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第２回「ながよオレンジマルシェ（平成２８年
度長与商工まつり）」を開催します。
長与町をはじめ時津町、長崎市、佐世保市、
大村市等から約７０店舗が一堂に会し「食」
「癒し」「雑貨」等の各ブースでたくさんのお
客様をお待ちしています。
また今年は長崎外国語大学とタイアップし、
同大学学園祭とオレンジマルシェをつなぐシャ
トルバスを運行予定です。
詳しくはオレンジマルシェＦａｃｅｂｏｏｋをご覧
ください。
1.日
2.場

時：平成２８年１０月３０日（日）
１０：００～１５：００
所：長与町海洋スポーツ交流館前広場
（長与町斉藤郷８４１－５）

昨年好評の『とぎつふれあい産業まつり』が、
今年もイオン時津店１Ｆ駐車場を主会場に開催
されます。
販売スペースを広げ、より多くの店舗でさら
にグレードアップ！地元商店が販売するこだわ
りの逸品が集結し、お買物が楽しめます！餅ま
きや紙芝居、バルーンアートなどのイベントも
盛り沢山。
皆さまのご来場をお待ちしています。
1.日
2.場

時：平成２８年１１月１２日（土）、１３日(日)
１０：００～１７：００（予定）
所：イオン時津店１Ｆ駐車場
（時津町浜田郷）

１０月５日（水）・１９日（水）の２日間に
わたり、管理職研修を開催します！
中小企業大学校で講師を務める、増山人事労務
センター増山正紀先生の指導のもと、グループ
演習を交え、座学にとどまらず、受講者同士が
お互いに協力しながら演習を進める研修内容です。
『管理職』といった同じ立場の方が参集し、
リーダーシップや部下とのコミュニケーション
の図り方の難しさなどを感じながら、理解を深
めていきます。
まだまだ参加者を募集しています！
ご希望の方は、最寄りの商工会支所までお問
合せください。

９月２５日（日）長与老人福祉センターで販
売された、ながよ得とく商品券（１０％のプレ
ミアム付）は、約１時間で２，０００万円分が完売
しました。
販売開始時間の１０時前には長蛇の列ができ
る状況で、改めて得とく商品券の人気ぶりが伺
えました。
たくさんの方々に足を運んでいただき、無事
販売を終了する事ができました。

最低賃金改正のお知らせ
長崎県の最低賃金が改正されました。
１０月６日（木）から７１５円／１時間と
なります。
詳しくは長崎労働局賃金室（８０１－００３３）、
または長崎労働基準監督署（８４６－６３５３）に
お問い合わせください。
http://www.nishisonogi.biz/
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４回目を迎える『西そのぎコレクション』が、
今年も１１月２６日（土）～２７日（日）の２日
間、ＪＲ長崎駅「かもめ広場」で開催されます！
今年は新たに対馬市商工会とタイアップし、
更にパワーアップ！
西そのぎ商工会と対馬市商工会会員事業所の
店舗が集合し、地元産の材料等を使った食品や
加工品などを持ちより、駅を利用する県内外者
に向けＰＲ！両商工会の会員事業所の人気商品
の販売を行います。
是非、皆様お誘いあわせのうえ、ご来場くだ
さいませ。
また、出店者もまだまだ募っています！詳し
くは同封文書をご参照ください。
1.日
2.場

時：平成２８年１１月２６日（土）～２７日（日）
※２日間とも、１０：００～１６：００
所：ＪＲ長崎駅前「かもめ広場」

地域資源探索事業の一環として、昔の長与町・
時津町の様子をよく知る６０代～８０代の方々
による昔話座談会を開きました。
長与町では２２日（木）に男性２名女性３名、
２３日（金）には時津町で男性４名女性２名の
方々が参加しました。
参加者は当日持参した古い写真を見ながら、
子供の頃の生活や町の様子、楽しかった事など
を話しました。
長与 町で は 、地区 ごとに
「馬庭（又は牛庭）（うまに
わ）」という牛馬の爪をきる
行事が行われていたことや、
長与川に１６基ほど水車が
あったこと、ふな・なまず・うなぎを採って食
べていたこと、土手の桜並木が美しかったこと
などが話題になりました。
時津町では、海と陸の交通
の要所であったことから人の
往来も多く、旅館や料理屋、
競馬場、塩田などがあり、チ
ヌ・きすご・しゃこなど海の
魚介類をよく食べたと語られました。
また委員会では、専門家として招聘したＪＴ
Ｂ総合研究所の篠崎先生から、管内の地域資源
について提案がなされました。

