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東京での需要開拓事業を実施

長与町地域経済活性化会議

伴走型小規模事業者支援推進事業（５５５作
戦）の一環として、９月２０日～２２日に東京
で需要開拓事業を実施しました。
自社の経営分析や経営計画策定に取り組んだ
小規模事業者等を対象として、個社支援の観点
から取り組みを行いました。
今回は長与町の「ワルツの森ひさ家」「燻製
工房熏助」、時津町の「くるりのパン」「ステ
ンドグラス無限工房」が事業に参加しました。
①まるごとにっぽんでの商談会議
地域産品売場の店長及
び担当バイヤーに対し、
各社製品のプレゼンテー
ションを行いました。
自社製品の特長（材料・
製法・利用シーンなど）
をアピールするとともに、改良点の発見にもつ
ながりました。提案した商品のなかにはバイヤー
の関心をひくものもあり、今後の展開に期待す
るところです。
②大山商店街での展示販売
当商店街のイベントス
ペースでは頻繁に催事や
販売会が行われており、
地域産品の販売拠点となっ
ています。
参加事業者は消費者の
地域産品に対する関心や
認識に触れながら販売を行いました。
持ち込んだ商品を完売する事業者もあり、自
社認知度のない環境のなかでも商品の良さや利
用シーンを提案しながらの販売は、よい経験と
なりました。

伴走型小規模事業者支援
推進事業を活用して長与町
地域経済活性化会議（長与
町中央商店街等対策事業）
を開催しています。
本年５月にオープンした
イオンタウンの周辺事業者に対する影響調査を
はじめ、中央商店街等の活性化、空き店舗対策、
個店の魅力アップ等の課題解決を目的に、対策
委員会を設置し、多角的に協議を行っています。
影響調査では、事業者の対策は「自店の専門
性の向上」「広告宣伝の強化」が多数を占めま
した。これを受けて個店支援と、長与町中央商
店街の方向性を導き出すために、本委員会で今
後も協議を行ってまいります。

とぎつふれあい産業まつりが
開催されます
１１月１１日（土）・１２日（日）の２日間、
イオン時津店１階特設会場にて、各１０時より
とぎつふれあい産業まつりが開催されます。
時津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！
当日は、親子で楽しめるイベントショーや体
験ブースを設ける予定です。ご来場お待ちして
います！
※出店の募集条件について※
①西そのぎ商工会員であって、時津町内に実店
舗（事業所）があること。また、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
目が本業とする範囲外の場合は出店できません。
③その他、運営委員会が出店資格を認めたもの。

◆募集締切：１０月６日(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
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第４回まちゼミ開催中です！

地域資源活用リビングラボ
糸島を視察しました！

９月２１日から第４回まちゼミを開催してい
ます！
１週間が経過し、既に参加された方、参加申
し込みをされた方もいらっしゃるかと思います
が、今からでも申込可能な講座もあります。ど
うぞご参加ください！
講座の詳細は９月１８日に発行された新聞折
込みチラシ、各店に置かれているチラシ、また
はＦａｃｅｂｏｏｋ「西そのぎまちゼミ」専用ページ
(https://www.facebook.com/nishisonogimachi
zemi/)にてご確認ください。

