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商工貯蓄共済

技能競技大会を開催
工業・建設両
部会では８月
６日（日）長崎
高等技術専門学
校（長与町）で
恒例の「技能競
技大会」を開催
しました。
当初は台風の
影響が心配されましたが、無事開催にこぎつけ、
今年度は鉄工・機械加工・電工・冷凍空調の４
競技種目に、６事業所１専門校計１７名の出場
がありました。
開会冒頭、長きに亘り技能競技大会事業を全
面的にご指導いただいた前長崎県職業能力開発
協会長 蒲原 悟様が去る２月に急逝されました
ので、参加者全員で哀悼の意を捧げました。
競技者は種目
ごとの制限時間
のなかで持てる
技能・技術を余
すところなく発
揮していました。
優秀賞に選ば
れた方は、後日
商工会にて表彰式を行います。
参加者の皆様、本当にお疲れ様でした。また
ご来場いただき応援くださった皆様、ありがと
うございました。

新規加入増強運動を実施中！
商工会では９月１１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」と聞いて「生命保険」を思い浮かべ、
他に入っているのでもうたくさん、と思われて
いる方もいらっしゃると思います。
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。商工会役員の加入推進の時は、
ご協力をお願いします。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。
団体扱いだから積立金は
高金利（0.20％）！
いつでも一部払出できるから、
貯金箱みたい♪

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！
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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時津町合同企業面談会が
開催されます

管理職研修会にご派遣ください！
１０月４日（水）・１８日（水）の２日間、
管理職研修会を開催します。
研修では業務遂行・組織運営に必要な管理能
力について、基本的な考え方と具体的なスキル
を、ケーススタディを通して学びます。
また、本年度は国の研修機関である「中小企
業大学校直方校」と連携して実施し、受講者全
員に修了証書を発行しますので、この機会に是
非、企業内の組織力向上
および人材育成にご活用
ください。
なお、研修内容の詳細
および申込みについては、
同封チラシにてご確認く
ださい。

まちゼミ開催に向けて邁進中！
第４回「まちゼミｉｎ西そのぎ」の開催まで
１ヶ月を切りました！
まちゼミ開催に向けた「まちゼミサポーター
会議」も行われ、準備もいよいよ大詰めとなり
ました。
今年は期間中に２３店舗で３２講座が行われ
る予定で、どの講座も趣向を凝らした内容となっ
ています。
今回のまちゼミは９月２３日～１０月２１日ま
で実施予定で、講座の詳細は９月１８日（月祝）
の新聞折込みチラシをご覧ください。
今年の目玉は、２店舗が協同で開催する「コ
ラボ講座」です！講座の様子や予約状況は、
Facebook「西そのぎまちゼミ」専用ページ（
https://www.facebook.com/nishisonogimachizemi/）
をチしてください。
皆様のご参加をお待ちしております！

時津町では、地場産業の育成や創業を支援す
るとともに、若者の地元就職を積極的に推進す
ることを目的として、合同企業面談会の開催が
予定されています。本事業は商工会も後援を行
っています。
合同企業面談会へ出展を希望される方は、時
津町産業振興課までお尋ねください。
1.開催日時：平成２９年１０月２８日（土）
１３：３０～１６：３０
2.開催場所：時津町役場第２庁舎４階大会議室
3.対

象：時津町内の企業（１０社程度）

4.参 加 者：平成３０年３月卒業予定の大
学・短大・専門学校・高校生
またはＵＩターン希望者
5.問合せ先：時津町産業振興課

国民年金基金に加入しませんか
国民年金基金制度は、国民年金法の規定に基
づく公的な年金であり、国民年金（老齢基礎年
金）とセットで、自営業者などの老後の所得保
障の役割を担うものです。
会社員等の給与所得者と、国民年金だけにし
か加入していない自営業者などでは、将来受け
取る年金額に大きな差が生じます。
この年金額の差を解消するために、自営業な
どの方々の公的な年金も「二階建て」になって
います。掛金は一定で、全額所得控除なので税
金がお得。受け取る年金額が加入時からわかる、
などのメリット
があります。
今後の為にも
ぜひご加入くだ
さい。

◆お問い合わせ
長崎県国民年金基金
☎０１２０－６５－４１９２
西そのぎ商工会で検索！

西そのぎ商工会

検索
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女性部講習会を開催しました

２０１７とぎつ夏まつり 終了

８月８日（火）山口
広助氏を講師にお招き
し、「長与・時津 よも
やまばなし」～長崎歴
史散歩～をテーマに女
性部主催の講習会を開
催しました。
女性部員だけでなく、会員事業所、多くの一
般の方の受講がありました。
長与の榎の鼻は、大きな榎が昔あったことや、
時津の八幡神社のともづなまでが海であったこ
となど、気さくにわかりやすくご講話いただき
ました。
講演をお聞きして、長与・時津の歴史を垣間
見ることができ、大変有意義な時間を過ごすこ
とができました。