「長与シーサイドストリートと呼ばれる海岸線
は、福岡県糸島のような展開が考えられる」
「大村湾を有効活用する取り組み」など、「現
状のまま情報発信するのではなく、ストーリー
の構築が必要」とアドバイスを受けました。
次回は、１０月に開催する外国人留学生によ
る資源探索についての発表会を予定しています。

９月１日～１０月１日に開催したまちゼミは、
全日程、盛況のうちに終了しました！
２４店舗３２講座が開講され、町内外からた
くさんの方々に受講頂きました。
９月６日（火）の長崎新
聞にも大きく取り上げられ、
地域活性化の取り組みとし
て、ますます注目を浴びて
います。
今回の成果について、下
記のとおり報告会を開催します。本事業を全国
的に広めている松井洋一郎先生をお呼びし、各
参加店から報告をして頂きます。
興味のある方はどなたでも参加できます！別
添のチラシでお申込みください。
〈まちゼミ成果報告会〉
1.日時：平成２８年１０月２７日（木） １９：００～
2.場所：商工会時津支所３Ｆ研修室
3.講師：岡崎まちゼミの会 代表 松井洋一郎 氏

国の第２次補正予算で、大人気の持続化補助
金を含む各種補助金の公募が予定されています。
１０月以降、国会通過後に公募開始の見込み
ですので、早めのご準備を！
◆小規模事業者持続化補助金
小規模事業者が販路開拓に取り組む事業
を支援します。
①補助率：２／３
②補助上限：５０万円
◆ものづくり・商業・サービス補助金
中小企業者の革新的ものづくり・商業・
サービス開発を支援します。
①補助率：２／３
②補助上限：１，０００万円
西そのぎ商工会

検索

Page 3

９月１２日（月）まで実施しました「商工貯
蓄共済新規加入増強運動」は、期間中２９９口
の新規加入をいただき、県連の目標口数を大き
く上回る成果(１５７％)を上げることができま
した。
県下の商工会では４番目の成績でした。
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、「ケガ」「病気」「がん」
の各種保障の共済も、随時加入を受
け付けています。
あわせてご検討をよろしくお願い
いたします。

平成２８年９月２日(金)、 平成２６年度以
降の商工会加入者を対象に商工会事業等説明会
を開催しました。
新規会員の参加は、
１９名でした。商工会事
務局職員から、西そのぎ
商工会の仕組み、会員が
利用できるマル経資金な
どの金融制度、会計・税務決算申告、労働保険
の代行、持続化補助金などの補助制度、共済、
健康診断などの福利厚生等の事業が分かり易く
説明されました。
説明会後の新規会員間の親睦・交流会では、
参加会員から「商工会の支援が良く分かった」
「会員の加入促進や商工貯蓄共済にも協力した
い」などの声を頂きました。

９月１０日（土）～１１日（日）、熊本県・
大分県で青年部視察研修を実施。
両県は先般の震災で直接・間接的に被害の大
きかった地域で、青年部ではこれまでも支援物
資を送るなどの活動を行ってきましたが、今回、
実際に自分の目で見ることでさまざまな気づき
が得られました。
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◆熊本城 ボランティアガイドによる案内
熊本地震によって国の
重要文化財に指定されて
いる建物すべてが深刻な
被害を受けたそうで、石
垣の崩壊や大天守の屋根
瓦の落下などは被害の大
きさを実感させました。
石垣の修復には１０～２０年ほどかかるとの
こと。今だからこそ多くの方に見てもらいたい
とガイドさんは語っていました。
◆益城復興支援市・屋台村
店舗が崩壊などの被害を受けた地元の商工会
員で構成した仮設市場。休日などにはイベント
を開催するなどして、甚大な被害を受けた地元
を盛り上げているとのこと。
商店の方もこのような形で商売ができ、お客
さんに来てもらえることがうれしいと語ってい
ました。
◆日田市 豆田町商店街
国の重要伝統的建造物群保存地区に認定され
た地域で、明治・大正・昭和時代の建造物が店
舗などに活用されている商店街です。
昔の雰囲気を色濃く残した店舗には、幸いに
も地震の被害はなかったとのこと。その雰囲気
に合わせて店舗も洗練されていると感じました。

