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「技能競技大会」を開催します！「技能競技大会」を開催します！「技能競技大会」を開催します！２０％のプレミアム付き！

ながよプレミアム商品券を発売します！
２０％のプレミアム付き！

ながよプレミアム商品券を発売します！
２０％のプレミアム付き！

ながよプレミアム商品券を発売します！

　１０,０００円で１２,０００円分のお買物ができる
大変お得な商品券です。
　ぜひこの機会にお買い求めください。

　商工会では、地域産業の底上げと人材育成を
目的として、工業・建設部会が中心となり「技
能競技大会」を実施します。自社従業員の技術
向上にぜひご活用ください。
　詳細は商工会までお問い合わせください。

　1.開 催 日：平成２７年８月２日（日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　９：００～１７：００
　2.会　　場：長崎県高等技術専門校（長与町）
　3.競技職種：①鉄工 ②配管 ③建築板金
　　　　　　　④建築大工 ⑤電工
　　　　　　　⑥機械加工（旋盤）
　　　　　　　⑦冷凍空調機器施工

◎ながよプレミアム商品券(長与町民優先)

発 売 日 時

販 売 場 所

有 効 期 間

発 行 額

販 売 単 位

購 入 限 度

平成２７年７月２６日（日）
　　　　　１０：００～１６：００

（１）長与町役場１Ｆ
（２）長与町民体育館（岡郷）
（３）長与町ふれあいセンター(高田郷）
（４）西そのぎ商工会長与支所

平成２８年１月２０日（水）

総額１９,２００万円（１６,０００セット）

１０,０００円 ／１セット（１２,０００円分）

１０セット／１人

第３回理事会の開催第３回理事会の開催第３回理事会の開催

　役員改選後、初の理事会を、６月１６日（火）に
開催しました。始めに山崎会長から儲かる企業
づくり、儲かる地域づくりを更に進めるととも
に、懸案である、長与商工会館問題、財務の健全
化問題、役員選挙制度の改革にも取り組む旨の
発言がありました。
　続いて、定款２０条の規定により会長が欠員
のとき職務を行う順位が会長から発表されまし
た。１位が川口義己副会長・２位が溝上智志副
会長です。
　また、委員会の委員も規定により会長から指
名がありました。委員長、副委員長は委員の互選
で決まります。

福利厚生委員会からのお知らせ福利厚生委員会からのお知らせ福利厚生委員会からのお知らせ

　福利厚生委員会で企画・実施している健康診
断事業・事業所対抗ボウリング大会・永年勤続
表彰の詳細が決まりました。詳細は、同封のチ
ラシをご覧ください。

　＜健康診断事業＞＜健康診断事業＞
　と　き　平成２７年９月１日（火）～１２月１２日（土）
　ところ　「時津中央クリニック」（時津町浜田郷）
　募　集　先着３２０名
　締　切　８月７日（金）【厳守】

　＜事業所対抗ボウリング大会＞＜事業所対抗ボウリング大会＞
　と　き　平成２７年７月２９日（水）
　　　　　１８：３０ 集合　１９：００ スタート
　ところ　長崎ラッキーボウル（長崎市大橋町）
　参加費　５千円／チーム（４名／１チーム）
　募　集　先着２２チーム（定員になり次第終了）

　＜長崎県中小企業等永年勤続者表彰＞＜長崎県中小企業等永年勤続者表彰＞
　募集期間　平成２７年７月１日（水）～８月３１日（月）
　対 象 者　会員である同一中小企業等に３０年
　　　　　　以上にわたり勤務している者
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西そのぎ商工会で検索！　　　　　　　西そのぎ商工会　　　検索 ↑↑

　昨年１１月に商業・サービス部会
が中心となって実施したまちゼミ。
大好評につき、第２回を開催します。
　無料でお店のプロの技が学べます。
　ぜひ、受講してください！

　1.期間：平成２７年７月１９日（日）～８月１２日（水）
　2.場所：各お店または商工会
　　　　　　　※講座によって異なります
　3.参加店舗：
　　　プレタポルテロワール/西岡屋/花ロフト
　　　割烹やまぐち/たかはし屋/西川商店
　　　美容室アダージョ/ワルツの森ひさ家
　　　ソニー生命㈱/マジックミシン時津店
　　　レディースゴンドー/美パーマＣａ'Ｍ
　　　Monkey@Panda/Color Harmony/㈱前田商会
　　　龍虎堂薬局/PET DOUDOU/アンブレラ
      さんあい鍼灸整骨院/長崎東洋針灸館
　　　マリーナアルパマ（㈱ヤマハマリン西九州）
　　　リック不動産/レストランさきの（エリア２１）
　　　アトラスナチュラルセラピー長崎

