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第２回理事会報告
会員加入キャンペーン実施

　商工会ホームページに事業所登録すると、「商
品券の使えるお店」として、紹介できます。自
社のＨＰへのリンクも可能です。未登録の事業
所はぜひＨＰへの登録をお願いいたします。登
録は無料です。お申し込みは商工会まで。
　商品券加盟店も引き続き募集しています。

　1.発売日時：平成２８年７月１０日（日）
　　　　　　　　　　　　　１０：００～１６：００

　2.販売場所：①商工会時津支所/②日並公民館

　　　　　　　③東部コミュニティセンター

　3.有効期限：平成２９年１月９日（月）迄

　　　　　　　（６ヶ月間）

　4.発 行 額：総額２,２００万円（２,０００セット）

　5.販売単位：１０，０００円／１セット（１１，０００円分）

　6.購入限度：５セット／１人

　7.換金手数料：無料

　第２回理事会を、６月２９日（水）に開催し
ました。
　主な議題は、会員加入促進と共済の加入促進
でした。どちらも、商工会の基盤強化に重要な
ことなので、理事会で強力に推進することが決
議されました。会員の皆様にもご協力お願いい
たします。
　①会員加入　
　２７年度の加入会員は６４件ありましたが、
廃業などの理由による脱退が５０件あり、純増
は１４件に止まりました。
　２７年度末会員数は、１，０２４、組織率４９．３％
でした。加入会員数は県内で最高でしたが、組
織率は県下最低です。組織率は、組織の基本問
題です。
　本年度も、更に会員加入促進を図るため、キャ
ンペーン期間を、８月１日から１２月末までと
設定し、この期間に新規加入会員を紹介いただ
いた会員には、１新規会員加入につき１万円の
奨励金を贈呈することを決定しました。
　②商工貯蓄共済等
　商工会事業実施等のための財源確保策として、
毎年加入推進をお願いしています。商工会財源
のうち会費が占める割合は、商工会総予算の１４
％です。商工会が実施する税務申告・労働保険
事務代行・祭り・健康診断事業・ボウリング大
会などを円滑に実施するためには、自己財源が
必要不可欠です。商工貯蓄共済は、掛金の９０
％が貯蓄になる共済です。「いつの間にか内部
留保ができた」「一部払出制度で、緊急な資金
に活用できた」と感謝の言葉を頂いています。
　この機会にぜひご加入のご検討をお願いします。
　③その他
　その他、平成２９年の新春交流会を１月１２日
（木）に開催することが決まりました。
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　６月６日（月）、同補助金の採択結果発表が
あり、採択率約３割の関門を突破し、本会が支
援した４事業所が見事採択されました。

事業所名

(株)大東ｴﾝｼﾞﾆ
ｱﾘﾝｸﾞ

(有)福冨管工

くるりのパン

粋工舎

補助事業名

　航空機用移動式冷暖房装置の冷暖房
性能の計測技術と信頼性の向上

　空調設備配管へのフレア継手工法導
入による売上拡大と競争力強化

　新鋭オーブン導入による、いつも“焼き
たてパン”の香りがする店舗への変革

　新築住宅販売プロセスの一元化によ
る競争力強化

（補助金採択額：１７６万～１,０００万円）
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『ウルトラＤ事業』スタート! 第３回まちゼミ開催決定！！第３回まちゼミ開催決定！！第３回まちゼミ開催決定！！

　今年で６年目を迎える「地域の核店舗（繁盛店）
創造事業」（通称『ウルトラＤ』）が、６月２３
日からスタートしました。
　『ウルトラＤ』とは、商店街を形成する個店
の魅力を向上し、地域における核店舗（繁盛店）
を創出することで、地域商業の活性化を図る事
業です。
　過去の参加店からは、「最初は、先生から“ア
ドバイス”をもらうと思っていたが、いつの間
にか自分達自身で足りないところを自覚してい
ました。」といった声があるように、店主自身
がお持ちの“応え”を実現する取り組みです。
　今年も“イケメンコンサルタント”でおなじ
みの髙橋幸司氏を講師に迎え、時津町から「か
らあげジャック」、「M:M micromacro」、長与
町から「(有)長崎井上」、「フローラルスタジ
オトラヤ」の計４店舗が参加します。
　１０月まで月１回のコンサルティングが計５
回行われ、各店舗５か月に渡り独自の取組みを
実施し、１１月には参加店の取り組みと成果に
ついて報告会を行います。ご期待ください。

