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役員研修会を開催しました
研修会は、ホテルニュー長崎で、長崎・西彼
半島地区商工会連絡協議会主催で開催されました。
本会からは、役員１０名が参加しました。全
国商工会連合会企業支援部榎本部長など２名の
講師から、商工会を取り巻く最近の動きや、商
工会運営に関する講話がありました。
□全国商工会連合会榎本部長
商工会の企業支援は、今までの中心的支援の
記帳・税務指導から、やる気のある企業に対し
て、経営指導員等が積極的に企業に入り、経営
者に伴走し支援する形態へと変化が求められて
います。
企業の①強み弱みを知る経営状況の分析。
②戦略作りや計画策定・実施を支援。③潜在顧
客を探す市場調査。④新たな販路を見つける展
示会等の開催などに重点を移していきます。
そのため、商工会役員には、経営指導員等が、
企業の経営改善・発達に専念する体制を整備し
てほしい。祭りなどの地域振興事業は、役員や
青年・女性部などがその能力を活かして活躍し
てほしいとのことでした。
□南島原市商工会石川会長
南島原市商工会では、これまで毎年１千万円
の剰余金を計上してきました。商工貯蓄共済は
その大きな財源です。支所ごとに目標を低く設
定するも、支所間で競争して県連の目標を軽く
突破。
現在１億円余の余裕資金がありますが、会館
建設費に充当していきたいと思っています。

第３回 「まちゼミｉｎ西そのぎ」
開催中 ！
９月１日（木）からの１ヶ月間、「まちゼミ」
が始まっています。

今年は２４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。講座内容の詳細については、別添のチラ
シをご覧ください。
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！

ながよ得とく（プレミアム）商品券
商工会長与支所では、長与町の補助を受け
１０％のプレミアム付き商品券を販売します。
１０，０００円で１１，０００円分のお買物ができ、
大変お得です。
ぜひ、この機会に販売ツールとしてご活用く
ださい。
1.発売日時：平成２８年９月２５日（日） １０：００～
（売り切れ次第終了）
2.販売場所：長与町老人福祉センター
（商工会長与支所横）
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
※ご利用いただける店舗は、のぼり、ステッ
カーが目印です。
※初日に完売しない場合は、翌日以降の平日、
商工会長与支所（９：００～１７：００）で販売
します。
＜お問合わせ＞
商工会長与支所 ８８３－２１４５

商工会通信バックナンバーはホームページからご覧いただけます
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管理職研修会にご派遣ください ！

女性部講習会を開催します

今年も好評の「管理職研修会」を１０月５日（水）
・
平成２８年９月１３日（火）、商工会本所に
１９日（水）の２日間、商工会員事業所向けに おいて、女性経営者向け講習会を開催します。
開催します。
県内を中心に活躍するコミュニケーション
１社では少人数で実施しづらいロールプレイ アドバイザーで元ＫＴＮ・ＮＩＢアナウンサー
ング（職場での役割を想定し、疑似体験を通し の峰下和子先生をお招きし、「女性経営者とし
て研修を行う手法）やディスカッション（議論） て心がけておきたいこと～心と体の健康～」を
を取り入れ、異業種の事業所同士、切磋琢磨し テーマとした講演を予定しております。
ながら管理職に必要な思考力を鍛えます。
経営者として、あるいは経営者を支える家族
研修内容の詳細及び申込みについては、同封 として、女性ならではの視点から、経営改善に
の別紙に記載しています。ぜひ、貴社の管理職 繋がるヒントを見つけるチャンスです。
育成にご活用ください。
女性部員を中心に商工会員であればどなたで
もご出席できます。是非お誘い合わせのうえ、
ご参加ください。

技能競技大会を開催
本会の工業・建設両部会では８月７日（日）
長崎高等技術専門校（長与町）において、平成
２８年度「技能競技大会」を開催しました。
今年度は鉄工、機械加
工、電工の３職種に６名
が参加。
真夏の溶けるような暑
さのなか、参加者は各種
目ごとに与えられた制限
時間のなかで、切削、溶
接など持てる技能、技術を余すところなく発揮
していました。
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。
工業・建設部会では「ものづくり」の重要性
に視点をあて、今後も情報発信してまいります
のでご期待ください。

学校法人長崎外国語大学と
産学連携協力包括協定締結
８月１０日（水）長崎外国語大学（石川昭仁
学長）と本会は、相互の人的・知的資源の交流
と活用を目的に、産学連携協力包括協定を締結
しました。
これにより、長与町・時津町の地域資源を探
索する調査事業への参画や、１０月３０日（日）
に開催するながよオレン
ジマルシェと、同大学園
祭を結ぶシャトルバスの
運行などが予定されてい
ます。
西そのぎ商工会で検索！