　
詳しくは、商工会ホームページに掲載予定です。

【商業部会】
□開 催 日：平成２７年６月１７日（水）
□参加人数：２０名
□事業計画：
　①まちゼミの開催　②視察研修の実施
　③部会員の加入推進　④各種イベント等への参　
　加・協力　⑤地域の核店舗（繁盛店）創業事業
　＜ウルトラD事業＞及びナガサキレイマーケッ
　ト西そのぎコレクションへの協力
□新正副部会長：
　[部 会 長]橋口 政行（プレタポルテロワール）
　[副部会長]丸山 周二（まるやま商店）
            毎熊 一太（㈲大同印刷）

【サービス部会】
□開 催 日：平成２７年６月２３日（火）
□参加人数：１５名
□事業計画：
　①部会員の加入推進　②まちゼミの開催
　③暮らしと事業なんでも相談会の開催
　④各種イベントへの参加協力
　⑤講習会・交流会の開催
□新正副部会長：
　[部 会 長]宮崎 泰幸（㈱グランディカンパニー）
　[副部会長]髙木 重寛（㈱長崎車輌センター）
　　　　　　谷向 利幸（谷向利幸税理士事務所）

【飲食部会】
□開 催 日：平成２７年６月２４日（水）
□参加人数：１４名
□事業計画：
　①部会員の加入推進　②なまこ研究会の開催
　③名物料理の研究　④とぎつ夏まつりにおける魚
　のつかみ取り開催　⑤先進地視察研修の実施
□新正副部会長：
　[部 会 長]廣田 敏幸（割烹 満寿美）
　[副部会長]針尾 賢二（ラウンジKeN）
　　　　　　森嵜 真一（橙や）

「第２回まちゼミin西そのぎ」
スタートします! !

「第２回まちゼミin西そのぎ」
スタートします! !

「第２回まちゼミin西そのぎ」
スタートします! !

１つの掛金で３つの備え！

商工貯蓄共済にご加入ください
１つの掛金で３つの備え！

商工貯蓄共済にご加入ください
１つの掛金で３つの備え！

商工貯蓄共済にご加入ください

　商工貯蓄共済は「資金蓄積」「生命事故の保資金蓄積」「生命事故の保
障」「融資」障」「融資」の３つの機能を組み合わせた商工
会員のための共済制度です。
　１口２，０００円の安い掛金で万一の場合に備え
られ、加入から１年以上経過すれば、貯蓄積立
金の一部を払い出すことも可能です。
　さらに、医療保障特約をつけると保障が充
実。病気やケガもしっかりサポートします。
　この機会に、商工貯蓄共済にぜひご加入くだ
さい。

部会総会報告部会総会報告部会総会報告

【建設・工業部会】
□開 催 日：平成２７年６月１９日（金）
□参加人数：１４名
□事業計画：
　①経営セミナーの開催　②技能競技大会の実施
　③県高技専との継続的交流　④先進地視察研修
　の実施　⑤エコアクション２１セミナーの実施
　⑥小規模工事等契約希望者登録制度に関わること
□新正副部会長（建設）：
　[部 会 長]向井 文康（プレシャス）
　[副部会長]元尾 和博（㈲元尾鉄工所）
　　　　　　植田 秀之（㈲植田瓦工業）
□新正副部会長（工業）：
　[部 会 長]入江 和義（㈱大東エンジニアリング）
　[副部会長]藤原 次男（藤原美工社）
　　　　　　出口雄一郎（出口工業㈱）

２４店舗（３１講座）２４店舗（３１講座）

商品券の購入限度額等を
拡大します！

商品券の購入限度額等を
拡大します！

商品券の購入限度額等を
拡大します！

　７月１日（水）からとぎつプレミアム商品券
の購入限度額が１０万円に。町外にお住いの方
にも販売できることになりました。
　現在、平日の９：００～１７：００の間、商
工会時津支所で販売しています。
　加盟店も随時登録受付中です。
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　女性部では、５月１９日（火）
にヘルシークリーン
ウォーキング、６月２２日（月）
には、花いっぱい運動を
実施しました。
　ヘルシークリーンウォー
キングでは、西そのぎ商工会を出発し、井手園・
野田のコースの清掃活動を行いました。
　当日は天気も恵まれ、地域の方々とふれあい
ながらのウォーキングとなりました。
　花いっぱい運動では、あいに
くの雨模様となりましたが、今
年も長与支所前道路沿いにマリー
ゴールドやメランポジューム、
日日草の苗２２４株を植えました。
　来年度以降も引き続き、地域
貢献事業を実施して参りたいと
思いますので、皆様のご協力を
お願いいたします。

　「とぎつ夏まつり」の開催が決定しました。

　1.と　き：平成２７年８月３０日（日）
　2.ところ：時津ウォーターフロント公園
　3.問合せ：とぎつ夏まつり実行委員会
　　　　　　　（時津町役場産業振興課内）
　　　　　　　ＴＥＬ：８８２－２２１１

　1. 協 賛 金：１口 ３,０００円～
　2. 広告看板：５０,０００円（継続は３０,０００円）
　3. お申込み：西そのぎ商工会時津支所
　　　　　　　　ＴＥＬ：８８２－２２４０

協賛金申込み受付中協賛金申込み受付中! !! !

