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西そのぎ商工会LINE公式アカウント始めました！友だち登録よろしくお願いします！

とぎつ夏まつり 2019とぎつ夏まつり 2019

　本会の時津支所並びに長与支所では、時津町・
長与町それぞれの町で令和元年１０月から令和２
年３月まで利用できる「プレミアム商品券」を９月
２９日より販売開始します。
　それにともない、本会両支所では加盟店の募
集を行いますので、加盟店を希望される事業所
は期限までに登録申請を行ってください。

〒851-2128　長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷431-4
TEL095-883-2145／FAX095-883-2149

　今年もこの季節がやってきました！ダンスス
テージや盆踊り大会など、楽しい催しが盛り沢
山！ご家族お揃いで是非ご来場ください！
　協賛金・出店募集については、同封の案内を
ご覧ください。

 ◎日　時：２０１９年８月２５日（日） １５ ： ００～
 ◎場　所：時津ウォーターフロント公園
 ◎お問合せ：とぎつ夏まつり実行委員会
            （時津町役場産業振興課内）
             TEL ８８２－２２１１
▼△▼△▼△協賛金申込み受付中▼△▼△▼△

「とぎつプレミアム商品券」
　「ながよプレミアム商品券」

の加盟店募集のご案内

「とぎつプレミアム商品券」
　「ながよプレミアム商品券」

の加盟店募集のご案内

1．申請書類
加盟店登録申請書兼誓約書（様式 1）
　 ※振込口座確認のため、通帳の「表紙」「見開き
　　部分」のコピーを必ず添付してください。

2．提出期限
令和元年７月２５日（木）

西そのぎ商工会経営支援課　
　　【時津地区】時津支所（担当：堀・山口明）
　　【長与地区】長与支所（担当：田中・松山）

3．提出先

4．加盟店の資格
時津町内又は長与町内に店舗を有し、次のいず
れかの要件に該当すると認められた者。
 　①商工会会員で登録申請を行った者。
　 ②新規に登録申請を行い、認められた者。
 　③その他西そのぎ商工会商品券発行事業委
　　 員会で協議し加盟店として認めた者。
　 ※同一事業所が両方の町で重複して登録す         
　　 ることはできません。いずれか一方の町の
　　 みでの登録となります。

5．加盟店登録料
商工会の会員は無料ですが、非会員は有料（法人
６万円、個人３万円）です。
　 ※換金料は会員・非会員とも無料です。

６. 加盟店説明会

その他詳細については、同封の「加盟店募集の
案内文書」等で内容をご確認ください。
また、本会 HP でも随時情報を公開しますので
ご確認ください。http://www.nishisonogi.biz/

「とぎつプレミアム商品券」加盟店に登録された
事業者向け
   ①開催日時：令和元年８月２８日 (水 )
　　  【午前の部】１０時より 【午後の部】１４時より
　 ②開催場所：西そのぎ商工会本所３階研修室
　※「ながよプレミアム商品券」加盟店向け説　
　明会は実施されませんのでご注意ください。

※換金料は会員・非会員とも無料です。

第３９回長与川まつり第３９回長与川まつり

　８月１８日（日）「第３９回長与川まつり」が開催さ
れます。今年も長与総合公園ふれあい広場を会
場に、ステージイベントや夜店、そして例年より
も多い約３０００発の花火など夏を彩る楽しいプ
ログラムが準備されています。

 ◎日　時：２０１９年８月１８日（日）  １６ ： ００～
 ◎場　所：長与総合公園ふれあい広場
 ◎お問合せ：長与川まつり実行委員会
            （長与町役場産業振興課内）
　　　　　   TEL ８８３－１１１１
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会報のバックナンバーは、商工会ホームページ「時津・長与ウォーカー」でご覧いただけます。

