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01 「とぎつ活性化協力クーポン券

第３弾」の加盟店募集中！

　令和４年７月３０日（土）から１１月３０日（水）までの４ヶ月

間利用できる「とぎつ活性化協力クーポン券第３弾」が販

売開始されました。

　本券は、新型コロナウイルス感染拡大が地域の経済活動

に深刻な影響を及ぼすなか、時津町の消費を喚起し、消費

の拡大と地域経済の活性化に資することを目的としてい

ます。

　取扱加盟店の募集を随時行っていますので、加盟店登録

をされていない店舗（事業所等）については、是非加盟店登

録をご検討ください。

【加盟店申請】

●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

　　　コピーを添付してください。

●提出先

　西そのぎ商工会本所（担当：今村・廣吉）

●加盟店資格

　①時津町内で事業を営む者で、西そのぎ商工会に登録

　　申請を行い加盟店として認められた者

　②加盟店は、時津町内に所在地を置く店舗（事業所等）に

　　限る

　③加盟店の単位は、営業店等毎とする

　④その他西そのぎ商工会（商品券発行事業委員会）で

　　協議し認められた者

　　※加盟店登録料、換金料は無料です。

　その他詳細につきましては、本会ホームページでも随時

情報を公開しますのでご確認ください。

●本会ホームページＵＲＬ

　http://www.nishisonogi.biz/togitsu.php

02 ながよミックン商品券
加盟店募集中！

　長引くコロナ禍に加え昨今の物価高騰により町内の経

済は厳しい状況にあります。これを受け、長与町内各店舗

で使えるプレミアム付き「ながよミックン商品券」を発行

することとなりました。

　７月中旬より長与町内の世帯主の方へ購入するためのご

案内を順次郵送し、申込受付を行っています。

　なお、取扱加盟店を随時募集していますので、下記ＵＲＬよ

り様式をダウンロードしお申込みいただくか、 長与支所へご

連絡ください。

●発行総額　５億１,６００万円（５,０００円×１０３,２００冊）

●販売単価　１冊５,０００円を３,０００円で販売

●使用期限　令和５年２月５日（日）まで

●換金期限　令和５年２月２８日（火）まで

【問い合わせ先】

　西そのぎ商工会長与支所ながよミックン商品券係

　ＴＥＬ： ８０１－４３０４／８０１－４３０５

ＵＲＬ：https://www.nishisonogi.biz/shoplistken1m.php

03 幸福の黄色いクーポン券
キャンペーンを実施します！

　今年度の時津地域商業活性化事業では、「とぎつ活性化

協力クーポン券（第３弾）」の加盟店のうち小規模店舗の利

用促進を目的として、「幸福の黄色いクーポン券事業（幸福

の黄色いクーポン券キャンペーン）」を実施します。

【幸福の黄色いクーポン券キャンペーン　

　　　　　　　　　　　　　　～シールラリー抽選会～】

　消費者が本事業参加店にてＡ券（黄色いクーポン券）を

使用した際に店頭で受け取ったシールを３つ集めて、賞品

が当たる抽選会に応募できます。

　

●参加店舗：６０事業所

※参加店舗一覧は、クーポン券販売時、または参加店の

　店頭にてお渡しします。

※シールがなくなり次第終了します。

※抽選会：令和４年１０月下旬予定　
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会員加入推進にご協力ください！06
　 本会では、 会員事業所の経営に関する相談をどんな小さ

な事でも何度でも無料で受け付けております。

　また、会員の皆様にとっては、商工会は業種を超えて交

流できる場でもあり、また個々の企業では出来ない地域振

興事業に商工会を通じて、貢献いただくことにもつながり

ます。

　このような商工会の機能をさらに強化し拡充していく

ためには、より多くの皆様が商工会にご加入いただくこと

が何よりも大切ですので、会員の皆様を通じた会員加入推

進にぜひご協力ください。

　もし、近隣やお知り合いの中に未加入の事業者がいらっ

しゃいましたら、商工会までご一報ください！　

04 商工貯蓄共済新規加入特別
増強運動がスタートしています！

期間 ： 令和４年６月１日（水）～９月２０日（火）

　商工会では９月２０日（火）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。

●ご加入おススメポイント

　商工貯蓄共済は、「貯蓄・保障・融資」と３つの機能を備

えた商工会員のための共済制度です。

　①毎月積み立てられた掛金の中から、保険料と手数料が

　　年に１度差し引かれ、残りが積立金として管理されま

　　す。

　②ご加入いただいた時から契約期間内は保険料が上が

　　らず、保障内容が変わることはありません。

　③積み立てた掛金を必要に応じて払い出すことが可能

　　です。（一部払出制度）

　　※商工会にて、別途手続きが必要となります。

●資格：商工会員とその家族及び従業員

●掛金：２,０００円／１口

●加入時（保険）年齢・期間

　６歳～６５歳・・・１０年満期

　６６歳～７０歳・・５年満期

※６６歳～７０歳の方が加入できるコースができました。

※保障内容は従来の５５歳～６５歳の方と同条件です。

　（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】

●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

●手数料：１，０００円／１回

●送金時期：１０日、２０日、月末締切

　　　　　　７日後送金

とぎつ夏まつりの中止について

　今年のとぎつ夏まつりのステージイベントなどは、新型

コロナウイルス感染拡大防止のため、中止となりました。

　ご理解いただきますようお願いいたします。
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第４２回長与川まつりの
イベント等中止について

