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ながよプレミアム商品券販売ながよプレミアム商品券販売ながよプレミアム商品券販売

　商工会では９月１２日（月）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。
　２，０００円／１口の掛金で、「貯蓄・保障・融
資」の３つを組み合わせた、商工会員様のため
の共済制度です。
　加入いただくと、毎月の掛金から有利な金利
で自動的に積立られます。知らず知らずのうち
に自己資金が貯まります。被共済者にもしもの
ことがあると、死亡保険が付加されています。
　集団生命保険なので、安い保険料で大きな保
障が受けられます。さらに、医療特約をつける
と病気とケガもしっかりサポート。先進医療の
技術が必要な費用についても通算２，０００万円
（１万円プランの場合）までの保障があります。
　※医療保障特約の保険料が別途必要です。
　この機会に、ぜひ商工貯蓄共済への加入をご
検討ください。商工会までご連絡いただければ、
職員がご説明に伺います。

　1.資格：商工会員とその家族及び従業員
　2.掛金：２，０００円／１口
　3.期間：１０年満期
　　（更新時は健康状態にかかわらず継続可）

　また、簡単な手続きで積立金の一部払出しが
可能で、つなぎの運転資金としてご利用できま
す。解約ではないので再契約に加入年齢が上昇
し、保険料がアップすることもありません。

　●一部払出制度概要
　1.資 格 者：貯蓄共済に加入後１年以上経
　　　　　　　過し正常に掛金を納付してい
　　　　　　　る方
　2.手 数 料：１，０００円／１回
　3.送金時期：１０日・２０日・月末締切
　　　　　　　　７日後送金

　ながよプレミアム商品券は、９月２５日（日）
に、長与町老人福祉センターで販売します。
　長与町内加盟店で使用でき、１０％プレミア
ムつきです。新たに加盟店登録を希望される事
業所は、商工会までご連絡ください。

　1.発売日時：平成２８年９月２５日（日）
　　　　　　　　　１０：００～ 完売次第終了
　2.販売場所：長与町老人福祉センター
　3.有効期間：平成２９年３月２４日（金）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

　ちなみに、７月１０日（日）に発売したとぎ
つプレミアム商品券は、１０時の販売開始から
１時間弱で完売しました。
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開催！

第３回 「まちゼミｉｎ西そのぎ」
開催！

第３回 「まちゼミｉｎ西そのぎ」
開催！

　いよいよ９月１日（木）から、１ヶ月間まち
ゼミが始まります！
　今年は２５店舗・３２
講座が出そろい、各店舗
で工夫を凝らした体験型
ゼミをご用意しています。
　講座内容の詳細は、チ
ラシが完成次第、ホームページ等へ公開してい
きますで、ぜひチェックしてみてください。
　また、西そのぎ商業部会ｆａｃｅｂｏｏｋページで
も準備の模様や講座内容の紹介をしています。
皆さまの「いいね！」をよろしくお願いします！
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本会から ２３件 が採択！ 地域の資源を掘り起こします！地域の資源を掘り起こします！地域の資源を掘り起こします！

