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01 商工貯蓄共済へのご加入
ありがとうございました！

　６月より実施してまいりました「商工貯蓄共済新規加入

特別増強運動」は、期間中多くの新規加入をいただき、本年

度も目標口数を上回る成果をあげることができました。

　ご加入いただきました会員の皆様をはじめ、推進にご協

力いただきました役員・青年部・女性部の皆様に心より

お礼申し上げます。

---------- 商工貯蓄共済とは ----------

「１つの掛金で３つの備え」

　商工貯蓄共済は「貯蓄」「融資」「保障」の３つの特色を組

み合わせた、商工会員のための共済制度です。

１　加入資格：商工会員とその家族及び従業員

２　掛金：２，０００円／１口

３　加入時（保険）年齢・期間

　①６歳～６５歳 ・・・１０年満期

　②６６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。

02 支所暫定統合について

　会員の皆様には既にお知らせしていますが、１０月１日付

けで支所の暫定統合を行いました。

　今後長与支所については、原則として週２日、火曜日と

金曜日に事務所を開設することになりますが、商品券や相

談お申込みについては、９月までの取扱いが一部変更にな

りました。

　つきましては、特に長与地区の会員の皆様は、既に配布

済みの「支所の暫定統合に伴う長与支所の体制について」

によりご確認いただきますようお願いいたします。

　なお、ご不明な点がございましたら、商工会事務局まで

ご連絡ください。　

03 新規会員をご紹介ください！

　商工会の会員になることにより、事業の信用を高めるだ

けでなく、その幅広い活動を通じて地域発展への貢献にも

つながります。このようなメリットを維持していくために

は、会員増強による組織力の強化が必要となりますので、

是非、未加入の事業所をご紹介ください。

事業所名：炭火焼肉あおい

代　　表：宮﨑　将

地　　区：長与町高田郷

事業所情報

　平成２３年、長与町の県道３３号線沿いに設立。「美味しい

ものを・安心して・みんなが食べられる焼肉店」という経

営理念のもと営業しています。

１　商工会に加入したきっかけ

　「商工会費月額１， ０００円は絶対に安いから！」と商売をし

ている友人から勧められたことがきっかけです。

２　コロナ禍での取組みと商工会との関わり

　コロナ禍で飲食店の利用が激減し赤字の状態が続いて

いたことから店舗のみの営業に限界を感じ、販路拡大のた

め事業再構築補助金に商工会支援のもとチャレンジしま

した。

３　商工会を利用した感想

　入会して本当によかったです。専門家を紹介してもらう

ことや、違う分野の経営者の方々と知り合う事で、新しい

知識を得るなどの収穫があり、自分自身がアップデートで

きました。

４　今後商工会に期待すること

　自分がやりたい事や実現したい事を自分以外でこんな

にサポートしてくれる機関は他にはないと思います。もっ

と会員が増えればよりよい商工会・地域になると思って

いるので「商工会会員」を増やす取り組みを期待します。

会員事業所に
　　インタビュー！
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１１月は 「労働保険未手続事業
一掃強化期間」 です07