　長崎県内において新型コロナウイルス感染症が急速に

拡大していることに鑑み、８月２１日に開催を予定しており

ました「第４２回長与川まつり」は花火のみの開催となりま

した。

　ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解いただきますよう

お願い申し上げます。

●開催日時（花火のみ）　

　令和４年８月２１日（日）　２０時３０分～

●問い合わせ先

　長与川まつり実行委員会（長与町役場産業振興課内）

　ＴＥＬ　０９５－８０１－５８３６
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長崎総合科学大学と産学連携協力に

関する包括連携協定を締結しました

　本会では、６月１３日に長崎総合科学大学と地域の産業振興

や人的、知的資源の交流と活用を図ることを目的に、包括連携

協定書を交わしました。

　本年度は各事業所の強みや課題等を聞き取り、技術力の見

える化に向けた情報収集や分析等を行います。

　なお、本協定による主な連携協力項目は、次のとおりです。

① 中小・小規模事業者の支援に関すること

② 教育、人材育成に関すること

③ 産業振興に関すること

④ 観光振興に関すること

⑤ 地域活性化に関すること

⑥ 中小・小規模事業者の強靭化に関すること

⑦ その他、協議し同意した連携事業に関すること

09
「ニッポン全国物産展」
出展者募集

　下記日程で「ニッポン全国物産展」が開催されます。

　長崎らしさのある特産品を製造している方、新商品を県

外でＰＲしたい方など、ご興味のある方は商工会までお問

い合わせください。

●会期：令和４年１１月１８日（金）～２０日（日）

●会場：池袋サンシャインシティ

●主催：全国商工会連合会

●費用：出展料２万円（その他什器等は出展者負担）

●申込：９月１日（木） までに商工会にご連絡ください。

05
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絆感謝運動で清掃活動を

行いました
第２回理事会報告

13 部会総会報告

　６月４日「若い経営者の主張大会長崎・西彼半島地区予

選会」を開催しました。

　本会青年部から、安田舟平さん（安田産業汽船株式会社）

が出場し、５人の出場者の中で最優秀賞を受賞されまし

た。安田さんは、７月１３日に開催された令和４年度若い経

営者の主張大会県大会に長崎西彼地区代表として出場さ

れ「海上交通が果たす地域への恩返し」のテーマで発表

しました。

　惜しくも県知事賞は逃さ

れましたが、青年部活動や

事業について熱く語ってい

ただき、多くの青年部員の

心に響く発表となりました。

11 若い経営者の主張大会結果報告

　７月１５日令和４年度第２回理事会を商工会本所で開催し

ました。

　議題は、１.会員加入承認の件、２.第１回一般会計補正予

算の件、３ . とぎつ活性化クーポン券発行事業特別会計収

支予算の件、４．ながよミックン商品券発行事業特別会計収

支予算の件、５．長崎県立長崎高等技術専門校との包括連携

協定の件、６．小規模企業振興委員会報告の件、７．支所の暫

定統合に係る進捗状況の件など、７つの議案の他報告事項

についての説明が行われました。

　会員加入承認の件については、４月の第１回理事会以降

に申し込みのあった９件の会員加入申込について審議が

行われ、いずれも加入が承認されました。

　また、長与町と時津町が発行するプレミアム付クーポン

券の発行事業を本会が受託することに伴う関連予算につ

いても、一般会計の補正予算と特別会計の予算がそれぞれ

計上され、原案のとおり承認されました。

　長崎県立長崎高等技術専門校との包括連携協定の件に

ついては、本会としては、長崎外国語大学、長崎総合科学大

学に続く産学連携協力に関する包括協定となりますが、特

に雇用確保や技術力向上の分野においての協力関係を強

化・発展させていくことなどを目的としており、理事会で

の承認を受けて、今後協定締結に向けての具体的な作業を

進めていくことになりました。

　支所の暫定統合に係る進捗状況については、今年１０月

に予定している長与支所と本所の暫定統合に向けた準備

について、現在の状況と今後の予定について説明が行わ

れ、承認されました。

　報告事項では、時津地域商業活性化事業「黄色いクーポ

ンキャンペーン」の実施内容と、第４２回長与川まつりの件

についての報告が行われました。

　青年部では、６月１３日（月）に絆感謝運動の一環として長

与中央商店街を中心に清掃活動を行いました。

　商工会前の商店街を中心に、空き缶やたばこの吸い殻等

を拾い集めました。

　青年部では、今後も地域貢

献の気持ちを大切に活動して

参ります。

　令和４年度の各部会総会は、新型コロナウイルス感染拡

大防止の観点から書面にて開催されました。

　承認された議案については以下のとおりです。

■建設・工業部会■

　総会開催日：６月２３日（木）

　書面決議数：１５５

－提出議案－

　第１号議案：令和３年度事業実績について　　　　　　

　賛成１５５

　第２号議案：令和４年度事業計画（案）について

