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管理職研修会にご派遣ください！管理職研修会にご派遣ください！管理職研修会にご派遣ください！

　今年は長与港西側埋立地（ペーロン大会開催
場所）に会場を移して、装いも新たに『ながよ
オレンジ マルシェ（長与商工まつり）』を開
催します。
　町内・近隣事業所からの出店・販売を中心に
「そのお店のこだわりの逸品や商品」を販売い
たします。たくさんのご来場をお待ちしていま
す。ミックンもやって来ますよ！

　※今回はプレミアム付き「ながよ得とく商※今回はプレミアム付き「ながよ得とく商
　品券」の販売はございませんのでご了承く　品券」の販売はございませんのでご了承く
　ださい。　ださい。

　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。ぜひ、管理職育成にご活用
ください。
　研修内容など詳細については、商工会までお
問い合わせください。

　1.日　程：１０月７日（水）・２１日（水）
　　　　　　　※２日間ともに１０時～１７時
　2.場　所：西そのぎ商工会本所３F研修室
　3.対　象：マネジャー、中間管理職（年齢不問）
　4.参加費：５,０００円／１人

　商工会が地域の経済団体として力を発揮する
ためには、組織率の向上も必要です。現在、会
員加入募集を行っています。新規開業店などに
商工会に加入するよう、お声掛けください。
●現状
　組織率は、平成２７年４月時点で４８．６％、
県下２２商工会中、最下位でした(表)。現在、
役職員一体での加入促進の結果、４月以降、４３
会員が増加。一方、廃業などで２１会員が退会。
純増会員は２２。組織率は４９．６９％まで上昇
しました。あと、純増会員７で５０％に達成し
ます。
●今後の加入促進
　１１月から１２月にかけて、未加入会員の加
入促進を進めるため「ローリング作戦」を展開
します。ご支援お願い致します。

　1.日時：平成２７年１０月２５日（日）
　　　　　　　　　１０：００～１５：００
　2.場所：長与港西側埋立地（小雨決行）

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！とぎつふれあい産業まつり開催！

　今年は、１１月７日（土）～８日（日）の２日間
（予定）、イオン時津店（浜田郷）にて『とぎつ
ふれあい産業まつり』が開催されます。
　今回は、従来の『産業まつり』から一新し、新
たな試みが盛りだくさん。リニューアルした『と
ぎつふれあい産業まつり』をお楽しみに。
　なお、出店案内を別紙にて同封（商業・飲食部
会のみ）しておりますので、希望される方はご一
読頂き申込みをお願いいたします。
　出店は、本運営委員会の出店基準に則り、事前
審査を行います。また、今回は場所の都合上、出
店数に限りがありますのでご理解のほどよろしく
お願いいたします。

　1.日　時：平成２７年１１月７日・８日
　　　　　　　　　１０：００～１７：００（予定）
　2.会　場：イオン時津店 １Ｆ駐車場0.0%
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　平成２７年１０月１日から、いよいよマイナ
ンバー（個人番号及び法人番号）が日本国内の
全住民に通知されます。今回の制度は、企業の
規模に関わらず対応が求められます。「制度開
始まで２ヶ月程度。果たして対応が間に合うだ
ろうか」と不安な企業も多いと思われます。
「今からしっかりとした準備を開始すればまだ
間に合います」。
　同制度の特徴は、マイナンバー対応への「税
務申告（所得税、消費税等）」をはじめ、「給
与・人事システム」「セキュリティ対策」「デ
ータ管理方法」など安全管理措置の準備が欠か
せません。そして忘れてはならないのが、全従
業員に制度をしっかり理解してもらうことです。
いくらシステムや規定を準備しても、実際に運
用するのは従業員です。理解が不十分で安全管
理に問題が発生したり、漏えいなどが起こった
りすると、当事者及び企業にとって重大な事態
になりかねません。
　そこで、今回のセミナーでは、「規定の整備」
をはじめ、「マニュアルの作成」「従業員教育」
などを中心に解説します。セミナーへのご参加
は、９月号会報に同封のチラシでお申込みくだ
さい。

　1.日　時 / 平成２７年１０月９日（金）１３：３０～
　2.場　所 / 西そのぎ商工会本所３Ｆ研修室
　3.主　催 / 西そのぎ商工会

　商工会では、平成２７年度も「アミュプラザ
長崎」のご協力のもと、「西そのぎコレクショ
ン」と銘打って、「ナガサキレイマーケット」
を実施します。
　このマーケットは、西そのぎの魅力をもっと
県内外の皆さんに知っていただくことを目的に、
会員企業の食べ物や特産品などを持ち寄りＰＲ・
販売するもので、ＪＲ長崎駅「かもめ広場」で
毎年開催しております。
　駅構内に隣接している関係から、県内外の観
光客や多くの県民の方々に、「長与町」「時津
町」をＰＲする絶好の機会となっております。
　出店を希望される場合には、本会報に同封の
申込書により、本会の本所及び支所までお申し
込みください。

