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　９月２２日、本所会議室で今年度第３回理事
会を開催。
　５事業所を新たな会員として承認、補助金の
確定等に伴う予算の補正、２４年新春交流会の
日程等を承認しました。
　報告事項として、商工貯蓄共済加入推進運動
の目標をクリアした実績、会員加入推進計画の
進捗状況等について報告。
　また、時津町共通商品券発行事業に係わる加
盟店の加入状況、長与川まつり、とぎつ夏まつ
りの結果、青年部、女性部、各委員会、部会の
活動状況が報告されました。

　今回は、「松浦火力発電所」と「堀内組(株)」
を訪問し、エネルギープラントと農商工連携事
業への取り組みについて研修を行います。
　参加を希望される方は、同封の参加申込書に
よりお申し込みください。

　と　きと　き　平成２３年１２月６日（火）（日帰り）

　ところところ　松浦火力発電所および堀内組(株)

　対象者対象者　西そのぎ商工会 会員

　定　員定　員　４０名

　６月から始まった
「地域の核店舗（繁
盛店）創造事業」も
９月で４回の現地指
導が終了しました。
　対象となった長与
町の２店舗では、確

実な成果が現れているようです。
　「プレタポルテロワール」では、商品のレイ
アウトの変更や、不要となった服と商品券の交
換などを実施。また、新規顧客の来店や売り上
げにも、いい影響を与えているようです。
　「片岡産業（株）」では、従業員とのコミュ
ニケーション、連絡や相談など、これまでより
も、より細やかに行い、事業経営に反映するた
めの取り組みが行われています。
　年明けに事業の成果を会員のみなさまに発表
する機会を設ける予定です。
　改めてご案内させていただきますので、お楽
しみに！

　７月１日～９月１５日まで展開して
いました「商工貯蓄共済推進運動」
は、本会目標口数の３６０口に対し、
３７５口の新規加入をいただき、当
初の目標を上回る成果を上げること
ができました。ご加入、ご協力いた
だいた皆様ありがとうございました。
　商工貯蓄共済は、会員の皆様のも
しもの備えとして、また、有効活用資金として
ご利用いただけるものです。
　補助金の削減や会員の減少による会費等の減
収が続くなかで、総合的な地域振興事業や、各
地域の活性化事業の継続のためにも役に立って
います。
　また、キャンペーン期間終了後も随時加入を
受け付けていますので、入院・手術給付金、無
事故給付金等を付加した医療保障特約と併せ
て、ご検討をよろしくお願いします。
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　９月２日（金）に長崎県の主催により、商業
振興施策のための意見交換会が実施されました。
　当日は、県から佐藤商工金融課長をはじめ、
時津・長与の両町役場の担当者、本会の正副会
長及び商業部会の三役が出席しました。
　会議では、「まちなかの賑わいを創出」するに
は、まちの顔ともいうべき商店街の活性化が不可
欠であるとして、その為には町と本会が連携して
早急に「まちなか活性化基本計画」を作成し、商
店街を支援すること等の必要性が訴えられました。
　商工会としても、"住み良い街""住み続けたい
街"をつくるためには、元気な商店街運営は欠か
せない重要な要素であると考えています。その
ためには、「商工会とし
て現在（いま）何をなす
べきか？」を問いかけ、
まちなか活性化基本計
画の作成に関わって行
きたいと思います。

　経営セーフティ共済は、取引先の突然の倒産
が原因で、経営悪化の危機に直面してしまった
とき、資金を借入れることができるもので、中
小企業を守るために国がつくった共済制度で
す。　無担保・無保証人で、積立て掛金の１０
倍の範囲内（最高８，０００万円）で、被害額相当
の共済金の借入れが可能。毎月の掛金も税法
上、必要経費または損金に算入できます。
　また、平成２３年１０月から制度がより充実
しました。共済金の貸付限度額が、３，２００万円
から８，０００万円に変更となり、掛金月額の上限
が８万円から２０万円に引き上げられました。
　是非この機会に、加入・増額をご検討ください。
　詳しい内容のお問い合せと加入申込みは、商
工会の窓口で取扱っています。

　●中小企業基盤整備機構共済制度ＵＲＬ
　　http://www.smrj.go.jp/kyosai/index.html 
　●中小企業基盤整備機構コールセンター
　　 　０５０－５５４１－７１７１