出店・協賛金・広告看板出店・協賛金・広告看板出店・協賛金・広告看板

とぎつ夏まつり ２０１５とぎつ夏まつり ２０１５とぎつ夏まつり ２０１５

第３５回 長与川まつり開催第３５回 長与川まつり開催第３５回 長与川まつり開催

　「第３５回長与川まつり」が今年も開催されます。

　1.と　き：平成２７年８月２３日（日）
　2.ところ：長与総合公園ふれあい広場
　3.問合せ：長与川まつり実行委員会
　　　　　　　（長与町役場地域政策課内）
　　　　　　　ＴＥＬ：８８３－１１１１

　1. 協 賛 金：１口 ５,０００円～
　2. お申込み：西そのぎ商工会長与支所
　　　　　　　　ＴＥＬ：８８３－２１４５

協賛金申込み受付中協賛金申込み受付中! !! !

出店・協賛金出店・協賛金出店・協賛金

青年部主催 経営講習会開催！青年部主催 経営講習会開催！青年部主催 経営講習会開催！

日 時

場 所

テ ー マ

講 師

平成２７年７月１１日（土）
　　　　１５ ： ００～１７ ： ００

西そのぎ商工会時津支所 ３Ｆ研修室

「シャッター通りのシャッターを上げず
に売上を上げる方法」

小坂　達也　氏
　（健やか本舗亀山堂・クアンホーム・匠
　プロモーション・アーバンルーフ 代表）

　青年部以外の方も無料で参加できます。同封の
チラシでお申し込みください！

女性部ヘルシークリーンウォー
キング＆花いっぱい運動実施
女性部ヘルシークリーンウォー
キング＆花いっぱい運動実施
女性部ヘルシークリーンウォー
キング＆花いっぱい運動実施

商工会青年部 全国統一事業

「“絆”感謝運動」を実施
商工会青年部 全国統一事業

「“絆”感謝運動」を実施
商工会青年部 全国統一事業

「“絆”感謝運動」を実施

　青年部では、６月１２日（金）に全国統一事
業「“絆”感謝運動」を実施しました。
　６月１０日の「商工会の日」に合わせて、全
国の青年部が地域に貢献する活動を実施するも
ので、本会青年部は長与中央商店街近辺の清掃
活動を行いました。
　日頃の町民の心遣いでゴミはそれほど多くあ
りませんでしたが、参加した青年部員は精力的
に清掃活動に励み、ゴミ袋２つ分のゴミを収集。
　全国に展開する
青年部の仲間たち
で起こす、地域へ
のムーブメントは、
「絆と感謝」とい
う形でこれからも
続いていきます。
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(平成２(平成２７年６月１０日現在)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  　1.30～3.00％

㈱日本政策金融公庫経営改善貸付 　　1.25％

県創業バックアップ資金  　　2.30％

長与町小規模企業振興資金  　　2.40％

県経営安定資金（長期資金）  　　2.50％
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松山ガラス店松山ガラス店松山ガラス店

省エネで快適空間省エネで快適空間省エネで快適空間

「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

 ＴＥＬ／ＦＡＸＴＥＬ／ＦＡＸ

 営業 営業時間時間

 定 休 日定 休 日

  　第１回 　　　　第２回

６月審査会　　６月　１日（月） 　　６月１５日（月）

　申込期限　締め切りました 　 ６月　５日（金）

７月審査会　　７月　６日（月） 　　７月２１日（火）

　申込期限　 ６月２６日（金） 　　７月１０日（金）

 住　　所住　　所　 　時津町左底郷３８－３

  ＴＥＬ／ＦＡＸＴＥＬ／ＦＡＸ　  (８８２)２７４７/(８８２)２２４１

 営業時間営業時間　 ８：００～１７：００

 定 休 日定 休 日　 　日曜日

　昭和４２年創業で、２代目になります。
　公営住宅のらせん階段やマンションの非
常階段、出島ワーフの階段など、主に県内
施設のさまざまな階段を造っています。
　また、階段だけでなく、複雑な鉄骨工事や
プールのスライダー鉄骨工事などの施工実
績もあります。
　お客様にご満足
いただけるよう、
さまざまなリクエ
ストにお応えいた
します。お気軽に
ご相談ください。