　大好評「まちゼミin西そのぎ」が今年も開催
決定！開催に先立ち、６月２１日（火）・２２
日（水）に参加説明会を実施。延べ１９名が出
席し、講座の決め方や新
規顧客獲得・売上アップ
につなげる方法などを学
びました。
　今回のゼミは９月１日
～１０月２日まで実施する
予定です。各店舗が自店の魅力を地域住民へ発
信するため、創意工夫を凝らした楽しく学べる
講座を開講します。期待してお待ちください！
　参加店舗の受付は７月５日（火）までです。
申込みされる方はお急ぎください。
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　持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小
規模事業者の地道な販路開拓（創意工夫による
売り方やデザイン改変等）などの取り組みに要
する経費の一部が補助されます。

　1.対    象：熊本地震により直接被害また
　　　　　　　は間接被害を受けた小規模事
　　　　　　　業者の販路開拓にかかる取り
　　　　　　　組み
　2.事 業 例：チラシ作成、商品パッケージ
　　　　　　　制作、集客のための設備導入
　　　　　　　や店舗改装など
　3.補 助 率：２／３
　4.補助上限：１００万円
　5.公募締切：７／２９（金）　　　　　

　※間接被害とは熊本地震の影響で売上が減少
したまたは、今後の減少が見込まれる被害を指
します。
　※小規模事業者とは、常時雇用する従業員が
２０人以下（卸・小売・サービス業は５人以下）
の事業者

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

九州地震への義援金ありがとうございました

　　お陰様で３６６,４１６円が集まりました。
　　今回お預かりした義援金は、長崎県商工
　会連合会を通して、被災された会員さんへ
　届けられます。
　　たくさんのご支援ありがとうございました。

　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。（同封のチラシ）

　＜事業所対抗ボウリング大会＞

　1.と　き：平成２８年７月２７日（水）　１９：００～

　2.ところ：長崎ラッキーボウル（長崎市大橋町）

　3.参加費：５千円／チーム（４名／１チーム）

　4.募　集：先着２２チーム

　　　　　　（定員になり次第終了）

  ※大会への賞品提供も募集します。

　　ご協力お願いいたします。

　＜健康診断事業＞

　1.と　き：９月１日（木）～１２月１０日（土）
　2.ところ：「時津中央クリニック」
　3.募　集：先着３２０名
　4.締　切：８月５日（金）【厳 守】

　＜長崎県中小企業等永年勤続者表彰＞

　1.募集期間：７月１日（金）～８月３１日（水）

　2.対 象 者：会員中小企業等に３０年以上勤

　　　　　　　務している者
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　青年部では、６月１０日（金）の「商工会の
日」に合わせて、全国統一事業「“絆”感謝運
動」を実施。
　これは全国の青年部が地
域に貢献する活動を実施す
るもので、本会青年部は商
工会本所及び商店街周辺の
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
に清掃活動に励みました。
　今後も青年部は「絆と感謝」を大切に活動し
ていきたいと思います。

　女性部では、６月７日（火）
にヘルシークリーンウォー
キングを実施いたしました。
　北部コミュニティセンター
を出発し、旧オサダ方面や
コメリ周辺をウォーキング
しながら、可燃ごみ大４袋、その他中３袋分の
清掃活動を行いました。
　６月２３日（木）に実施した花いっぱい運動
では、前日からの豪雨も過
ぎ去り、長与支所周辺の道
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。
　両日とも地域の方々とふ
れあいながらの賑やかな清掃・美化活動となり
ました。
　女性部では、沢山の地域貢献事業を実施して
おります。時津町・長与町の発展のため、是非
ご一緒に活動しませんか？

　「第３６回長与川まつり」が８月２１日（日）、
開催されます。
  「長与総合公園ふれあい広場」を会場に、ス
テージイベントや夜店、２，０００発の花火など、
夏を彩る楽しいプログラムが準備されています。
お楽しみに！

　　1.会場：長与総合公園ふれあい広場
　　2.イベント等（予定）　１６：００～　
　　夜店、バンド演奏・ダンス、ステージショー
　　ＹＯＳＡＫＯＩ踊り、盆踊り
　【花火】
　　２０：３０～　２，０００発

　＜お問い合わせ＞
　長与川まつり実行委員会（長与町役場産業振興課内）
  　ＴＥＬ：８８３－１１１１

「とぎつ夏まつり」の開催が決定しました。

　1.と　き：平成２８年８月２８日（日）
　2.ところ：時津ウォーターフロント公園

　＜お問い合わせ＞
　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）

　＜出店料・協賛金・広告看板のお申込み＞
　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！協賛金申込み受付中！
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　６月２８日（火）商工会本所にて、「地域資
源活用セミナー」を開催。
　６次産業プランナーや中
小企業支援アドバイザーと
して、九州各地で商品開発・
販路拡大を支援されている
㈱ウィッシュボーン代表取
締役吉田誠氏に講演頂きました。
　セミナーには１２名が参加。グループワーク

