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地域資源活用リビングラボ
第１回開催しました！

商工貯蓄共済
新規加入増強運動実施中

７月２７日（木）第１回地域資源活用リビン
グラボを開催しました。
参加者は、長与・時津の住民、農業、水産業、
商工業者、大学、行政等の２２名。
内容は、①昨年の地域資源探索溝田勉委員長
（長崎外国語大学副学長）から、大村湾や関連
資源についての講話と、②ファシリテーターの
松村秀史中小企業診断士の進行で、メンバーの
自己紹介、地域資源・地域振興への思いについ
て意見交換をしました。
メンバーからは「大
村湾の魚を食べてもら
いたい」「お土産選び
に苦労する」「資源は
足元に落ちている」
「ステンドグラスのお
土産がほしい」などの意見がありました。この
意見は、今後リビングラボで商品開発のアイデ
アに活かしていきます。
次回以降、先進地視察や試作品の製作と、売
れる商品作りができるよう、意見を交換します。

商工会では９月１１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
の制度です。
メリットは、
●掛金の大部分が積立金となり、０．２０％と高
金利です
●保険料は大集団料率で、格安です
●満期時には、配当金が加算されます
●急な出費にも一部払出制度で、積立金の一
部を引き出せます
●１年前納の場合、１口４８０円還元されます
●医療特約をセットすれば、入院手術補償も
あります
●手数料は商工会の財源になります
※医療保障特約の保険料は別途必要です※
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。

ベトナム交流人財招致事業の一環として、
７月１３日（木）にベトナム人高校生約３０
名が、時津町の協和機電工業㈱さんを訪問し
ました。
はじめに会社の事業内
容や機器の説明を受け、
安全のためのヘルメット
をかぶって工場見学へ。
各部門で実際に働いて
いるベトナム人の方が母国語で説明をするこ
とで、生徒たちは「ものづくり」に対する理
解をより深めているようでした。
協和機電工業㈱さんのご協力に感謝します。

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
（被共済者１名につき３０口まで）
3.期間：１０年満期
（更新時は健康状態にかかわらず継続可）

●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.申込締切：１０日・２０日・月末締切
4.送金時期：７日後送金

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

http://www.nishisonogi.biz/
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まちゼミ参加店説明会を
開催しました！
７月５日（水）時津
支所で、本年度の「ま
ちゼミ参加説明会」を
開催しました。
全国２８０か所以上
でまちゼミを進めてい
る松井洋一郎氏（岡崎
まちゼミの会）を講師に招き、商店の集客・売
上アップに向け効果的にまちゼミを実施する方
法を学びました。
今回のまちゼミでは、異業種のお店同士で、
１つの講座を開催する「コラボ講座」を企画中
です！まちゼミを通して、互いのお店を理解し、
お客様を紹介し合い、「お店」と「地域」の輪
を広げ、「まちの価値向上」が狙いです。
まちゼミ本番は、９月中旬から開催予定。ぜ
ひ、みなさんもご参加ください。
まちゼミ情報については、Ｆａｃｅｂｏｏｋページ
「西そのぎまちゼミ～時津・長与～」でも随時
配信中ですので、チェックしてみてください！

①イオンタウン長与オープンによる影響につ
いては、約半数が「影響なし」と回答。「マイ
ナス影響」との回答が約３割、「プラス影響」
または「その他」との回答が約２割でした。
②「マイナス影響」と回答した方の約７割は、
マイナス影響が継続すると見通しています。
③これらの影響を業種別にみると、「マイナ
ス影響」があると回答しているのはスーパーマー
ケットや取扱品が直接競合している小売業など。
一方で専門品小売業やサービス業は影響なし
との回答が多数でした。
④今後の対策は「自店の専門性向上」が最も
多く、次いで「顧客との関係強化」でした。商
工会等へは、個店の魅力アップのための支援が
求められています。

①

平成２９年度簿記講座を
開催しました
６月１５日（木）、２２日（木）、２８日（
水）、７月６日（木）、１３日（木）、２０日
（木）の６日間、簿記講座を開催しました。
１３名の方が参加し、
「簿記の意義」から
「精算表」まで３級相
当の簿記を、あきらき
企画代表の北浦彰先生
にご教授いただきました。
参加者は真剣に講義
を聴き、ワークブックの問題に取り組みました。
今回の講座は初級向けでしたが、「中級、上
級を受けたい」「他の講座も受けてみたい」等
のご意見もありました。
皆様のご意見を参考に、次に繋げていきたい
と思います。

②

③

長与町地域経済動向調査を実施
長与町内の小売業・サービス業を中心に同調
査を実施。本年５月のイオンタウン長与オープ
ンによる影響を中心に聴き取りを実施、約５０
件の回答が得られました。
西そのぎ商工会で検索！

西そのぎ商工会

検索
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西そのぎ商工会役員杯
事業所対抗ボウリング大会

青年部全国統一事業

「“絆”感謝運動」を実施
青年部では、７月４日（火）、「“絆”感謝
運動」を実施。
これは６月１０日の「商工会の日」前後に全
国の青年部が地域に貢献する活動を実施するも
ので、本会青年部は長与中央商店街及び長与川
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、台風が去った直後というこ
ともあり、散乱した小枝や木片などを中心に精力
的に収集しました。
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。

