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　７月１５日、本所会議室で第２回理事会を開催。
　６事業所を新たな会員として承認、また、会
員加入推進、商工貯蓄共済加入推進の基本計画
について、さらに、時津町共通商品券発行事業
に係わる委員会設置規程、発行実施規程等が承
認されました。
　報告事項として、１２事業所が廃業等により
商工会を脱退されたこと、本年度の具体的事業
計画、長与川まつり、とぎつ夏まつりの計画案
等について、報告されました。

　組織力の拡充のため、会員の加入促進を図り
ます。
　会員の皆さまが日頃おつきあいされている商
工業者の皆さんを、是非、会員としてお誘いく
ださい。
　商工会は、ご利用いただくことによって、い
ろんなメリットを受けることができます。
　皆さんの仲間を増やし、一緒に長与、時津を
盛り上げていきましょう。
　本会役員が加入推進に回りますので、ご理
解、ご協力のほどよろしくお願いします。

　会員や従業員の福利厚生のために、商工会で
は、保険と積み立てをあわせた商工貯蓄共済を
皆様に提案しています。
　保険は、低廉な保険料の生命保険、積み立て
は、金融機関の利息をはるかに上回る利率で運
用しています。また、貯まった積立金は、随
時、引き出してご利用できます。
　この機会に、是非ご検討ください。
　お近くの役員や職員が説明にうかがいます。

商工貯蓄共済増強運動期間   ８月３１日まで商工貯蓄共済増強運動期間   ８月３１日まで

　今年の「とぎつ夏まつり」は、町民を中心と
したイベントが盛り沢山です。ビンゴ大抽選会
を皮切りに、バンドや吹奏楽（時津・鳴北
中）、よさこいなど賑やかなイベントを開催。
　なかでも今年の「とぎつ王決定戦」は、時津
“No.１”の力自慢と知恵自慢を競う企画が新登場。
　“ひと味”も“ふた味”も違う“真のとぎつ
王”を決定します！より皆様に楽しんで頂ける
ような企画となっています。しかもイベント参
加者には素敵な景品を沢山準備してお待ちして
います。　是非会場へお越しください！　

　と　きと　き　８月２８日（日）１０：００～２０：４５

　ところところ　時津ウォーターフロント公園

　来る８月２１日（日）、恒例の「第３１回長
与川まつり」が開催されます。
　８時からの長与川での神事、川の清掃を皮切
りに、長与町ふれあい広場でのイベント、待望
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。お楽しみに！！

 【イベント等】…会場　ふれあい広場
１６：００～　・夜店
　　　 　　・ミニかもめ　１６時～２０時（乗車無料）
 　　・バンド演奏、ダンス　他
１９：００～　・開会式
 　　・長崎出身演歌歌手「おりしま夏海」
 　　・ヨサコイ踊り（ＹＯＳＡＫＯＩながよ河童連他）
 　　・盆踊り（長与町文化協会）
２０：３０～　・花火 ２，０００発
　（※）中止の場合は、花火のみ２２日（月）に順延。
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　時津支所では、長引く景気低迷のなか、事業所
の活性化と消費喚起などを目的として、総額
２,０００万円のプレミアム付き（１０％）商品券を発行
します。
　１１月１２日（土）発売予定。有効期間は３カ
月間です。
　登録店は、時津町内で営業されている事業所
であれば全てＯＫ。
　ただし、登録に際し登録料等の手数料がかか
ります。
　募集にかかる詳細は、別紙でご案内します。
　
  会員皆さんの応募をお待ちしています。

　販売日時　平成２３年１１月１２日（予定）
　　　　　　　　　　   
　有効期間　平成２３年１１月１２日
              ～平成２４年２月１２日（３ケ月間）

　発 行 額　総額 ２,０００万円（２,０００セット）

　販売単位　１万円／１セット（１０％プレミアム付）

　購入限度　２セット／１人　限度

　利用店舗　事前に登録した時津町内の 
            営業店舗等

　去る７月２７日、川崎孝敏税理士を講師とし
てお迎えして、「中小企業会計啓発セミナー」を
開催しました。
 当日は１８名が参加。中小企業の会計について、
その意義や、経営分析、資金調達等について学び
ました。
 会計の仕組みから、財務諸表の見方といった、
基本的なことから、決算のための会計ではなく、
企業経営のための会計という認識に立った、短
いサイクルでの検証が企業の発展につながると
いうことなど、時間いっぱいの講義をみなさん
真剣に受講していました。