９月４日（月）第２
回地域資源活用リビン
グラボは、２５名が参
加し、糸島市の視察研
修を実施しました。
糸島市は、東側が福
岡市、南側は佐賀県と
接し、ＪＲが東西に通っており、近年ベッドタ
ウン化が進んでいます。
また豊かな自然環境や、カフェ等飲食店舗の
増加、福岡都心まで都市高速またはＪＲ利用で
３０分程度という立地もあり、観光地・移住先
としても注目を集めている地域です。
開業セミナーで「夢」実現へ！
視察は、午前中が①糸島市商工会②専門家の
講話、午後は③市内見学をしました。
①糸島市商工会
地域での創業者支援を
実はこれといった特産品はなく、また、行政
目的とし、９月３日、１０日、
や商工会が先頭に立って何かをしたわけでもな
２４日の３日間にわたり、
く、自然といろいろな要素が組み合わさり今の
「開業セミナー」を開催。
発展につながった。
経営が全く初めての方
個店がそれぞれに情報発信、イベント開催な
から、開業間もない方ま
で１７名が受講し、開業の基礎から学びました。 どを行い、徐々に事業者が集まってきた。ただ、
最終的にビジネスプランの発表を行い、修了 新規創業者への行政からの補助金は地域出店の
後押しとなっている。
証の授与を執り行いました。
また、海沿いのエリアは、夏だけでなく、冬
グループワークや交流会で互いに意見を交わ
し合う中で、仲間づくりにもつながり、夢実現 も牡蠣小屋で賑わう。
へ向けての第一歩となりました。
②ＪＴＢ総合研究所（篠崎 宏 執行役員）
糸島のまちづくりの
形成は、１軒のカフェ
有期雇用が無期雇用になります
（ＳＵＮＳＥＴ）のオー
プンとＪＡ産直市場か
平成２５年の労働契約法の改正により、有期 ら始まった。
労働契約が反復更新されて通算５年を超えたと
民泊新法の創設によ
きに、労働者の申込みにより、期間の定めのな り、安価な長期ステイ
い労働契約（無期雇用）に転換されることに定 の新たな観光スタイルが生まれる可能性がある。
められています。
地域振興に活かせるのではないか。
法施行から５年を経過するので、平成２５年 ③市内視察
４月に採用した従業員は、平成３０年４月から
商工会理事で観光協
適用になりますので注意ください。
会会長でもある白糸酒
お問合せ：長崎労働局☎０９５-８０１-００５０
造、糸島クラフトフェ
スをたちあげた研窯、
長崎県最低賃金が変わります！ 海沿いエリアのカフェ
や産直店を視察。
平日にもかかわらず、海沿いのエリアは若者で
平成２９年１０月６日より
賑わっていた。
○次回のリビングラボは、商品開発について
１時間
の講話と試作品検討会です。興味のある方は、
に改正されますので、
ご注意ください。
商工会にお問い合わせください。

７３７円
７３７

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す！
商工会女性部では、フリーアナウンサーとし
てご活躍されている峰下和子氏を講師に招聘し、
「おもてなし」につながる心がけについての講
習会を開催します。
経営者として、また経営者を支える家族とし
て、女性ならではの視点でできる心がけのヒン
トをみつけてみませんか？
皆様のご参加お待ちしています。
1.日

時：１０月１０日（火）
１３：３０～１５：３０
2.場 所：西そのぎ商工会３Ｆ研修室
3.申 込：ＦＡＸまたはお電話にてお申し
込みください。
4.参加費：無料

商工貯蓄共済へのご加入
ありがとうございました
９月１１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２４８口
の新規加入をいただき、県連の目標口数を上回
る成果(１２７％)を上げることができました。
県下の商工会では６番目の成績でした。
ご協力ありがとうございました。
なお、「ケガ」「病気」「が
ん」「生命」の各種保障の福祉
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２９年度

飲食部会視察研修リポート
長崎西彼半島地区商工会
役員研修会
９月１１日、ホテルニュー長崎で６商工会の
役員研修会が開催されました。本会からは、１２
名の役員が参加しました。
①「働き方改革」に伴う対応
政府の非正規化雇用の処遇改善、長時間労働
の是正、子育てや介護と仕事の両立を実現する
ために生産性の向上策を研修しました。
生産性向上には、指示は、納期と精度を同時
に伝える。内輪の資料は新たに作成しない。会
議は、ゴール時間を宣言するなどの実践例が紹
介されました。
②役員の事例報告
本会の橋口商業部会長が、まちゼミの取り組
みを発表しました。
まちゼミでは、「店主が主体となり、店主が
自ら地域を考え、店主が行動を起こす」という
理念を力説されました。

ながよオレンジマルシェ
開催目前！
今年開催される第３回オレンジマルシェは、
１１月４日と５日の２日間に分けての開催となっ
ております。
昨年よりも多くのご出店に加え、長崎外国語
大学が開催する外語祭と連携した無料送迎バス
も運行しますので、お越しの際には是非ご利用
ください。
皆様のご参加を、心待ちにしております。