８月２７日（日）時津ウォーターフロント公
園にて、とぎつ夏まつりが開催。当日は天気に
恵まれ、町内外から大勢の来場者で会場が賑わ
いました。
出店は年々増え、今
年も充実した内容とな
り、一層賑わいました。
豪華景品があたるス
タンプ会主催ビンゴ大
会、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。
今年は、日本財団の「海と日本ＰＲＯＪＥＣ
Ｔ」へ参加し、例年よりも大迫力の花火が打ち
上げられ、夏休み最後の思い出を彩りました。

ながよオレンジマルシェ
開催に向けて準備中！

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、青年部地域貢献事業として、長与町
主催の平和の集いに「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、
７０年以上絶やさずに守り続けられています。
星野村を訪れて平和の火を採火させていただ
き、その火を集いの会場入口に灯しました。
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。

第３７回 長与川まつり終了
８月２０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。
当日は天候にも恵ま
れ、夏らしい陽気のな
か多くの来場者でにぎ
わいました。子供たちに人気のキャラクターショー
やダンス、盆踊り大会、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。

第３回オレンジマルシェは、１１月４日（土）・
５日（日）の２日間開催。今年も大いに賑わう
ことが予想されます！
多種多様なお店が集うイベントなので、他の
祭りとは少し変わった楽しみ方が出来るのでは
ないでしょうか。
ご出店を希望の方は、是非お申込みください。

とぎつふれあい産業まつり
出店者募集！
とぎつふれあい産業まつりが開催されます。
時津町内のお店をＰＲし、町内の特産品や工
芸品を地元の方により知っていただくためのイ
ベントです！
応募条件など詳細については、同封の募集案
内をご覧ください。
◆日時：平成２９年１１月１１日（土）・１２日（日）
◆会場：イオン時津店１階駐車場内特設会場
◆募集条件：
①西そのぎ商工会員で、時津町内に実店舗
（事業所）があること。会費の未納がない
こと（９月末まで）。
②販売品目は、時津町内で製造・販売して
いる特産品・加工品・工芸品等に限ります。
※販売品目は本業の取扱商品に限ります※
③その他、運営委員会が出店資格を認めたもの。

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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人とキカイが仲良くするお手伝い！

㈱フリーライン
平成１４年より、ソフトウエアの設計・開
発やパッケージソフトの販売、ＡＳＰ事業を
展開しています。
業務支援システムの受託開発の他、最近は、
インターネット環境で利用できる歯科衛生士
向け国家試験対策システム“ＤＨＡＣＳ”を
自社開発し、好評価
をいただいています。
５年前には、ＩＳ
Ｏ９００１を取得。
製品の品質向上と
迅速で丁寧な対応を
心がけています。
住
所
ＴＥＬ／ＦＡＸ
営業時間
営業
時間
店 休 日

長崎市大手１丁目２－２ 藤川ビル２Ｆ
（８７０）７０９１／（８７０）７１２９
８：３０～１７：３０
土・日・祝日

雨漏りでお困りの方、お任せください！

㈱裕翔
（一般社団法人 全日本雨漏調査協会会員）

なぜ雨漏りが止まらないのか？原因が特定
できていないからです。
当社では特許取得技術で雨漏りの原因を
１００％特定します。
紫外線を当てると発光する特殊検査液によ
り漏水経路を特定することができます。
原因が分からなかっ
た場合、代金は一切い
ただきませんので、お
気軽にお問い合わせく
さい。
お待ちしています。
所
住
ＴＥＬ／ＦＡＸ
営業時間
営業
時間
店 休 日

開業セミナー（第１回）

「５年内に売上又は経常利益５％増の企業
を５０社創る」ことを目標に、伴走型支援を
行っています。
（８月末現在）

長崎西彼地区女性部ボウリング大会
4

地域資源探索事業視察（糸島市）

5-6

飲食部会視察研修（大分県）

8

伴走型・需要開拓事前説明会

（８８３）０６８５
８：００～１８：００
日・祝日

５５５作戦 展開中！

９月の行事予定表
3

長与町吉無田郷２０２０－１８ ビーノ栁原６Ｆ

支援企業数

３４社

経営分析・経営計画策定支援
延べ回数

７１回

経済動向調査件数

５９８件

金融審査会９月申込期限
10

開業セミナー（第２回）

11

長崎西彼半島地区商工会役員研修会

14

まちゼミ直前勉強会
日本政策金融公庫定例相談会 ※要予約

20-22 大山商店街販路開拓（伴走型支援）
22

金融審査会１０月申込期限

（３２講座）
23- 10／
20 まちゼミ
24

開業セミナー（第３回）

（８月受付分）
月受付分）
事業所名

代表者名

業

種

ショッピングセン
イオンタウン㈱
後藤 和裕 ターの運営管理
イオンタウン長与
水口塗装

水口 正幸 塗装

地区
長与
長与

スーパーセンター
楢木野仁司 食品・日用品販売 時津
トライアル時津店
らーめん 心晴屋 益田 脩平 ラーメン店

㈱日本政策金融公庫金利情報（８月９日現在） *普通貸付 1.81～2.40％

*経営改善貸付 1.11％

時津