　７月１５日（金）、同補助金の採択結果発表
がありました。長崎県内の採択率が約３割とい
う狭い関門を突破し、本会から支援した２３事
業所が見事採択されました。

Ｄｅｉcｙ＆Ｃｏ

デザイン
　アルジュナ

プレタポルテ
　ロワール

炭火焼肉
　あおい

ＴＯＵ

田尻自動車

おかし工房
　Ｌｏｃｏ

㈲古舘自動車
工業

九州ドライク
リーニング㈱

片岡産業㈲

㈲宇宙模型

新個別指導塾
らいと

浜んまち
　ＰＵＤＤＩＮＧ

長機コート㈱

カリオモンズコー
ヒーロースター

シエスタ

長崎東洋針灸館

スイート
　ソレイユ

㈲電化プラザ
サークル

からあげ
　ジャック

㈲富士自動車

いな整骨院

炭火串処 吉吉

　店内照明の創生による訴求効果の向上
と売上増加

　新サービスのメリット見える化による
販路開拓

　パーソナルカラー診断の新サービスで
新規顧客獲得事業

　ランチ営業とお弁当事業の展開による
顧客開拓

　フレンチレストランのウエディング及
び団体客の販路開拓

高度なメンテナンス対応による顧客獲得

　いつでも安心・安全なこだわりシフォ
ンケーキの販路開拓

　カーエアコンサービスステーションの
導入による顧客増加と固定客化

　多様化する繊維製品の高品質洗いと地
域貢献による明確な差別化

長崎和牛ホルモンの通販事業

　ニッチ市場とマス市場の顧客獲得を両
立するホームページ作成

多角的な広報戦略による会員数増

　「買い易い」環境づくりと、「買いに
来たい」メニューづくり

　工場内照明の省エネＬＥＤ化による作
業効率、競争力の向上

　新店舗オープンにかかる設備導入によ
る販路拡大

　看板設置とトイレ改装による高齢者・
障がい者の取り込み

　漢方販売開始に伴う店舗改装工事によ
る新規顧客獲得事業

　ＬＥＤ照明・反射トレイ導入によるデ
コレーションケーキ販売促進

　新装オープンの広告宣伝による水回り
リフォーム需要掘り起し

　移動販売車の内装・外装工事及び調理
設備導入による商圏拡大

　自動給水ポンプ導入でお客様満足度
アップによる販路拡大

　「産後骨盤矯正」ＰＲのためのＨＰと
タペストリー制作

大型看板設置による店舗認知度アップ

事業所名　　　　　　　　　　内　　　　　容

　地域資源の発見と既存資源の棚卸・整理する
地域資源探索事業を県商工会連合会の助成を受
け実施します。
　７月８日（金）に第１回委員会が開催され、
委員長に長崎外国語大学の溝田氏を始め、地域
の各界から１１名の委員が就任しました。
　この事業は、地域資源を①「地域を愛する
視点」の人(委員会メンバー等や地域住民)と
②「異質な視点」で地域を見る人（外国人留学
生や専門家）の意見を聞きながら、西そのぎ商
工会地域で活用できる資源を「見える化」する
ものです。その成果は、将来の事業化を図るう
えでの基礎調査になるものです。

　早速、７月１１日（月）・１２日（火）の両
日、長与町・時津町の資源の有無、地域活性化
の方策を探るため、異質の視点からＪＴＢ総合
研究所の篠崎宏氏を招き、長与町・時津町内を
探索しました。
　今後は、「外国人留学生による資源探索」や
「昔を知る方々の座談会等」を実施しながら、
委員会で内容を深めていきます。
　これを読んだ皆さんからもご意見をお待ちし
ています。特に、昔はこんな風習があった、こ
んな商売があって人気だった、こんな人材が地
域に埋もれているなど。地域を愛する人の視点
から、さまざまな情報をお寄せください。

事業所対抗ボウリング大会事業所対抗ボウリング大会事業所対抗ボウリング大会

  ７月２７日（水）午後７時
より、会員事業所２２チーム
（８８名）が参加して、ボウ
リング大会を開催しました。
　今年から前年度の成績によ
るハンディを採用、白熱した戦いとなりました。
　結果は次のとおりです。　

　≪団体優勝≫　㈲タイキ
　≪団体準優勝≫　十八銀行時津支店Ａ
　≪ハイスコア(男)≫
　　　　井上　務さん　出口工業㈱
　≪ハイスコア（女）≫
　　　　立石珠希さん　㈲タイキ

地域を愛する
視　点

地域資源の
探　索

異質な視点
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平成２８年度

衛生講習会を開催！
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第３６回 長与川まつり第３６回 長与川まつり第３６回 長与川まつり

とぎつ夏まつり ２０１６とぎつ夏まつり ２０１６とぎつ夏まつり ２０１６

池原香さん 九州大会出場！池原香さん 九州大会出場！池原香さん 九州大会出場！

　1.と　き：平成２８年８月２１日（日）
　2.ところ：長与町ふれあい広場
　3.内　容：
　　露店・イベント　１６：００～
　　妖怪ウォッチステージショー・熊本で活
　　動する音楽演奏家「Ｖｉｅｎｔｏ」コンサート・
　　ＹＯＳＡＫＯＩ踊り・盆踊り等
　4.花　火：約２，０００発　２０：３０～

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

　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
　3.内　容：
　　朝市・露店　１０：００～
　　イベント　１５：００～
　　　ビンゴ大会（スタンプ会）・魚つかみ
　　　取り大会・とぎつ相撲甚句・中学校吹
　　　奏楽部演奏・ダンス・なづみ太鼓
　　花火２，０００発　２０：００～

　＜お問い合わせ＞
　とぎつ夏まつり実行委員会
　　ＴＥＬ：８８２－２２１１（時津町産業振興課）

　去る７月１３日（水）商工会女性部主張発表
九州ブロック大会が開かれ、各県女性連の代表
８名が、日頃の女性部活動や女性部員としての
活動等を発表しました。
　本大会は、相互研鑽・資
質の向上を図るとともに、
参加者の女性への帰属意識
を高め、今後の活動の活性
化に質することを目的に実
施されています。
　本会女性部から長崎県代表として、社会福祉
法人のぞみ会の池原香さんが出場。

　小学生が地域の企業で職場体験をする「マイ
タウン子供ビジネススクール」事業の取り組み
を発表しました。
　審査委員長（元西日本新聞社特別論説委員）
の講評は、「この事業は子供をテーマにしてい
るところが、今までの商工会にない視点での取
り組みで大変興味深い」と好評価をいただきま
した。
　残念ながら全国大会への出場は叶いませんで
したが、平成１３年度より１５年間にわたり、
女性部主催で継続的に実施している事業を見直
す良い機会となりました。
　地域貢献「マイタウン子供ビジネススクール
事業」を通じて、地域の子供達、後継者を育て
る小さな力にでもなればと、今後のこの事業の
推進について再確認できました。