飲食部会（部会長 廣
田敏幸）は、９月５日
（火）～６日（水）１泊
２日で大分別府方面の
視察研修を実施いたし
ました。
総勢９名と若干少数
の参加でしたが、有意義な研修となりました。
今回の最大の目的は宿泊地に選んだ別府最大
級のホテルである“杉乃井ホテル”そのもの自
体、又当然ながら道中の“道の駅”などの食に
ついてです。
さすがに杉乃井はテレビＣＭでもよく見かけ
ていましたが、夏休み明けにも拘わらず満員盛
況、圧巻のバイキングはあまりのメニューの多
さに驚かされました。恐らく他の追随は許さな
い規模でしょう。
他にプール、カラオケ、ボウリング場施設等々
あり、別棟までを数台の専用バスでピストン送
迎、ロケーション的には別府の歓楽街より少々
山手に位置し、ここまで囲い込みが出来ていれば
別府の夜の観光は？？ではないでしょうか。ひょっ
としたら異端児的な存在なのかもしれません。
他には、道すがら神仏混淆の形式をそのまま
残し、諸事祈願成就に大変ご利益があるとして
たくさんの参拝の人々が訪れている「高塚愛宕
地蔵尊」や２００６年１０月３０日開通、高さ
１７３ｍ（水面より）、長さ３９０ｍ「九重夢
大吊り橋」も見学して参りました。
参加者の業種は、割烹、スナック経営の方々
であり、親睦を深められて今後の連携にさらに
プラスとなったようです。

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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車に関することなら、お気軽に！

真心をおくるセイコー堂 創立４８年

㈲富士自動車

㈲セイコー堂

打坂から時津方面へ降りてすぐ左手
～近隣の皆様への恩返しを第一に～
時津町で営業３０年の実績、スズキの看板
が目に飛び込んできます。
普通車から軽自動車、全ての車種にわたり
販売、修理、鈑金、車検を行っています。
また、お客様のご希望に添えるよう日々努
力させていただきたいと
思っておりますので、小
さなことでもお気軽にご
相談ください。
皆さまのお越しをお待
ちしています。

真心をおくるセイコー堂をモットーとして
昭和４５年からこの地(滑石のダンクユー内)
にて営業しています。腕時計・掛時計・めざ
まし時計・各種舶来ブランド時計の販売及び
修理も行ってます。宝石・貴金属も並行して
販売・修理・リフォームを手掛けています。
当店で婚約指輪をお買い求
めになると、幸せな未来が待っ
ていることを保証します。
新しいパンフレットを商工
会にも置いているので、お手
に取ってご覧ください。ぜひ
お気軽にご来店ください。

ＴＥＬ／ＦＡＸ
営業時間
営業
時間
店 休 日

（８８２）５５７８／（８８２）９７３８
横尾入口
９：００～１８：３０
日曜・祝祭日

住
所
ＴＥＬ／ＦＡＸ
営業時間
営業
時間
店 休 日

10月の行事予定表
3

西彼道路・長崎南北道路要望活動

4

管理職研修①

5

女性部役員会

10

女性部講習会

（８５６）７４１５
９：３０～２０：００
正月（元日・２日）

５５５作戦 展開中！
「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。
９月は１ページに詳細がありますが、商談
会・物産展を開催しました。
（９月末現在）

支援企業数

３６社

経営分析・経営計画策定支援
延べ回数

９１回

商談件数

４件

物産展参加社数

４社

10-11 ウルトラＤ
11

第３回リビングラボ

13

金融審査会１０月申込期限

16

第３回長与町地域経済活性化会議
小規模振興委員会

18

管理職研修②

19

日本政策金融公庫定例相談会

9／ -20
23

長崎市滑石５丁目１-１５ ダンクユー内

まちゼミ

（９月受付分）
月受付分）

25

とぎつスタンプ会総会

26

雇用創出協議会セミナー

27

金融審査会１１月申込期限

事業所名
㈱本上

代表者名

種

地区

本多 太巳 土木建築業

時津

㈱日本政策金融公庫金利情報（９月１３日現在）
*普通貸付 1.81～2.30％ *経営改善貸付 1.11％

業