　７月１４日に日計表の付け方講習会を開催し
ました。
　「日計表を正確につけることができる」を目標
に受講していただきました。
　難しい仕訳や振替伝票への記入に多少の戸惑
いもあったようですが、みなさん熱心に勉強さ
れていました。

　商工会では、㈱日本政策金融公庫へ推薦して
おります経営改善貸付（マル経融資）に係る金融
審査会について、今年９月以降に開催する審査
会から、毎月第１・第３月曜日に開催することと
いたしました。
　このことに伴い、会員の皆様からのマル経融
資申し込みについては、原則審査会開催の前々
週金曜日までに、商工会までお申し込みをいた
だきますよう、よろしくお願いいたします。
　なお、平成２３年９月の金融審査会は次の日
程で開催します。

 
 
 
●お問い合わせ先 
本所（時津支所）８８２－２２４０（担当：髙尾・田中翔）
長与支所　　  ８８３－２１４５（担当：小林・山内）

              第１回                   第２回

審査会日時
    ９月５日（月）         ９月２０日（火） 

                      １３：３０～               １３：３０～

申込期限  ８月２６日（金）まで   ９月９日（金）まで
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　県では国の委託を受けて、常用労働者の賃金、
労働時間、雇用の動き等を把握するため、「毎月
勤労統計調査」を実施します。本調査は、統計法
に基づく基幹統計で、常用労働者数
      ①３０人以上　「第一種事業調査」
      ②５～２９人　「第二種事業調査」 
      ③１～　４人　「特別事業調査」
の３種類に分かれており、①及び②の調査につ
いては、調査員による訪問調査が行われる予定
です。調査地区は、②については浜田郷、日並郷、
③久留里郷、浦郷と、いずれも時津町が対象とな
っています。ご協力をお願いします。

　７月２３日（土）長与支所において、たちばな
信金長与支店長代理　武富和美氏を招き、「決算
書の見方とファイナンシャルプランナー（ＦＰ）」
をテーマに、経営講習会を開催しました。 
　決算書の見方では“融資を受けるため”に、返
済額を考慮した利益の追求や、経営者の個人資産、
経営への意欲等が重要なポイントになる事。 
　ＦＰについては、贈与税を中心とした内容で、
なかでも贈与と相続の選択次第では税額で有利・
不利になるケースがある等、状況に応じた慎重
な判断が求められると説明されました。

　飲食部会では、４月に行った第１回目の試作
会に引き続き、西そのぎの名物料理の候補を持
ち寄り、試食会を行いました。今回は、巨峰とイ
チジクを使ったアイデ
アいっぱいの８種類の
料理が登場。
　この料理が、皆様に
披露出来るように、さ
らに検討を重ねてい
きたいと考えています。

　長崎県では、事業所が就業規則の作成や改正
を行う場合、社会保険労務士を無料で派遣して
アドバイスを行う、就業規則アドバイザー制度
を設けています。
　また、実際に就業規則を作成または改正する
場合には、「（財）長崎県勤労者福祉事業団」が、１０
万円を限度に経費の１／２を助成する制度もあ
ります。この機会にぜひ、ご活用ください。
●お申し込み・お問い合わせ先
①長崎県雇用労政課・労政福祉班　 ０９５-８９５-２７１４ 
②長崎県県北振興局・労政課　 ０９５６-２２-４４３９ 
●助成金申請・お問い合わせ先

（財）長崎県勤労者福祉事業団（県雇用労政課内）

　７月２６日（火）に西そのぎ商工会本所で、第
１回福利厚生委員会が開催され、今年度の主要
事業の日程等を下記のとおり決定しました。

　と　き　 平成２３年９月２１日（水） 
　         １９：００ゲームスタート（集合１８：３０）

　ところ　 長崎ラッキーボウル

　参加費　 ５千円／チーム

　募　集　 先着で２２チーム

詳しくは、同封のチラシをご覧ください。

　と　き　 平成２３年１０月１６日（日）　８：２８スタート

　ところ　 長崎パークカントリークラブ

　参加費　 １千円／人（別途　プレイ代１万３千円／人 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 キャディ、食事付）