　本会（飲食部会主催）では、７月１９日（火）
に商工会時津本所で「衛生講習会」を開催。当
日は、１１事業所から１４名が参加。
　講師に西彼食品衛生協会
の手洗いマイスター中川雅
博氏を招へい。夏期に多発
する「食中毒注意報」を前
に、「食中毒予防の基本！
手洗いと洗浄」と題し、食
中毒予防及び同中毒注意喚起を目的として開催
したもの。
　講習会のなかで、中川氏は、厨房内での手指
洗浄の大切さを繰り返し説明。なかでも今回は、
手指の洗浄度を判定する「手洗いチェッカー」
「ＡＴＰ＋ＡＭＰ拭き取り検査」の２種類の検査
キットを使った実践コーナーでは、手洗い前の
状態と手洗い後の状態を、
参加者自らの手で、洗い残
し等を実際に目で確認。
　参加者自らが、その場で、
手の衛生状態を確認、改善
することができたため、
「いつもきちんと手洗いをしているつもりだっ
たのだが普段の手洗いを見直すきっかけになっ
た」「正しい手洗い方法が習得できた」との声
が聞かれるなど、手洗いの重要性を再認識する
とともに、食品衛生管理への理解を十分深める
ことが出来ました。
　今後とも、商工会では、管内事業所等で「食
中毒を発生しない！発生させない！」を合言葉
に、会員事業所等における食品衛生管理の啓蒙、
啓発を推進していきます。
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㈱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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(平成２(平成２８年７月１３１３日現在)日現在)

長与町嬉里郷６６０-１

（８８７）２６４６

平日９：００～１８：００／土曜日９：００～１２：００

日曜・祝日

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

　弊院は理学療法士が運営する治療院で、国
家資格者の施術師が６名います。 
　自宅や施設のご高齢者を対象に、１回３１８
円～５５８円（１割負担の場合）の健康保険
を適用した訪問リハビリマッサージを行って
います。（無料施術をご体験ください）（無料施術をご体験ください）
　院内でのマッサージ・はり治療も行っていま
すので、お身体のつらい症状
にお困りの
方は、お気
軽にお問
い合わせ
ください。

（７月受付分）月受付分）

ひろせ不動産ひろせ不動産ひろせ不動産

介護高齢者のための訪問マッサージ介護高齢者のための訪問マッサージ介護高齢者のための訪問マッサージ

鍼灸・マッサージ ふたば治療院鍼灸・マッサージ ふたば治療院鍼灸・マッサージ ふたば治療院

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

　平成１６年の開業以来、不動産売買の仲介・
コンサルを中心に業務を行っています。
　今や、不動産は「持つ」時代から「使う」
時代へと位置づけされています。
　相続・有効利用等に関する案件は是非お任
せください。８月下旬に元村郷のスカイタウ
ンに事務所を移転します。
　なお一
層のご愛
顧をお願
い申し上
げます。

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３０７-７（新）元村郷３９０-７

（８８１）３６３９／（８８１）３６４０

９：３０～１８：００

日曜・祝日

口座振替のお知らせ口座振替のお知らせ口座振替のお知らせ

住 所住 所

ＴＥＬ／ＦＡＸＴＥＬ／ＦＡＸ

営業営業時間時間

店 休 日店 休 日

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、原則毎月第二木曜
日、西そのぎ商工会に公庫職員が出向き、借
入申込や相談を受付ける「定例相談会」を開
催しています。担当者が直接対応いたします
ので、是非ご利用ください。

　●今月の定例相談会：８月１８日（木）
　　①時津支所　１０：００～１２：００
　　②長与支所　１４：００～１６：００

不動産（土地・建物）売買の仲介不動産（土地・建物）売買の仲介不動産（土地・建物）売買の仲介

審査会
申込期限

第１回

締め切りました

　９月１６日（金）

第２回

　８月２６日（金）

　９月３０日（金）

　①本年度第２回会費等の口座振替日は、８月８月
１５日（月）１５日（月）です。残高の確認をお願いいた
します。
　②「ネットde記帳自計」「記帳代行」のご
利用者は、①に加え利用手数料３,７８０円利用手数料３,７８０円
が振替となります。ご注意願います。

時津

長与

時津

時津

時津

長与

時津

リユース業

整骨院

事務機器販売

飲食業（とんかつ）

居酒屋

鯉養殖・小売

たこ焼の移動販売

渋谷　友則

田中　鹿子

三根　静男

八幡　和幸

吉田　洋晃

堀川　人志

山田　豊一

㈱ecoRiola

みわS.O.T.整骨院

中島商事㈱
長崎営業所

浜勝㈱

鉄板ダイニング 和来

㈱堀川屋

やん蛸

お待ちして
います︕

商工会は８月１５日（月）、お盆休みのため商工会は８月１５日（月）、お盆休みのため
休館休館とさせていただきます。

移転先
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