　６月１３日（木）商業・
サービス・飲食初の３
部会合同総会と工業・
建設業の２部会合同総
会が、商工会時津本所
と割烹満寿美に於いて
それぞれ開催されまし
た。共に平成３０年度事業実績、令和元年度事業
計画が原案どおり可決承認されました。
　商業・サービス・飲食部会に関しましては、
　　　　　　　　　　　総会に先立ち、午後４
　　　　　　　　　　　　　　　　時より㈱ビジネスナビ
　　　　　　　　　　　　　ゲーターの中野厳章税
　　　　　　　　　　　 理士を招聘して「消費                
                       税 軽 減 税 率 制 度 と   
　　　　　　　　　　　 キャッシュレスセミナー」   
　　　　　　　　　　　　　も開催されました。
　総会終了後は割烹満寿美にて５つの部会（総勢
６０名余）が一堂に会し、懇親会を開催し更なる交
流の和を広げていました。

令和元年度　部会総会報告令和元年度　部会総会報告 「開業セミナー」を開催します！「開業セミナー」を開催します！

　第３回開業セミナーを下記のとおり開催しま
す。セミナーではこれから創業したい方、また創
業して間もない方が、４日間の実践的セミナーで
創業に関する知識や具体的な創業計画の策定に
ついて各専門家より講義を受け学ぶことを目的
としています。
　本会では“夢を叶える”“創業をバックアップ”
するという運営方針のもと、受講後も継続的な
フォロー体制で創業者をしっかりサポートしま
す！　是非この機会にご参加ください。

◎日　時：①８月３１日（土） １３:００～１８:００
　　　　　②９月　１日（日） 　９:００～１２:００
　　　　　③９月　７日（土） １３:００～１８:００
　　　　　④９月　８日（日） 　９:００～１２:００
◎場　所：西そのぎ商工会本所３階研修室
◎対象者：独立開業を目指す方、新規開業後
　　　　　３年以内の方、開業に関心がある方
◎受講料：１０，０００円（税込 ・ ４日間分）　
　　　　　※７月末迄のお申込みで半額に！
◎定　員：２０名　※先着順
　　　（時津町・長与町以外の方も参加可能）
なお、その他の詳細および申込みについては、
同封チラシ及び専用ホームページでご確認く
ださい。　https://www.sougyo-juku.com/

「働き方改革セミナー」
を開催します！

「働き方改革セミナー」
を開催します！

　一億総活躍社会実現に向けた、「働き方改革」
に関する法案が４月に施行されました。
　国をあげての取り組みも本格化し、企業は長
時間労働を是正しながら、同時に生産性も向上
させるという難題に取り組む必要があります。
　本会においては、多様で柔軟な働き方を選択
できる社会の実現と、企業として取り組むべき
課題をつなげるためのポイントを説明します。
　終了後には個別相談会も開催しますので、是
非この機会にご参加ください。 

◎日　時：７月１９日（金）１３ ： ３０～
◎場　所：西そのぎ商工会本所３階研修室
◎申　込：同封案内にて７月１１日（木）までに
　　　　　お申し込みください。

　この商談会は商工会地域を中心に魅力ある商
品の、国内・海外販路拡大のためのビジネスチャ
ンスを設ける事を目的に開催されております。
　バイヤー等に関しては国内の中小規模流通業
者を招聘しており、少量生産でも『長崎らしい』
『こだわりの商品』などを扱う事業者の方や、商
談会を経験したことがない事業者の方はこの機
会に是非チャレンジしてみませんか？

「魅力発信！ながさき商談会
2019」のご案内

「魅力発信！ながさき商談会
2019」のご案内

◎日　時：
　令和元年１０月３０日（水）１１ ： ４５～１７ ： ００
　　　　　展示商談会＋個別商談会
　令和元年１０月３１日（木）９ ： ００～１４ ： ００　　
　　　　　個別商談会のみ　　　　
◎場　所：ホテルニュー長崎３F
◎締　切：７月１０日（水）
申込等詳細は商工会各支所へお尋ねください。