去る９月１３日（火）、女性部講習会を開催
致しました。
コミュニケーションアドバイザーの峰下和子
先生を招き、「女性経営者として心がけておき
たいこと～心と体の健康～」をテーマとして、
ご自身の実体験に沿った内容で終始アットホー
ムな雰囲気の中、ご講演いただきました。
言葉の持つ力を理解し、
良い言葉を紡いでいくこ
とが、心の豊かさを育て、
健やかさにつながるとい
うこと、また、世界に１
つだけの「自分」という
ブランドを持つことが大切だと教えていただき
ました。
ご出席いただいた１２名の出席者の中には
「今日は来て本当によかった」と笑顔で会場を
出られる方もいらっしゃり、大変有意義な２時
間を過ごすことができました。
http://www.nishisonogi.biz/

Page 4

NISHISONOGI SHOKOKAI NEWS Vol.102

昭和５５年１０月子々川郷で開業。平成元年
８月には久留里郷に移転。３６年目になります。
自動機器関係の製缶加工品、肥料製造プラ
ント機器の製造が事業の７割を占めますが、
厳しい品質条件を満たす機器製造の一翼を担っ
ている自負と、高い信頼性の維持を目指して
鋭意努力してます。他にも、水産加工向漁洗
機やスクリューコンベアーなども製造してい
ます。
１１月には後継者にバ
トンタッチの予定ですが、
次期社長共々よろしくお
願いします。
住
所
ＴＥＬ／ＦＡＸ
営業時間
店 休 日

時津町久留里郷３７６－１０
（８８２）８０４２／（８８２）９８２９
８：００～１７：００
日曜日

第１回

１０月 ７日（金） １０月２１日（金）
１１月 ４日（金） １１月１８日（金）

日本政策金融公庫から、原則毎月第二木曜
日、商工会に公庫職員が駐在し、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。公庫の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：１０月１３日（木）
①時津支所 １０：００～１２：００
②長与支所 １４：００～１６：００

(平成２８年９月９日現在)
㈱日本政策金融公庫普通貸付

住
所
ＴＥＬ／ＦＡＸ
営業時間
店 休 日

長与町本川内郷１６２－４
（８８３）５７０８／（８８３）４３１１
７：００～１９：００
日曜日

第２回

審査会
申込期限

制度の種類

この長与町に根を下ろし旧高波材木店から
数えて早４１年が過ぎようとしています。
うちの自慢は材木屋の特色を生かした木を
ふんだんに使った新築や、大小リフォームは
勿論ですが、網戸や障子の張替えや電球取替
え、家具の移動等どんな小さな事でもこなせ
る軽いフットワークです。
特にお年寄りや、女性だけの世帯の方に喜
ばれています。
これからも地域に密着
した、敷居の低いお店を
目指して頑張ります。
是非一度お試しください。

利率(年利％)

1.25～2.45％

㈱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

1.90％

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）

2.30％

「中小企業等経営強化法」が７月からスター
トしました。
自社の稼ぐ力を強化するチャンスです。
本法は①企業が経営力計画書を作成し②国
の認定を受けると人材育成や設備投資などの
優遇措置を受けられます。
「経営力向上計画」とは、人材育成、コス
ト管理等のマネジメントの向上や設備投資等
により、生産性を向上させるためのもので、
申請書はたったの２枚。具体的には、現状認
識、目標、取り組み内容などを記載するもの
です。
認定にあたっては、事業分野ごとの担当省
庁に「事業分野別指針」等に沿った計画書を
提出し、認定を受けます。
認定を受けた事業者は、同計画に基づき取
得した一定の機械及び装置の固定資産税の軽
減（資本金１億円以下の会社等を対象。３年
間半分に。）や金融支援等（低利融資、債務
保証等）の特例措置を受けることができます。
計画策定は国（中小企業庁）のホームペー
ジをご確認ください。
また、商工会は、認定支援機関としてサポー
トします。ぜひご相談ください。
西そのぎ商工会
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