　賛成１５５

■商業部会■

　総会開催日：６月２３日（木）

　書面決議数：２９１

－提出議案－

　第１号議案：令和３年度事業実績について　　　　　　

　賛成２９１

　第２号議案：令和４年度事業計画（案）について

　賛成２９１
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令和４年度伴走型小規模事業者

支援推進事業が採択されました！
　この度、本会では令和４年度伴走型小規模事業者支援推

進事業の採択を受けました。

　本事業では、小規模事業者が抱える課題を解決する取組

等について、商工会が伴走型支援を行います。

　会報第１６３号（２０２２年４月発行）に同封しました「支援希

望調査について」の回答状況に基づき、支援先の選定を行

い、支援予定の皆様には、個別にご連絡いたします。

【支援テーマ】

①【経営分析】個社の強み、弱みを確認させることによる個

　　　　　　社の気づきの提供

②【事業計画策定】個社の目標達成に向けた事業計画策定

　　　　　　　　 から実践にいたる支援

③【販路開拓】新たな需要の開拓に寄与する事業

※支援対象者は小規模事業者のみとなります。

※本事業に関わらず、通常の相談は常時承ります。
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●長崎障害者職業センターからのお知らせ●

　長崎障害者職業センターでは、障害者雇用のご相談等を

無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。

【問い合わせ先】

ＴＥＬ　０９５ー８４４ー３４３１

メール　nagasaki-ctr@jeed.go.jp



　おひとりでも気軽に入りやすい串カツ居酒屋です。

　 山のウエノ豚の豚バラ、豚ヒレなど地元の食材を使用し、

壱岐のよこやまを中心とした日本各地の日本酒を取り揃えて

います。

　 素材の美味しさを活かした薄衣で、何本食べても胃もたれ

しない串カツです。なかでも、大阪直送の紅しょうがは是非

食べていただきたい１品です。

微酔彩膳　まきや時津

テイクアウトもできます！！

０９０（５４９８）６５５６

１８ ： ００～２３ ： ００

月曜日

時津町浜田郷１３ー１

8月の行事予定

12 日（金）
マル経融資申込期限

9月の行事予定

9日（金）
マル経融資申込期限

20 日（火）
金融審査委員会

22日（木）～ 28 日（水）
ながさき商談会事前セミナー

15 日（月）
夏季休館

利率(年利)

㈱日本政策金融公庫（一部利子補給制度あり）  
　普通貸付    　　 　２．０１% ～
　小規模事業者経営改善貸付   １．２１%
　新型コロナウイルス感染症特別貸付  １．２１% ～
　新型コロナウイルス感染症関連経営改善貸付  ０．３１% ～
長崎県  
　創業バックアップ資金   １．６５%
　経営安定資金（長期資金）   １．９５%
長与町（利子補給制度あり）  
　小規模企業振興資金    ２．００%
　小規模企業創業支援資金   ２．００%
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mani mani 谷﨑佐智子

㈲畠田工業 畠田　恭欣
友ステーションＲＧ 水戸部洋美

Belle 中崎　美鈴

宮城　忍宮城設備

美容室

鳶工
新体操インストラクター

エステサロン

管工事

長与町
三根郷
長与町
高田郷
時津町
野田郷
時津町
浜田郷
長与町
岡郷

事業所名 代表者名 業種 地区 制度の種類

CLOSEUPCLOSEUP

　シロアリ予防・駆除工事の専門業者として営業してい

ます。シロアリ業者に対する不安・不信感を払しょくし、

「安心」「信頼」できる業者を目指しております。

　特に駆除の場合は高額ですが、当社は被害箇所に重点を

おき、家全体を駆除しませんので低価格で５年保証。

　５００万円保険付きもあります。

　詳しくはＨＰをご覧ください。

http://www.urakawa-shouten.com/

長与

シロアリや害虫対策、床下換気扇の設置などはお任せ！

浦川商店

０９５（８８３）４４３８

９ ： ００～１８ ： ００　

土・日・祝日（この限りでない）

長与町高田郷

　　　　　　１１９６ー１５３

時津中央
公園

塩本
金物店

セブン
イレブン

森事務所

フルタチ
カーケアセンター

長与南小

天満宮
公園

●休館日のお知らせ●

　商工会は８月１５日（月）を夏季休館とさせていただきます。ご

迷惑をおかけいたしますが、ご理解くださいますようお願いい

たします。

　なお、それに伴い、時津町ごみ袋、とぎつ活性化協力クーポン

券、長与共通商品券等、窓口でのお取り扱いもできませんので、

お早めにご対応くださいますよう、併せてお願い申し上げます。

●口座振替のお知らせ●

　本年度第２回会費等の口座振替日は、８月１５日（月）です。

　残高のご確認をお願いいたします。

22 日（月）
金融審査委員会
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