商工貯蓄共済加入のご案内
 商工貯蓄共済は「保障・貯蓄・融資」の３つの機
能を組み合わせた、商工会員のための共済制度で
す。
加入資格：商工会会員とその家族及び従業員
共済掛金：１口　２，０００円
加入期間：１０年満期
（更新時は健康状態にかかわらず継続可）
詳しくは、商工会へお気軽にお尋ねください。　 
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売上を伸ばしたい、販路開拓したい、商品開発をしたい・・・商工会がお手伝いします！

　青年部では、６月１０日（月）、「“絆”感謝運動」を
実施しました。同運動は、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
街を中心に周辺の清掃活動を行いました。
　町民の皆さんの日頃
からの心遣いでゴミは
それほど多くありませ
んでしたが、空き缶、た
ばこの吸い殻などを中
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。

就職応援サイト「Ｎなび」登録を！就職応援サイト「Ｎなび」登録を！

　「Ｎなび」とは、長崎県が提供するインター
ネットの求人・求職者情報提供サービスです。
　求職者に対しては、県内企業の情報や求人情
報を提供し、県内企業に対しては、求職者情報を
提供することで、県内における求人・求職者の
マッチングを促進します。
　また、県内就職を促進するために、県内外で開
催される合同企業面談会や業界研究などのイベ
ント情報も併せて提供します。
　すべてのサービス（情報登録、検索、閲覧、メー
ル連絡機能）が無料で利用できます。閲覧は自由
にできますが、メール連絡機能をご利用する際
は登録が必要です。
　https://n-navi.pref.nagasaki.jp/

青年部全国統一事業

「“絆”感謝運動」を実施しました

青年部全国統一事業

「“絆”感謝運動」を実施しました

　女性部では６月１３日（木）に花いっぱい運動を
実施しました。梅雨間近の青空のなか、部員同士
賑やかな雰囲気で、マリーゴールドやナデシコ、
ポーチュラカの苗など約２２０株を長与支所周辺
の道路沿いに植込みを行いました。道路沿いは
鮮やかな花々で彩られました。商工会にお立ち
寄りの際はゆっくりご
観賞ください。
　花いっぱい運動は、
１１月にも再度実施しま
す。
　女性部と一緒に活動
してみませんか？

女性部全国統一事業

「花いっぱい運動」を実施しました

女性部全国統一事業

「花いっぱい運動」を実施しました

小規模事業者持続化補助金
のご案内

小規模事業者持続化補助金
のご案内

　平成３０年度補正小規模事業者持続化補助金の
二次締切分が申請受付中です。申請に必要な計
画書の策定には時間を要しますので、お早目に
ご相談ください。
　公募要領、申請様式など詳細については長崎
県商工会連合会ＨＰに掲載されていますのでご
確認ください。

◎目　的：小規模事業者の販路開拓への取り
　　　　　組みを支援
◎対象者：小規模事業者
◎内　容：販路開拓等の取り組み
　　　　　※例：新規顧客獲得のための看板
　　　　　　設置、パンフ・チラシ作成配布、
　　　　　　新聞や雑誌への広告、HP 作成、商
　　　　　　談会
◎補助率：２／３
◎補助上限：５０万円（増額要件あり）
◎公募締切（第二次）：令和元年７月３１日（水）

◎商工会締切（第二次）：令和元年７月２４日（水） 

　商工会では、時津警察署と共催し、安心・安全
な地域づくりのために子供たちの防犯教育に参
加しています。
　６月７日（金）に長与保育園にて、時津警察署の
キャラクター『鍵にゃん』の誕生日会が行われ、
松田福利厚生委員が参
加しました。
　園児３０名に『鍵かけ
任命証』と、商工会が
用意したお菓子のプレ
ゼントが手渡されまし
た。
　今後もこのような機会を通して、地域への貢
献を行うとともに商工会のＰＲを行っていきた
いと思います。