　長崎県の最低賃金は、平成２３年１０月１２日
から『１時間６４６円』『１時間６４６円』に改正されます。
　労働者に支払う賃金が最低賃金額以上かどうか
を確認し、最低賃金法違反にならないようにし
ましょう。（派遣労働者については、派遣先の事
業場に適用されている最低賃金が適用されます。）
　詳しくは、長崎労働局労働基準部賃金室（０９５-
８０１-００３３）、または長崎労働基準監督署（０９５-
８４６-６３５３）までお問い合わせください。

　今回は都合により長与町老人福祉センターに
会場を移し、これまでと違った雰囲気で開催い
たします。
　当日は、町内外の事業所からの出店・販売と
餅つきや紙芝居などのイベント、抽選会や商品
券の販売など、盛りだくさんの内容でみなさま
の来場をお待ちしています。
　なお、ただいま出店者を募集しています。
　同封の申込書にてお申し込みください。

　と　きと　き　平成２３年１０月３０日（日） １０：００～

　ところところ　長与町老人福祉センター（嬉里郷：交番横）

　９月５日（月）に、理容生活衛生同業組合
（中彼支部）と近隣の４商工会との共催で理容
講習会が行われました。
　前半は西彼保健所による衛生講習会が行われ、
理容店における盲導犬、介助犬等への対応や、動
物から人へ感染する病種とその予防策についての
説明がありました。後半は曹洞宗・天福寺の塩
屋秀見住職による『人権
問題』を中心とした講演
が行われました。約３時
間という長丁場ではあり
ましたが、皆さん真剣に
受講されていました。

　今年も１０月３１日（月）から、毎年恒例の
プレミアム商品券を発売します。
　詳しくは、今月折込のチラ
シをご覧ください！
　また、商工まつり会場で先
行発売も行いますので会場へ
足をお運びください。
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　組織力の拡充のため、会員の加入促進を行っ
ています。
　皆さんが日頃おつきあいされている地元事業
所の皆さんを、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。 
　最近は、会員の皆さんみずから、会員加入を勧
めていただき、加入いただいている方が増えて
います。大変感謝しいてます。

　と　き　平成２３年１０月２１日（金）１３：００～１６：００

　ところ　長崎県立総合体育館　メインアリーナ 
　　　　　　　（長崎市油木町７－１）
　申込み　所定の参加申込票により１０月１３日（木） 
　　　　　までにＦＡＸによりお申込みください。

●参加申込・お問い合せは…
　長崎公共職業安定所　企画部門（担当：太田・西） 
　ＴＥＬ８６２-８６７６／ＦＡＸ８６４-０２２０

　毎年恒例の青年部杯争奪ソフトボール大会が、
来る１０月１６日（日）に長与町ふれあい広場で
開催されます。
　昨年度も多くの事業所からご協力を頂き、色
とりどりの賞品に参加者からも大好評でした！
　開催にあたって、今年も皆様に賞品提供のご
協力を是非、お願いいたします。賞品をご提供く
ださる事業所は商工会までご連絡頂ければ、青
年部員が賞品を取りに伺います。 
 
　参加チーム　２０チーム（長与・時津町の事業所・自治会）

　参加者数　約３５０名

　受付期間　１０月３日（月）～１０月１２日（水）迄

　連 絡 先　西そのぎ商工会各支所
　　　　　　（担当：時津支所…田中(翔)、長与支所…山内） 

※賞品には提供事業所名ののし紙をご準備いた
　します。

　９月４日(日)第１回長崎西彼地区商工会女性
部ボウリング大会が開催されました。
　これまで２２回にわたってミニバレーボール
大会が行われていましたが、今回は、身近で誰で
も参加できる競技で各商工会はもとより、女性
部員同士の交流を図ろうとの趣旨から、ボウリ
ング大会に形を変えての実施となりました。
　６商工会２１チーム、９６名の選手の方がプ
レーを楽しまれました。
　本会女性部も５チーム参加し、数年・数十年振
りにボウリング場に来たと始めは恥ずかしそう
でしたが、試合が始まるとなんのその・・・
　若々しい歓声を上げてはしゃぎまくり？？
楽しいひとときを過ごしました。
　結果は以下のとおりです。