浜鉄工所浜鉄工所浜鉄工所

http://www.tasaki-tatami.net/

さまざまな階段を製作しますさまざまな階段を製作しますさまざまな階段を製作します

西そのぎ商工会で検索！　　　　　　　西そのぎ商工会　　　検索 ↑↑

長与町嬉里郷１１２８－２

（８８３）０２０１/（８８３）３５４１

８:００～１７:００

土・日・祭日

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

　長与町に開業して、４３年です。
　親切、丁寧をモットーに大切なお住まい
の総合リフォームなど、ご相談に応じてい
ます。結露防止、冷暖房節約の為の内装
取り付け、ガラスの補修、網戸の張り替
え等お見積りは無料です。

　お住まいに関する

ことはお気軽にお尋

ねください。

　カギの調整、取り

換え等も承っており

ます。お電話お待ち

しております。
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㈱日本政策金融公庫普通貸付  　1.30～3.00％

㈱日本政策金融公庫経営改善貸付 　　1.25％

県創業バックアップ資金  　　2.30％

長与町小規模企業振興資金  　　2.00％

県経営安定資金（長期資金）  　　2.50％
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「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

 ＴＥＬ／ＦＡＸＴＥＬ／ＦＡＸ

 営業 営業時間時間

 定 休 日定 休 日

  　第１回 　　　　第２回

７月審査会　　７月　６日（月） 　　７月２１日（火）

　申込期限　締め切りました 　 ７月１０日（金）

８月審査会　　８月　３日（月） 　　８月１７日（月）

　申込期限　 ７月２４日（金） 　　８月　７日（金）

 住　　所住　　所　 　時津町野田郷１１５９－１

  ＴＥＬ／ＦＡＸＴＥＬ／ＦＡＸ　  （８８２）０００９/(８８１)２０４５

 営業時間営業時間　 ９：００～１７：００/２１：００～５：００

 定 休 日定 休 日　 　無休

　昭和５４年設立以来、時津町を始め、長
与町・長崎市内・西海市と、交通誘導の業
務から施設警備、高速及び専用道路、列車
見張り、イベント警備、貴重品運搬、身辺
警備と幅広くお世話になっております。
　平成２２年からはボランティア活動にも
積極的に取り組ん
でおります。
　これからも更に
質の高い業務提供
に 訓 練 を 重 ね 、
日々努力して参り
ます。 http://www.tasaki-tatami.net/

西そのぎ商工会で検索！　　　　　　　西そのぎ商工会　　　検索 ↑↑

長与町吉無田郷４１１－８

（８８３）２０１３

平日７:３０～２１:００/日祝日８：００～２０：００

年中無休（元日及び２日のみ休業）

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

　昭和３３年創業。長与町で一番古い地域密
着のガソリンスタンドです。
　今夏は、店舗の知名度アップ、お客様への
貢献を目指し、九州で絶対的な人気を誇るソ
フトバンクホークスの観戦チケット、レプリ
カユニホーム等が当たるスタンプラリーキャ
ンペーンを実施して
います。

＜第１弾＞
　　６/１５ ～ ７/１２
＜第２弾＞
　　８/１１ ～ ９/１３

安全と安心を提供いたします安全と安心を提供いたします安全と安心を提供いたします

（６月受付分）月受付分）

九州交通警備保障㈱九州交通警備保障㈱九州交通警備保障㈱

長与のコスモ石油です “熱男”長与のコスモ石油です “熱男”長与のコスモ石油です “熱男”

長与石油店長与石油店長与石油店

【お問い合わせ先】
●本所（時津支所）
　　担当：潮屋・相嶋　８８２－２２４０
●長与支所
　　担当：津・中尾　　８８３－２１４５

長与

時津

時津

時津

時津

時津

時津

時津

時津

時津

時津

長与

長与

貸家

カステラ製造販売

美容室

レストラン

家電量販店

メガネ・補聴器・
コンタクトレンズ
専門店

家電製品・
リフォーム

衣料品販売

紳士服小売業

アイスクリーム

販売

釣具店

書籍販売

食品スーパー

内川　五月

田口　一敏

谷口　義和

樋口益次郎

坂上　幸人

中嶋　敦志

山口　賀生

江口　直哉

津田　宏也

山﨑　祥弘

長塚　崇彦

草野　義廣

光永　　修

ひまわり

㈱異人堂

美容室 bibi

㈱ひぐち

㈱ヤマダ電機
テックランド時津店

メガネのヨネザワ

㈱ベスト電器
時津店

㈱ユニクロケイズ
タウン長崎時津店

㈱フタタ時津店

㈲やまさき
サーティワンアイ
スクリーム
イオン時津店

かめや釣具
長崎時津店

㈲くさの書店

大門サニーピア店
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