では「新しいカステラ・新しいちゃんぽん」を
テーマに、新商品の開発プロセスについて実践
形式でポイントを学びました。
　事例紹介では実際のヒット商品を例に、「ど
こを変えたら売れたのか」を、「売り出すタイ
ミング」「売る場所」「サイズ感」「商品ネー
ミング」などの観点から検証。参加者からは、
「帰ったらすぐに商品を見直してみます」「忙
しいを理由にせずに、開発・販売計画を立てて
みます」という声があり、セミナーを受けて意
欲が高まった様子でした。
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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  　1.25～2.35％

㈱日本政策金融公庫経営改善貸付 　　1.30％

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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  　第１回 　　　　第２回

７月審査会　　７月　４日（月）　　７月１９日（火）

　申込期限　締め切りました 　７月　８日（金）

８月審査会　８月　１日（月）　８月１６日（火）

　申込期限 　７月 ２２日（金） ８月　５日（金）

(平成２(平成２８年６月１０１０日現在)日現在)

長与町丸田郷１４３３

（８８３）１９２９／（８８３）２２５９

８：００～１７：００

毎週日曜

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

　建築鉄工・建築塗装・製缶品等・鉄工・塗
装のプロとしてお客様のご要望にお応えし、
満足のいくサービスをお届けします。
　昭和５３年に創業し約４０年、従業員９名
で日々腕を磨きながら技術力向上に努めてい
ます。
　若く活気に満ち溢れた工場で、現在、やる
気のある人材を募集し
ております。
　鉄工・製缶のみなら
ず、一般住宅塗装も承
ります。お気軽にお問
合せください。

（６月受付分）月受付分）

焼鳥 入来焼鳥 入来焼鳥 入来

製缶 ・ 鉄工 ・ 建築塗装製缶 ・ 鉄工 ・ 建築塗装製缶 ・ 鉄工 ・ 建築塗装

近藤塗装近藤塗装近藤塗装

1.「マル経融資」申込みに係る金融審査会1.「マル経融資」申込みに係る金融審査会1.「マル経融資」申込みに係る金融審査会

　地元の皆様にご愛顧いただき３３年。
　当店の一番人気は、「薩摩地どりのたたき」
です。他に「生春巻き」、手作りの「プリン」
も人気です。
　コース料理は、２，０００円（８品）、２，５００円
（９品）、３，０００円（１０品）。
　プラス１，５００円で飲み放題（２時間）にで
きます。
　他にもご予算に合わ
せて対応いたします。
ご家族連れ、職場の仲
間とぜひご来店ください。
　お待ちしております。

住 所住 所

Ｔ Ｅ ＬＴ Ｅ Ｌ

営業営業時間時間

定 休 日定 休 日

時津町野田郷２８-３

（８８２）０９４７
月曜～土曜　１７：００～２４：００（OS２３：００）
日曜、祝日　 １７：００～２３：００（OS２２：００）

不定休

安心・安全地域づくり
鍵にゃん誕生会 ＆ 七夕飾りつけ
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鍵にゃん誕生会 ＆ 七夕飾りつけ

安心・安全地域づくり
鍵にゃん誕生会 ＆ 七夕飾りつけ

住 所住 所

ＴＥＬ／ＦＡＸＴＥＬ／ＦＡＸ

営業営業時間時間

店 休 日店 休 日

　６月９日（木）、長与保
育園で時津警察署のマス
コットキャラクター『鍵
にゃん』の誕生会を開催。
　みんなで鍵にゃんの誕
生日をお祝いした後、園児３０名には『鍵か
け係任命証』が手渡されました。商工会から
は、毎熊一太福利厚生委員長が出席し、園児
達にお菓子をプレゼントしました。
　また、６月２８日（火）は、時津保育所で、
本会の山内俊一福利厚生副委員長が、園児
１８名と一緒に七夕の飾り付けを行い、お菓
子をプレゼント。
　今後もこのような機会
を通して、地域への貢献
を行うとともに商工会の
ＰＲを行っていきたいと
思います。

時津左官業宮嶋　美樹宮嶋左官

2.日本政策金融公庫「定例相談会」開催2.日本政策金融公庫「定例相談会」開催2.日本政策金融公庫「定例相談会」開催

　日本政策金融公庫では、本年度７月から原
則毎月１回（第２木曜日）、商工会において
「定例相談会」を開催します。融資案件のご
相談にご利用ください。
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