ユニバーサルマナー検定３級
取得講座を開催しました！
７月２０日（木）女性部
主催（福利厚生委員会共催）
の「障がい者・高齢者に対
する接客マナー」講習会を
開催。
女性部員に加え、会員事
業所、役場や一般の方など
計２３名が受講しました。
ユニバーサルマナーは、
自分とは違う誰かのことを
思いやり、理解して、高齢
者や障がい者等の目線で考え、行動することで、
気持ちよい社会生活を送るのに大切なことです。
講習会は２部構成で、１部はユニバーサルマ
ナー検定３級を取得する講座、２部は実際に車
いすを使った簡易実技研修でした。
ご本人も視覚障害を持つ㈱ミライロ田中利樹
氏から、何気ない小さな段差やドアノブで困る
こと、街で見かけるマークや点字ブロックのよ
うな身近なものについてお話がありました。参
加者も熱心に耳を傾け、「障害は人ではなく環
境にある」という言葉が特に印象的でした。
今回の講習で、高齢者や障がい者、さまざま
な人の目線で考え、思いやりをもって一歩前へ
踏み出し、行動していくことが大切だと学び、
大変有意義な時間を過ごすことができました。

７月２６日（水）午後
７時より、事業所対抗ボ
ウリング大会を開催しま
した。
会員事業所２２チーム
（８８名）が参加し、優
勝を目指して奮闘。会場は、上司や先輩とも和
気あいあい、歓声やハイタッチで盛り上がりま
した。
表彰式では優勝したチームに拍手が送られ、
記念写真を撮影。今回は第１０回開催を記念し
て、個人第１０位には特別賞がありました。
参加者全員が豪華賞品を受け取って、大盛況
のうちに終了しました。
≪団体優勝≫
出口工業㈱Ａチーム
≪団体準優勝≫
㈲タイキチーム
おめでとうございます
≪ハイスコア（男）≫
井上 務さん 出口工業㈱Ａチーム
≪ハイスコア（女）≫
安木理沙さん じょーじやチーム
≪個人第１０位≫
元尾康子さん ㈲元尾鉄工所チーム
平成28年度第２次補正予算

小規模事業者持続化補助金 採択結果
本会が支援した７の会員事業所が、国の補助事
業に採択されました。採択率は約４５％でした。
事業所名
元尾工務店

事業計画名
自社オリジナル商品の認知度向上と
住宅リフォーム工事の強化事業
自社開発「国家試験対策システム」の

㈱フリーライン 製品力強化と販路拡大事業
瀨﨑製作所

ＴＩＧ溶接機導入及び営業ツール製
作による特殊溶接受注獲得
「写真プリントケーキ」宣伝による

スイートソレイユ ギフト需要獲得
ＫＵＲＵｃａｆｅ

フローズンメニュー開発による子連れ
客獲得

㈱ルヴァン

付加価値を付けた中古物件の買取再販
による販路開拓

㈱裕翔

先進的な雨漏り調査と修繕工事のパッ
ケージ化による個人顧客開拓

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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豆乳の濃さが違います

健康であるための食事を皆様に！

㈲吉川食品

食育食堂

昭和３２年創業。豆腐の製造・卸をしていま
す。昔ながらの味を受け継ぎ現在３代目です。
大豆の風味を大切に、また、人に勧めたく
なる豆腐作りにこだわって製造しているので、
豆乳の濃さが違います。
コクと甘みがある「釜揚げとうふ」や煮物に
ぴったりな「田舎揚げ」など、美容と健康に、
おいしくて栄養豊かな
お豆腐はいかがですか。
午前中でしたら工場
でも購入できますので、
ぜひ出来たてをご賞味
ください。

食育食堂は名前の通り子供のための食堂と
して営業を始めました。アットホームでリー
ズナブルなお店です。
低価格で良質、バラエティーに富んだ食事
を提供し続けられるように、お昼は一般の方
々にご利用をお願いしております。
８月は塾生で混雑が予想されます。９月に
コーヒーをサービスい
たしますので、お気軽
にお越しください。
※九大進学ゼミ長与
校様の脇階段を上って
ください。

住
所
ＴＥＬ／ＦＡＸ
営業時間
営業
時間
店 休 日

時津町日並郷７８７
（８８２）８０４７／（８８２）８０８９
７：００～１９：００
日・水曜日

住
所
ＴＥＬ／ＦＡＸ
営業時間
営業
時間
店 休 日

口座振替のお知らせ

1.「マル経融資」申込みに係る金融審査会
第１回

第２回

８月申込期限 締め切りました

８月１０日（木）

９月申込期限

９月 ８日（金）

８月２５日（金）

2.日本政策金融公庫「定例相談会」開催
８月１８日（金）

時津支所

①本年度第２回会費等の口座振替日は、８月
１５日（火）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円が
振替となります。ご注意ください。

長与支所

１０：００～１２：００ １４：００～１６：００

長与町吉無田郷２００８－７
（８８３）２６０２
１２：００～１４：００／１７：００～２０：００
日・月曜日

休館のお知らせ

相談には予約が必要です。必ず事前にお申
込ください。

商工会は８月１４日（月）１５日（火）、
夏季休館とさせていただきます。
商品券換金、ゴミ袋の購入等ありましたら、
お早めにお願いいたします。

(平成２９年７月１２
(平成２
１２日現在)
日現在)

（７月受付分）
月受付分）

制度の種類

利率(年利％)

㈱日本政策金融公庫普通貸付

1.81～2.40％

㈱日本政策金融公庫経営改善貸付

1.11％

県創業バックアップ資金

1.65％

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）

1.95％

西そのぎ商工会で検索！

事業所名

代表者名

業

種

地区

スナックGOLD WING 宮原 智香 スナック

時津

ＷＩＬＤ ＳＰＥＥＤ 山田 友也 中古車販売

時津

西崎真太朗 船舶製造業

時津

西崎総業

西そのぎ商工会
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