地域貢献事業に参加

～鍵にゃん誕生会～
地域貢献事業に参加

～鍵にゃん誕生会～

●レジ補助金
◎対象：中小の小売事業者等
◎補助：３／４、１台２０万円まで
　　　　（１事業者あたり最大２００万円）
　　　　３万円未満のレジは４／５
　　　　受注システム１５０万円
　　　　請求書管理システム１５０万円など
◎公募：令和元年９月３０日（月）まで
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ビューティーサロンハマビューティーサロンハマ

☎

営

休

🏠

髪のうつくしさを追求する店髪のうつくしさを追求する店

あまのや　藤村昆布海産㈲あまのや　藤村昆布海産㈲

　創業６０有余年。北海道産昆布をはじめ、長
崎県産煮干・あご、国産にこだわった海産物
を取り扱っております。
　昔ながらの日本の食卓を大切に、家族の健
康を守りたい、その願いの込められた商品ば
かりです。
　御予算に応じた
各種ギフトも多数
取り揃えておりま
す。ぜひお気軽に
お立ち寄りくださ
いませ。

☎

営

休

🏠

（８８６）８８１８

１０：００～１７：００

日曜・祝日

左底郷２７６－５

和食のうま味を伝えたい和食のうま味を伝えたい

西そのぎ商工会で検索！　　　　　　　西そのぎ商工会　　　検索

　　　　　 制度の種類  

㈱日本政策金融公庫普通貸付

㈱日本政策金融公庫経営改善貸付

県創業バックアップ資金  

長与町小規模企業振興資金　　

県経営安定資金（長期資金）  

(令和元年６月３日現在)

健康診断・ボウリング大会・永年勤続表彰
申し込み受付開始！

健康診断・ボウリング大会・永年勤続表彰
申し込み受付開始！

　福利厚生委員会３事業について申込受付を
開始します。詳細はそれぞれの同封文書をご
確認ください。
　なお、健康診断、ボウリング大会は先着順
となっていますので、お早目のお申し込みを
お願いします。
　また、永年勤続表彰は、県内中小企業等に
３０年以上勤務し、商工会からの推薦があった
方に対し、長崎県より感謝状を贈呈するもの
です。要件に該当される方がいらっしゃる事
業所は是非ご推薦ください。

7月の行事予定表

　頭皮にみずみずしい潤いを与え、健やかな
美しい髪を保つオーガニック成分のシャン
プー、トリートメントにこだわってきました。
　開業して４７年。私達の仕事、成長、向上をす
る事でお客様にアピールし、ベテランのス
タッフと共にヘアーだけでなく、特に成人式
のヘアーメイク、着付に対応できるサロンに
なりました。
　これからも健康の続く
限り、お客様を美しくさ
せていただく仕事に誇り
も持ち、勉強を続けたい
と思います。

（８５７）１２５３

９：００～１８：００

高田郷２－４

時津警察署　七夕飾りつけ

マル経融資申込期限

長与川まつり出店申込締め切り

とぎつ夏まつり出店申込締め切り

働き方改革セミナー

第２回理事会

女性部地域発見ウォークアラウンド

事業所対抗ボウリング大会

長与川まつり出店説明会

持続化補助金第二次公募締め切り

月

木

火

水

金

1

16

19

24

31

利率(年利％)

2.16～2.45％

   1.21％

   1.65％

   2.00％

   1.95％

（６月受付分）

　　事業所名 　　代表者名　　　  業種      地区
時津町
浦郷屋台みそラーメン市

島原らんらん市場

㈱アグリューム

木下　法子

松尾　公春

濱口　格

ラーメン店

野菜・惣菜等販売

農産品生産、販売

時津町
野田郷

長与町
岡郷

(注)別途保証料が
　　かかります

(注)

(注)

(注)

毎週月曜日
第３日曜日 光

晴
会
病
院

百
合
幼
稚
園

小麦工房
ブール

18

26 金

水

西友
道の尾店

太平軒

サン・
オノフレ

時津なづみ
児童館

12 金
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