　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」という方は商工会所有
のパソコンを持参のうえご説明いたします。
　経理事務のための画期的システム「ネットde
記帳」のご検討をしてみませんか？

　当事業は、１年間で４７件が採択され、補助
金総額は約１８,６７５千円でした。

申請者名称

㈱小松商会

㈱ＲＩＣＣ

ﾏｼﾞｯｸﾐｼﾝ時津

ＫＵＲＵｃａｆｅ

まるぜん

ｾﾙﾓｰｼﾞｭ長崎

PET DOUDOU

Koti hair works

㈲松尾部品商会

ﾚﾃﾞｨｰｽｺﾞﾝﾄﾞｰ

㈲ﾜﾙﾂの森ひさ家

雪の浦手作りﾊﾑ

長崎ｴﾝﾀー ﾌ゚ﾗｲｽ ㈱゙

事　業　計　画　名

大型磁気活水器「ﾏｸﾞﾐﾆ」HP整備及び
新商品開発による新規顧客獲得事業

新規管理物件開拓による販路拡大・
ﾘﾌｫｰﾑ工事の受託

手作り雑貨ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ販売及びﾌﾞﾗﾝﾄﾞ
化展開事業

固定店舗の出店及びﾌｰﾄﾞﾒﾆｭｰ開発に
よる新規顧客獲得事業

「甘酢からあげ」のﾈｯﾄ販売による販路
拡大事業

長崎からの美の発信とWEB管理ｼｽﾃﾑ
による新規顧客獲得事業

ﾄﾞｯｸﾞﾏｯｻｰｼﾞの売上増加のための販路
開拓

「癒しの空間」ﾘﾆｭｰｱﾙによる顧客開拓

「床ｶｰﾍﾟｯﾄｸﾘｰﾆﾝｸﾞ」の導入による販路
開拓

店舗ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟによる通行者への訴求
力向上と来店者数増加

暑い夏にはやっぱり生！生なｽｲｰﾂ開
発計画

催事やｷﾞﾌﾄを経由したｲﾝﾀｰﾈｯﾄ通販
の販路開拓

「入浴＋宴会ﾌﾟﾗﾝ」のPRによる若年層・
団体客の開拓

●小規模事業者持続化補助金
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　９月１１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２２５口の
新規加入をいただき、県連の目標口数を上回る
成果（１４６％）を上げることができました。
　これもひとえに、ご加入いただきました会員
皆様をはじめ、推進にご協力頂きました役員・
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。
　また、「ケガ」「病気」「がん」
などの福祉共済もございますので、
あわせてご検討をよろしくお願いい
たします。

　９月６日（日）長崎ラッキーボウルにて、６商
工会１８チーム（７７名）が参加。
　本会女性部からは、藤林部長をはじめ３チー
ム（１３名）が参加。他商工会女性部との親睦
を深めました。
　結果は、
　　優　勝：東長崎Ａ
　　準優勝：琴海Ａ
　　３　位：三重Ａ
　本会は、１０位、
１１位、１４位でした。

　本会女性部では、今年も長与小学校６年生を
対象にマイタウン子供ビジネススクールを実施
します。ただいま、受入事業所を募集中です。
　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るそ
うです。
　昨年より児童数が２０名近く増えており、多
くの事業所のご理解、ご協力をお願いいたします。