　 労働者を一人でも雇用している事業主は労働保険 （労災

保険 ・ 雇用保険）の成立手続きが必要です。

　詳しくは、長崎労働局保険徴収室（電話０９５ー８０１ー００

２５）又は、最寄りの労働基準監督署・ハローワークへお尋

ねください。　

04 マル経融資をご活用ください！

　マル経融資（小規模事業者経営改善資金）制度は、経営改

善を図ろうとする小規模事業者の方々をバックアップす

るための、無担保・無保証・低金利で融資を受けられる日

本政策金融公庫の公的融資制度です。

ＰＯＩＮＴ１　無担保・無保証人の融資制度

ＰＯＩＮＴ２　商工会等が実施する経営指導を原則６か月以

　　　　　上受けている方で、商工会会長等の推薦を受け

　　　　　た方が対象

ＰＯＩＮＴ３　融資限度額は２，０００万円

詳しくは、商工会へお問い合わせください。

令和４年度長与町チャレンジショップ

出店参加者募集

　チャレンジショップは、将来、自分のお店を出店したい

と考えている方のための期間限定ショップです。

　店舗運営を通じて、お客様とふれあい、目標を達成する

喜びや経営の楽しさと難しさを学ぶことができます。

　長与町内で創業をお考えの方は、是非チャレンジショッ

プをご利用ください。

募集業種：小売業又はサービス業

募集期間：随時募集

出店場所：西彼杵郡長与町嬉里郷４５８

出店費用：無料

　　　　　※ただし、水道光熱費は負担いただきます。

出店期間：原則として１ヶ月～３ヶ月

選考方法：書類審査及び面接

対 象 者：長与町で開業をお考えの方

お問い合わせ：

　西そのぎ商工会振興課振興係

　ＴＥＬ　０９５ー８８２ー２２４０

　なお、応募要件等がございますので、詳細は本会ホーム

ページをご確認ください。

ＵＲＬ： https://www.nagayo-akitenpo.biz/cabout.php
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「一日公庫」 を開催します！

　日本政策金融公庫（国金）との共催で、「一日公庫」を開催

します。

　当日は、日本政

策金融公庫の職員

が審査面談、金融

相談をお受けしま

す。

　なお、詳細につ

きましては、同封

のチラシをご確認ください。

日　　時：令和４年１１月１８日（金）

　　　　　１０ ： ００～１６ ： ００

場　　所：西そのぎ商工会本所

申込期限：令和４年１１月８日（火）まで
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口座振替のお知らせ

　本年度第３回会費等の口座振替日は、１１月１５日（火）で

す。残高のご確認をお願いいたします。

　また、口座振替の変更等ありましたら、お早めにご連絡

ください。

09

中小企業１１９専門家派遣
事業のご案内

06
　中小企業１１９は、中小企業、小規模事業者のための経営相

談と専門家派遣事業です。

　事業所の皆様が抱える様々な経営課題に対して、支援機関

が専門家を派遣して課題解決をサポートします。

　経営課題の解決で悩んだときは、まず支援機関に相談して

ください。

　支援機関は、皆様のお悩みに対する回答をするだけでな

く、解決の難しい課題も中小企業１１９に登録されている専門

家に支援を依頼することができます。中小企業の経営に関わ

る各分野の専門家が、課題解決に向けたお手伝いをします。

　詳細は中小企業１１９ホームページを

ご確認ください。

ＵＲＬ：https://chusho119.go.jp/
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第１０回まちゼミが
開催されます！

とぎつ活性化協力クーポン券
取扱状況

とぎつ活性化協力クーポン券の取扱状況【９月１２日現在】

①発行額：５億１,７８１万円（７７．９％…①/総発行予定額）

②換金額：２億９３５３万２千５百円（５６．７％…②/①）

【注意点】

　販売期限：２０２２年１０月３１日（月）まで

　使用期限：２０２２年１１月３０日（水）まで

　換金期限：２０２２年１２月２７日（火）まで

※期限を過ぎた販売・使用・換金はできませんので、ご注

　意ください。　

　今年度のまちゼミｉｎ西そのぎは、令和４年１０月１日（土）～

１０月３１日（月）の期間に開催されます。

　今回は『まなぶ・たべる・つくる・きれい』をテーマに、

２２事業所が２７講座を開講し、各

参加店から元気を発信します！

　申込みや講座の詳細は同封の

チラシをご覧ください。

　たくさんのご参加をお待ちし

ております！
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ながよミックン商品券
取扱状況

ながよミックン商品券の取扱状況【９月７日現在】

①発行額：３億１６９万円（５８．５％…①/総発行予定額）

②換金額：１,８９５万１千円（６.３％…②/①）

【注意点】

　販売期限：２０２２年１１月３０日（水）まで

　使用期限：２０２３年２月５日（日）まで

　換金期限：２０２３年２月２８日（火）まで

※期限を過ぎた販売・使用・換金はできませんので、ご注

　意ください。　
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令和４年度とぎつふれあい産業

まつりについて
　今年のとぎつふれあい産業まつりは、新型コロナウイル

ス感染拡大防止のため中止することとなりました。

　楽しみにされていた皆様には誠に申し訳ございません

が、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
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　長崎障害者職業センターでは、障害者雇用（採用から職