1.開催日時：平成２８年９月１３日（火） １３：３０～
2.場
所：西そのぎ商工会本所３Ｆ
3.募集人数：３０名（無料）

商工貯蓄共済新規加入
増強運動を実施中 ！
商工会では９月１２日（月）まで、商工貯蓄
共済新規加入増強運動を実施しています。
「共済」というと、「生命保険」は他に入って
いるのでもうたくさん、と思われている方、チョ
ット待ってください。
商工貯蓄共済は、ただの掛け捨て「生命保険」
ではありません。
月額１口２，０００円の安い掛金で、その大部分
は銀行の大型定期預金として積み立てられ、１０
年間経過すると満期金として積立金に配当金、
利息が加わって戻ってきます。
「生命保険料」（被保険者の年齢によって違
います）は掛け金の一部です。
入院や通院の保障など、病気やケガのしっか
りサポートをご希望の方は、医療保障特約（保
険料が別途必要です）に合わせて加入すると万
全です。
事業主はもとより、ご家族及び従業員の方も
加入できます。ご連絡いただければ、職員がご
説明にお伺いいたします。
この機会に、商工貯蓄共済及び医療保障特約
への加入を、ぜひご検討ください。

商工会新規会員をご紹介ください！
今なら紹介してくださった方に
報奨金１０，０００円をプレゼント！
西そのぎ商工会

検索
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第３６回 長与川まつり終了
８月２１日（日）、長与町ふれあい広場で長
与川まつりが開催されました。
当日は夏真っ盛りの暑さでしたが、多くの来
場者でにぎわい、熊本の音楽家「Ｖｉｅｎｔｏ」のコ
ンサートやバンド演奏、ダンス、商工会員等に
よる露店などで大いに盛り上がりました。
まつりの最後は約２，０００発の花火が打ち上げ
られ、夏の夜空を彩りました。

２０１６ とぎつ夏まつり終了 ！
８月２８日（日）時津ウォーターフロント公
園で、とぎつ夏まつりを開催。
早朝から雷雨にみまわれ、日中まで不安定な
天気が続きましたが、ステージイベントが始ま
る頃には晴れ間も見え、町内外から大勢の来場
者で会場が賑わいました。
露店は例年より多く、５９店舗（１０５区画）
の出店がありました。充実したラインナップで
まつりを一層盛り上げました。
豪華景品があたるビンゴ大会（スタンプ会主
催）、毎年大盛況の魚つかみ取り大会など、ご
協力頂いた会員皆様のお
かげで多くの町民の方々
に喜んでいただけました。
日が落ちてからは、盆
踊りや花火で締めくくり、
夏休み最後の思い出を彩
りました。

熱かった ！ “居酒屋甲子園”
居酒屋を愛し、居酒屋から日本を元気に！を
合言葉に、熱い男たち、女たちによって繰り広
げられるメークドラマ。それが居酒屋甲子園！
飲食部会（廣田敏幸会長）では、８月２３日
（火）福岡市の「パピヨン２４」で開催された
「居酒屋甲子園」九州第１地区（福岡、佐賀、
長崎、大分）大会を視察。総勢１３名が参加し
ました。
同大会では、覆面調査員による一次（２回）、
二次（１回）予選の審査を突破した７店舗（福
岡６、長崎１）が出場。各店舗がお店の「こだ
わり（料理、接客等）」を活かした「取組み」

「仕組み」と、それを裏付ける「熱い想い」を
プレゼンテーション。
最終的に審査員による審査結果に、二次予選
までの点数（２割）と会場票（１割）を加えて
最終順位を決定。
地区内１６０店舗を勝
ち抜いて来ただけに、出
場店舗のプレゼン力はど
こも素晴らしく、会場内
でその発表を聞き、お気
に入りのお店に１票を投じた飲食部会関係者か
らも、「参加してよかった」「全国大会も参加
してみたい」など、「学び」と「気づき」の提
供を受け大変有意義な研修となりました。
優勝は「串焼きまつすけ大名本店」（福岡県）。
長崎市から参加した「居酒屋Ｇｏｈｅｉｔａ」は惜し
くも準優勝となりました。
翌２４日（水）は、商売繁盛の神様で有名な
「宮地嶽神社」で、自店の商売繁盛を祈願。そ
の後、「博多の食と文化の博物館」を視察。体
験工房で自分好みの辛さでオリジナルの「明太
子」作りに挑戦。
日頃、お店で料理を提
供する側の部会員も、い
つもとは勝手が違い先生
から教えを乞う生徒の立
場。しばし童心に返って
の作業では真剣な表情？そのもの。
世界でひとつの「ｍｙ明太子」ができ、参加
者全員がご満悦。
二日間にわたる研修を終了しました。