　1.開　催　日：平成２７年１１月１３日（金）
　2.時　　　間：１２：４５～１４：４５
　3.対象児童数：約１４６名

　※事業所までの送迎は、女性部が行います。

　福利厚生委員会では、９月号に同封した「障
がい者雇用アンケート」を集計しました。
●雇用状況雇用状況
　回答事業所１５０事業所のうち、障がい者を
雇用しているのは２０事業所、雇用者数は合計
７５名、障がいの内容と雇用者数が多かったの
は、身体障害と知的障害でした。
●障がい者雇用のメリット障がい者雇用のメリット
　障がい者を雇用している事業所では、５０％
の事業所が「障がい者に対して理解が深まった」
６５％の事業所が「戦力として貢献できている」
との回答がありました。
●関心度関心度
　障がい者を雇用していない事業所については、
障がい者の雇い入れについて関心があるのは１
２事業所、関心がないのは５０事業所、雇用に
迷っていたり不安があるというのが４４事業所
でした。
●障がい者雇用事業所訪問障がい者雇用事業所訪問
　その上で障がい者授産施設や、事業所の見学
の希望の有無を尋ねたところ、希望するとの回
答が２０事業所で特に障がい者を雇用している
事業所を見学したいという回答でした。
　この結果を踏まえて、事業所と施設を組み合
わせた見学会を１０月２３日と２６日に予定し
ています。見学会の詳細については、アンケー
トで見学希望と回答された事業所にお知らせい
たしますが、興味がある方は、商工会にお問い
合わせください。
　なおアンケートについては、締切後も回答を
受け付けていますので、ご協力ください。

　９月２７日（日）、
長与町ふれあい広場
で第７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1３チームが
熱戦を繰り広げました。
　決勝戦は「緑ヶ丘団地」と「居酒屋ゴンちゃ
ん」による対決。激しい攻防戦の結果、「緑ヶ
丘団地」が２大会ぶり優勝に輝きました。
　参加された皆様、早朝からありがとうござい
ました。
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　　　　　　　　　　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  　1.30～2.90％

㈱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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 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

１０月審査会　１０月　５日（月） 　１０月１９日（月）

　申込期限　締め切りました 　１０月　９日（金）

１１月審査会　１１月　４日（水）　１１月１６日（月）

　申込期限　１０月 ２３日（金）　１１月　６日（金）

(平成２(平成２７年９月９日現在)日現在)

長与町嬉里郷７２６－１

（８０８）０１９９
昼１１：３０～１４：００
夜１７：００～２４：００（ＬＡＳＴ２３：３０）
火曜日（日・祝日はランチ休）

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

　この度、当店は４周年を迎えました！
　皆様への感謝の気持ちを込めて、１０月２１日
から２３日の３日間、感謝イベントを開催い
たします！
　生ビール１００円や刺身１人前３９０円等、
感謝価格にてご提供しますので、ぜひご来店
ください！
　５年目も、地域の
皆様に愛されるお店
を目指して頑張って
いきますので、よろ
しくお願いします！！

人情味あふれたお店人情味あふれたお店人情味あふれたお店

（９月受付分）月受付分）

高瀬鮮魚店高瀬鮮魚店高瀬鮮魚店

おかげ様で４周年！！おかげ様で４周年！！おかげ様で４周年！！

大漁酒場 居ざけ屋大漁酒場 居ざけ屋大漁酒場 居ざけ屋

「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）
「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）
「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）

　戦後間もない昭和２３年、現在地で開業。
昔ながらの対面販売で魚一匹からの計り売り
にこだわり、旬の魚を取り揃え、知らない人
には調理方法を説明するなど、皆様においし
い魚を食べて頂きたいと日々精進。
　皆様とのコミュニケーションを大切に営業
しています。
　予算に応じて、鉢
盛の注文(３,３００円～）
も受付ております。
 お気軽にご相談く
ださい。お待ちして
おります。

最低賃金が改定されました最低賃金が改定されました最低賃金が改定されました

　長崎県の最低賃金は、平成２７年１０月７日（水）
から『１時間６『１時間６９４９４円』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
う注意しましょう。

時津リユース品
売・買取り馬場 ひとみ㈱浜電気

ハードオフ時津店

 住　　所住　　所

 ＴＥＬ／ＦＡＸＴＥＬ／ＦＡＸ

 営業 営業時間時間

 定 休 日定 休 日

時津町浦郷３０１－８（時津中央市場内）

（８８２）５３４３

９：３０～１９：００
日曜・祭日
（鉢盛、氷の販売年中無休（要予約））

プレミアム商品券換金状況を
お知らせします！

プレミアム商品券換金状況を
お知らせします！

プレミアム商品券換金状況を
お知らせします！

　時津・長与それぞれで販売されたプレミアム

商品券の換金状況は、時津が８０％、長与が

６８％で、未換金額は、時津が４，８００万円、

長与が６，１４４万円です。（９月３０日現在）

　※経済効果測定の為、消費者に対するアン

ケート（配布中）及び自店の利用状況に対す

るアンケートを実施しますのでご協力くださ

い。

時津

長与

　 使用期限使用期限

H27.12.20（日）

H28. 1.20（水）

　換金期限換金期限

H28.1.15（金）

H28.2.15（月）

換金未手続換金未手続

２０％

３２％
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