　募　集　　先着で１０チーム

詳しくは、同封のチラシをご覧ください。

　と　き　 平成２３年１０月３日（月）～１１月１１日（金）

　ところ　 時津中央クリニック

　募　集　 先着２００名

　締　切　 ９月９日（金） 

　　詳しくは、同封のチラシをご覧ください。



NISHISONOGI SHOKOKAI NEWS  Vol.40Page 4 

(平成２３年７月１３日現在)
　　　　　　制度の種類    利率(年利％)

㈱日本政策金融公庫普通貸付  　　2.25％

㈱日本政策金融公庫経営改善貸付 　　1.95％

県創業バックアップ資金  　　2.20％

長与町小規模企業振興資金  　　2.50％

県中小企業経営緊急安定化対策資金 　　1.80％

県経営安定資金（長期資金）  　　2.50％

Page 4 

（７月受付分）

   事業所名      代表者名     業　種     地区

くすの木動物病院 岩永健太郎 サ 動物病院    時津 

居酒屋 ゴンちゃん 大曽　茂則 飲 居酒屋         長与

　第一印象は、色で決まる！
あなたをもっと素敵に魅せてくれる色が
あるのはご存知ですか？
　メイクやファッションなど衣食住にお
けるすべてから、店舗の
色彩まで幅広くコーディ
ネートいたします。
　あなただけの色を見つ
けるパーソナルカラー診
断で、いつもの自分を明
るく変えてみませんか？
 
　　　http://ameblo.jp/color-harmony/

　おすすめは、発売から２０年以上となり、長
与の定番となった「みかんラスク」。 
　他に、小中学校の給食パンの製造も。 
　毎年届く子供たちからのお礼の手紙に励ま
されながら作っています。
　モットーは、「目に見えないところにも配慮
するものづくり」。備長炭の
粉を敷き詰めた床や、マイ
ナスイオンを使った空気清
浄など工場内の環境整備
にも細心の注意を払います。 
　今後は県外のアンテナシ
ョップなど販売地域を広げ
たいと思っています。

 住　　所　 長与町平木場郷６３-２ 

 Ｔ Ｅ Ｌ／ＦＡＸ　 ０９５ - ８８３ - ２０３７／０９５－８８３－２１２５

 販売店舗　 じげもん・まんてん・カフェ・ド・ジーノ

 住　　所　 　時津町浜田郷５２０ - ８６

 携帯／ＦＡＸ　 ０８０ -３０００-２４１６／０９５-８８２-９８８４ 

 営業時間　 予約制　１０：００～　　１３：００～ 

 定 休 日　 金曜日

　８月１５日(月)は、お盆休みのため商工
会館を休館とさせて頂きます。 
　ご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協
力の程よろしくお願いします。

　県内企業と県内就職希望者との就職面
談会が下記日程で開催されます。 

 と　き　①平成２３年８月１１日(木)【佐世保地区】 
 　　　　②平成２３年８月１２日(金)【長崎地区】
 　　　　１３時～１６時（受付１２時３０分～１５時３０分） 

 ところ　①佐世保市体育文化館（佐世保市光月町６－１７） 

 　　　　②長崎県立総合体育館（長崎市油木町７－１） 

 対象者　(１)Ｕターン希望者

 　　　　(２)大学等新卒者（３年以内既卒者含む）

 　　　　(３)一般求職者（在職者を含む）
 

※詳しくは、県雇用労政課就業支援班 

　　                      ８９５-２７１１まで。

　中小企業庁では毎年、中小企業に調査の
依頼を行っています。調査で得られた情報
は中小企業のために施策を企画・実施する
ことに役立てられます。
　今年度も対象業種、約４００万の中小企業
者のうち、約１１万社に調査依頼を行います。 
　選定された企業につきましては、ご回答頂
きますようお願い申し上げます。　　　
　詳しくは下記の中小企業庁ホームペー
ジをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/chousa/kihon/index.htm
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