　優勝　三重商工会　準優勝　長崎南商工会
　三位　琴海商工会

　商工会の福利厚生委員会では、９月２１日（水）
に、長崎市大橋町の長崎ラッキーボウルで「事業
所対抗ボウリング大会」を開催しました。 
　今年度は２２チーム８８名が参加し、和気あ
いあいとした雰囲気の中、約２時間にわたり爽
快な汗を流しました。
　今年度の団体の部優勝は、「チェスターホテル」
チーム（㈱メモリード）が昨年度に続き、見事二
連覇を達成されました。
　準優勝はコスモ電設㈲
チームでした。大会終了後、
団体や個人の各賞に、様々
な賞品が贈られ、盛会の
うちに終了しました。

　女性部長与支部では、今年も長与小学校６年
生を対象に実施する、「マイタウン子供ビジネス
スクール」の受け入れ事業所を募集します。
　本事業は、将来の地域を担う後継者の育成や
子供たちの企業家精神を養い、また、子供や孫の
職場体験見学のため、来店する親や祖父母等の
顧客獲得効果に繋げることを目的としています。
　お問い合せは、西そのぎ商工会長与支所まで。
 
　と　　き　平成２３年１１月１１日（金）
　　　　　　１２：３０～１４：３０（送迎は、女性部が行います）
　対象児童数　約１２５名
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(平成２３年９月９日現在)
　　　　　　制度の種類    利率(年利％)

㈱日本政策金融公庫普通貸付  　　2.15％

㈱日本政策金融公庫経営改善貸付 　　1.85％

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 

（９月受付分）

   事業所名      代表者名     業　種     地区

㈲喜道庵            野澤　卓平 サ 温泉、浴場施設  長与 

オオタ電機         太田　　寛 建 電気工事、 ｅｃ工事  長与

　浦郷から浜田郷に移転し、リニューアル
オープンしました。
　２０名ほどの作家さんによるＨａｎｄｍａｄｅ
のカワイイ雑貨を取りそろえています。 
　教室などもできますので、興味のある方
は是非一度お立ち寄りください♪
　また、煮込みハン
バーグやデミオムラ
イスなどランチメ
ニューも人気です☆
　皆様のお越しをお
待ちしています。 
ブログ→http://ameblo.jp/hanahanamarche/

　完全個室の掘りごたつのお部屋をご準
備しています。
　家族で、仲間でゆっくりとおくつろぎい
ただけます。
　また、無料送迎（要予約・３名～）のサー
ビスも行っています。
　宴会場も完備（最
大３０名）。 
　忘・新年会・各
種宴会のご予約
承ります。
　ぜひ一度、お越
しください。

 住　　所　 長与町斉藤郷４９-３ 

 Ｔ Ｅ Ｌ　 ０９５ - ８８７ - １００９

 営業時間　 １７：００～２４：００（ＯＳ２３：３０） 

 定 休 日　 木曜日

 住　　所　 　時津町浜田郷６２６ - ５

 Ｔ Ｅ Ｌ／ＦＡＸ　 ０９５ - ８６５ - ８７４１ 

 営業時間　 ９：００～１８：００ 

 定 休 日　 日曜日・祝日

　平成２３年１０月・１１月の金融審査会
は次の日程で開催します。

●平成２３年１０月金融審査会
 
 

 
●平成２３年１１月金融審査会

              第１回                第２回

審査会日時
   １０月３日（月）    １０月１７日（月） 

                      １３：３０～           １３：３０～

申込期限  ９月２２日（木）まで  １０月７日（金）まで

              第１回                第２回

審査会日時
   １１月７日（月）    １１月２１日（月） 

                      １３：３０～           １３：３０～

申込期限  １０月２８日（金）まで  １１月１１日（金）まで

ハ ナ ヨ イ

　お世話になっております。会員
の皆様を早く覚えて、適切な応対
ができるように頑張りたいと思い
ます。
　よろしくお願いいたします。

　この地域（まち）がもっと活発な、
もっと素敵な町になるように皆さ
んと一緒に時津・長与の街を盛り
上げていきたいです！ 
　よろしくお願いいたします。

　７月から３月まで働かせていた
だくことになりました。 
　短い期間ですが、一生懸命頑張
りたいと思います。
　よろしくお願いいたします。
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