込書」を出力し、ＦＡＸでご応募
ください。FAX：095-829-1151）
http://chiikikoyou.jp/mendan/entries/83.php
問 合 せ 長崎地域雇用創造協議会
担当 伊藤 e.itou@chiikikoyou.jp
※応募多数の場合は「食」と「観光」に関連する
事業主様が優先されます。
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実践 ！ 管理職研修
１０月８日（水）及び２２日（水）の２日間、「実践！
管理職研修会」を開催します。
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、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力を
鍛えます。ご検討中の方は、ぜひ商工会までご
連絡ください。
と

き

ところ
参加費

１０月８日（水）・２２（水）２日間
１０：００～１７：００
西そのぎ商工会本所３階研修室
５，０００円／１人

マイタウン子供ビジネススクール
受け入れ事業所募集
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うことを目的と
しています。子供や孫の職場体験見学の結果、
親や祖父母等が来店し、顧客獲得につながるこ
ともあります。
と
き １１月１４日（金）１２：３０～１４：３０
対象児童数 約１３０名
※事業所までの送迎は、女性部が行います

いよいよ開催です !
～がんばらんば国体～
がんばらんば国体～
１０月１８日（土）から２０日（月）まで、時津町で
はソフトボール成年男子、長与町ではソフトボ
ール少年女子の競技が開催されます。
商工会では、飲食部会の４事業所が弁当調製
会議に出席し、長崎らしさをアピールできるメ
ニューについて検討を重ねてきました。
大会期間中は、選手や大会役員においしいお
弁当をお届けして、競技を応援します。

また、会場には、女性部が「花いっぱいサポー
ター」として育ててきた花々が飾られ、選手の
みなさんをお出迎えします。
なお、女性部では、１８日（土）に焼きそば、
１９日（日）に時津まんじゅう・ジュースを時津
会場で販売しますので、ぜひお立ち寄りください。

技能競技大会開催
初秋のさわやかな
風のなか、工業・建
設両部会では９月２８
日（日）長崎高等技術
専門校（長与町）にお
い て 「技能競技大会」
を開催しました。
今年度は鉄工、機械加工、電工、冷凍空調機
器施工の４職種に１６名が参加。与えられた制
限時間のなかで切断したり、溶接したりと課題
に取り組みながら持てる技能、技術を余すとこ
ろなく発揮していました。
その真剣に取り組む姿に、受け継がれる技術
は違っても使ってくれる人がいる以上モノづく
りは廃れることはないと確信するとともに、そ
の確信を現実のものとして実践するためには、
商工会としての果たすべき役割と使命の重さを
実感させられました。
ご来場いただき応援くださった皆さまありが
とうございました。

商工貯蓄共済へのご加入
ありがとうございました
９月１２日まで実施していました「商工貯蓄共
済新規加入増強運動」は、期間中、３０１口の新
規加入をいただき、県連の目標口数を上回る成
果を上げることができました。
ご加入いただきました皆様をはじめ、推進に
ご協力いただきました役員・青年部・女性部の
皆様に心よりお礼申し上げます。
なお、商工貯蓄共済は、推進期間終了後も随
時加入を受け付けています。
自己資金の充実に、知らず知らず
に貯まる貯蓄共済を、ぜひご活用く
ださい。また、先進医療特約が追加
され、さらに保障が充実した医療保
障特約も、あわせてご検討をよろし
くお願いいたします。
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カラオケで歌って元気になりましょう ！

心（腕） に自信あり ！

池 田建築
田 建築

カラオケハウス ラベンダー

大工歴４０年。浜田郷で建築施工、なか
でもリフォーム工事を得意としています。
これまでも様々な困難工事にも対応して
きました。
最近の課題は、介護し
やすい住環境造りと、予
算に合ったプランの提供
です。素晴らしい仲間に
支えられながら、大工工
事を中心に、土木、シロ
アリ対策と、日夜頑張っ
ています。お気軽にご相
談ください。
住
所
ＴＥＬ／ＦＡＸ
営業時間
定 休 日

時津町浜田郷１６２１
（８８２）３０６６
８：００～１８：００（緊急２４時間）
不定休

長崎県の最低賃金が改定されました
長崎県の最低賃金は、平成２６年１０月１日
６ ７ ７ 円』 に改定されます。
（水）から『『 １ 時 間 ６７７
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
う注意しましょう。

「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
１０月審査会 １０月 ６日（月）
申込期限 締め切りました
１１月審査会 １１月 ４日（火）
申込期限 １０月２４日（金）

第２回
１０月２０日（月）
１０月１０日（金）
１１月１７日（月）
１１月 ７日（金）

開業して１６年。カラオケで歌う事は脳が
活性化され、１曲歌うと１００ｍ走ったのと同
じカロリーが消費されるそうです。運動不
足・ストレス解消に良い健康法だと思いま
す。楽しく一緒に歌ってみませんか！！
新曲を覚えたい方は、カラオケ教室もあ
ります。月曜日
（月２回）１３時～１６
時です。
コーヒー又は紅茶
＋茶菓子付１，０００
円です。お気軽に
お越しください。
住
所
ＴＥＬ／ＦＡＸ
営業時間
定 休 日

長与町嬉里郷４８０－１７
（８８３）４００４
１２：３０～１７：００・１９：００～２３：００

月曜日

長崎県産業安全衛生大会へのご案内
・日 時 １０月２１日（火）１３時～１６時
・場 所 とぎつカナリーホール（時津町）
・内 容 ①労働災害防止の功績に対する表彰
②特別講演「明るい職場は笑顔から」
大分市・おおいた観光大使 矢野大和
・主 催 長崎県労働災害防止団体等連絡協議会
・問合せ TEL ０９５－８４９－２４５０

異動のごあいさつ
嘱託専門指導員

赤坂

行広

４月から６ヶ月間、大変お世話になり
ました。短い間でしたが、多くのことを
学び、また楽しく過ごす事ができまし
た。ご指導いただいた役職員や会員
の皆様、本当にありがとうございました。皆様の更
なるご発展、ご多幸を祈念いたします。

(平成２６年９月１０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％

㈱日本政策金融公庫経営改善貸付

1.45％

県創業バックアップ資金

2.00％

長与町小規模企業振興資金

2.50％

県経営安定資金（長期資金）

2.3％以内

（９月受付分）
事業所名

代表者名

業

種

地区

松田信哉司法書士
長岡 大輔 司法書士
法人 時津事務所

時津

川口住宅設備

長与

川口 浩市 配管工