場定着まで）のご相談や、メンタル不調により休職してい

る社員の職場復帰のためのご相談を受け付けています。

　お気軽にご相談ください。

【お問合せ先】

　長崎障害者職業センター

　　住所：長崎市茂里町３番２６号

　　ＴＥＬ：０９５ー８４４ー３４３１

　　Ｅメール：nagasaki-ctr@jeed.go.jp

12 長崎障害者職業センターからの

お知らせ

14 長崎高技専と産学連携協力に関する

包括協定を締結しました
　本会では、９月１９日に長崎県立長崎高等技術専門校と、

相互の人的、知的資源の交流と活用を図り、包括的な連携

のもと協力し合い、次世代の人材育成や雇用の促進にこれ

まで以上に取り組み、商工業の技術力の向上と雇用の創

出、地域の活性化に繋げていくことを目指すとともに、社

会の発展に寄与することを目的に、包括協定書を交わしま

した。

　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教育、人材育成に関すること

②雇用に関すること

③産業振興に関すること

④産学官による地域連携の促進

　に関すること

⑤その他両者が協議し同意した

連携事業に関すること



　当薬局は地域の皆様方に支えられ今年２０年目の節目を
迎えることができました。皆様の「かかりつけ薬局」、「かか
りつけ薬剤師のいる薬局」として皆様に必要とされる薬局
を目指しております。
　薬に関する相談はもちろんのこと、健康相談、介護相談
など２４時間対応しております。
　また、ОＴＣや健康食品も多少ですが販売しております。
お気軽にお立ち寄りください。
●ホームページ：https://harmony-nagasaki.com/

ハーモニー薬局時津

二十歳になりました

０９５（８６０）８３８８

月～金　８ ： ３０～１８ ： ３０
　土　　８ ： ３０～１４ ： ００

日曜・祝日

時津町浦郷２６４番地４

10月の行事予定

4日（火）
マル経融資申込期限

11月の行事予定

4日（金）
DX セミナー

24 日（月）
金融審査委員会

11 日（金）
マル経融資申込期限

21 日（月）
金融審査委員会

18 日（金）
一日公庫

8日（火）～ 10 日（木）
FOOD STYLE Kyushu 202218 日（火）～ 19 日（水）

魅力発信！
ながさき商談会 2022
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ほぐし屋　もみの樹 秋田れい華

スマホなおし太郎 早川　太一

クッキー坊や 山道亜耶乃

㈱サンドラッグ 貞方　宏司

吉野美津江beauty salon HANA

もみほぐし

スマートフォン修理

菓子製造業

ドラッグストア

リンパマッサージ

長与町
嬉里郷
時津町
浜田郷
時津町
浜田郷
長与町
嬉里郷
時津町
浦郷

事業所名 代表者名 業種 地区

CLOSEUPCLOSEUP

　長与町で「皆様に喜んで頂けるサービス」をモットーに

お客様のニーズに合わせた様々なカーライフサポートを

行っております。車検整備、板金塗装はもちろん、エンジン

を分解せずに内部の蓄積した汚れを洗浄除去できるビル

シュタイン専用機器はドライバビリティを向上させます。

　他にも洗車を楽にでき、色あせ・小キズを軽減できるボ

ディーコーティングも行っておりますので、愛車について

お気軽にご相談ください。

長与

エンジンクリーニングで燃費改善

㈲陣野自動車整備工場

０９５（８８３）２５１８

８ ： ３０～１７ ： ３０　

日曜・祝日

長与町高田郷

　　　　　　３４６８ー６

JA長崎せいひ
時津支店

時津小

安永脳神経
外科

炭火焼肉
あおい

20 日（木）～ 21 日（金）
長崎・西彼半島地区

商工会物産展

206

必ずチェック最低賃金！使用者も、労働者も。 

 853 円 

令和４年１０月８日発効 

   
 

利率(年利)制度の種類

㈱日本政策金融公庫（一部利子補給制度あり）
普通貸付
小規模事業者経営改善貸付
新型コロナウイルス感染症特別貸付

長崎県
創業バックアップ資金
経営安定資金（長期資金）

長与町（利子補給制度あり）
小規模企業振興資金
小規模企業創業支援資金

２． ０１％～
１． ２１％
１． ２１％～

１． ６５％
１． ９５％

２． ００％
２． ００％

天満宮下

お問い合せ先　長崎労働局賃金室　095-801-0033
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