青年部地域貢献事業
地域とともに平和を願って
８月９日（火）、青年部では地域貢献事業と
して、長与町・時津町の平和の集いに「平和の
火」を届けました。
平和の火とは、福岡県
の星野村（現八女市）に
ある広島原爆投下当時か
ら燃え続けている火で、
７１年間守り続けられています。
本会青年部が実際に星野村を訪れて平和の火
を採火させていただき、当日、その火を参加者
が持参した灯ろう（ピース
キャンドル）に点灯。
点灯セレモニーは厳かな
平和の祈りに包まれ、改め
て先人への感謝や平和への
願いを深める機会となりま
した。

商工会通信バックナンバーはホームページからご覧いただけます
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ネコ好き の パワースポット ！
猫と和のお店

本場広島お好み焼が長与で食べられる

らふきゃっと

開運招福、商売繁盛などをもたらす縁起物
として、日本人に愛されてきた「招き猫」。
右手は「金運」、左手は「人(客)」を。招
き手が高い程「遠くの福」を、低く上げた手
は「近くの福」を招き寄せるとか。ご存知で
したか？
そんなネコ好きの“うんちく”
がお客様で溢れるお店を目指
しています。和小物から洋服、
雑貨など豊富に取り揃えてい
ます。
あなた好みの「招き猫」へＧＯ！
ご来店をお待ちしております。 写真は西洋館２Ｆ
店
舗
ＴＥＬ／ＦＡＸ
営業時間
営業
時間
店 休 日

滑石ダンクユー内 長崎西洋館２Ｆ
（８５５）１８６６
（８４４）０２７７
９：３０～２０：００ １１：００～２０：００
なし

1.「マル経融資」申込みに係る金融審査会
第１回
審査会
申込期限

９月１６日（金）

第２回
９月３０日（金）

１０月 ７日（金） １０月２１日（金）

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：９月８日（木）
①時津支所 １０：００～１２：００
②長与支所 １４：００～１６：００

広島お好み焼

長崎では珍しい広島お好み焼が長与で食べ
られます。店主が広島に修行に行き、食材の
麺やイカ天などを広島から取り寄せて、こだ
わりにこだわったお好み焼です。
お客様には広島出身の方も多く、懐かしい
と大変喜ばれます。
いろんなトッピングも出来るので、子供から
お年寄りの方まで幅広い
年齢層に愛されてます。
ぜひ一度広島のお好
み焼を食べに来てくだ
さい。お待ちしており
ます。
住
所
ＴＥＬ／ＦＡＸ
営業時間
営業
時間
店 休 日

長与町嬉里郷１１０７
（８１５）８０５２
１１：００～１４：００/１７：００～２２：００
月曜日

長崎県産業安全衛生大会のご案内
長崎県労働災害防止団体等連絡協議会は、
労働災害の防止と労働者の健康、推進が図ら
れる職場づくりを目指して、県内の経営者・
安全衛生スタッフ・関係者が参加する大会を
下記のとおり開催します。
多数のご来場をお待ちしています。
1.日時：平成２８年１０月２６日（水） １３：００～
2.場所：とぎつカナリーホール
3.内容：
①労働災害防止に功績があった事業場などへの表彰
②特別講演
長崎大学病院精神科 准教授 黒滝直弘 氏
「勤労者のメンタルヘルスについて」

(平成２８年８月１０
(平成２
１０日現在)
日現在)
制度の種類

利率(年利％)

㈱日本政策金融公庫普通貸付

1.25～2.35％

銀次朗

（８月受付分）
月受付分）
事業所名

代表者名

業

種

地区

㈱日本政策金融公庫経営改善貸付

1.30％

㈱あおぞら不動産 河浪 義美 不動産の売買

県創業バックアップ資金

1.90％

長与町小規模企業振興資金

2.00％

長与町生活研究
特産品製造・小売 長与
グループ連絡会 平田さつき

県経営安定資金（長期資金）

2.50％

西そのぎ商工会で検索！

時津

さくら福祉学院長崎 松野さつき 教育(福祉資格の 時津
受験対策)
西そのぎ商工会

検索

