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１１月１日（火）の事前講習会では、マナー講
師の嶋崎慈子氏から、
「各事業所の方々は貴重な
時間を割いて受け入れてくださいます。みなさ
んも真剣に取り組んでください。」という”大人
１１月２７日（日）時津小学校において、
「とぎ
扱い？”の厳しい講習を受け、１１日（金）、長与
つふれあい産業まつり」が開催されました。
町内３６事業所での職場体験にのぞみました。
毎回大好評の青年部たまごすくいはもちろん、
「地域の子供は地域で育てる」という共通意識
今年は飲食部会による海鮮鍋や巨峰・イチジク
のもと、また、地元商店街への利用促進に繋がる
等の地元産品を用いた料理の無料試食会が行わ
よう、今後も継続していき
れ、大いに賑わいました！製造業の展示ブース
たいと思います。
では、瓦加工品や段ボール製の家具・玩具など独
自の技術が紹介されていました。
また、２６日（土）、２７日（日）にはとぎつウォ
ーターフロント公園で、第１１回オートフェス
タが同時開催されました。総勢１２０台の車両
がずらりと並ぶ光景は圧巻でした。会場の分断
による影響が懸念されましたが、昨年と同等の
２３台の成約ができました。来年は更に地域の
産業を盛り上げる場としていきたいものです。

女性部長与支部では、今年も長与小学校６年
全児童（１２４名）を対象にマイタウン子供ビジ
ネススクールを開催しました。

１１月２７日（日）、とぎつカナリーホールに
おいて、
「 時津町町制施行６０周年記念式典」が
開催され、本会からも役員等が出席しました。
式典では、１１月に就任されたばかりの吉田
義徳新町長が、
「商工業の町として発展している
時津町は、都市的要素を強めながらコンパクト
で快適な生活都市へと発展している。今後も誰
もが住みたくなる町を目指す」とあいさつ。
その後、自治、産業、教育などの分野において
貢献した団体・個人に対
して表彰が行われ、本会
からも、商工会活動で永
年貢献された、山崎会長、
高石副会長、柳原理事が
受賞されました。
式典では、なづみ太鼓
や子々川浦安の舞などの
郷土芸能が披露され、式
典に花を添えました。
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１１月６日
（日）
に開催
（長崎高等技術専門校
（長
与町））された「西そのぎ商工会技能競技大会」に
おいて、協和機電工業㈱の岩崎成二さんが最優
秀賞に選ばれました。
競技会には、会員事業所５社から、１７名の参
加があり、日頃鍛えた技術を発揮し、競技が行わ
れました。成績は以下のとおりです。

本年度も「なんでも相談会」を下記の日程で開
催します。
「なんでも相談会」では、日常生活や事業経営
で起こる様々な悩みや疑問にサービス部会士業
グループが中心となって対応します。
どうぞこの機会にご活用ください。
と

き

ところ
相談内容
最優秀賞
優秀賞
優秀賞
商工会長賞
奨励賞

岩崎成二様 協和機電工業㈱
松下勝哉様 ㈲尾道工業
古賀三男様 マチダ電気設備
田平幸司様 出口工業㈱
中村賢次様 ㈱大東エンジニアリング

今年も、年末調整を行う時期となりました。
税務相談所会員におかれましては、１２月中
旬までに事務手続の案内ハガキを郵送する予定
ですので、関係書類の整備をお願いします。
また、確定申告についても、決算準備表等を同
封していますので、併せて準備をお願いします。
今年は、３月に東日本大震災が発生し、東北地
方を中心に未曾有の被害をもたらしました。
会員の皆様も様々な形で義援金を被災地に贈
られたことと思います。
個人の方が、東日本大震災に係る義援金等を
支出した場合の税務上の取扱いは、その義援金
等が一定のものであるときは、
「 特定寄附金」に
該当し、寄附金控除の対象となります。
なお、義援金等の支出先によって取扱いが異
なる場合がありますのでご注意ください。
また、平成２３年分の所得税から適用される主な
改正点として、年少扶養親族（１６歳未満の者）に対
する扶養控除が廃止されました。これに伴い、扶養
控除の対象は１６歳以上の扶養親族とされました。
さらに、１６歳以上１９歳未満の者に対する上乗
せ部分（２５万円）が廃止され、特定扶養親族(控除
額６３万円）は１９歳以上２３歳未満とされました。
また、年金所得者のうち一定の要件を満たせば、
確定申告書の提出を要しない等の改正も行われて
いますので、ご留意ください。詳しくは商工会へ。

相談員

申込み

平成２３年１２月１５日（木）
１０：００～１６：００（要予約）
①「西そのぎ商工会」
（長与・時津支所）
②「相談員事務所」
行政手続き、法律一般、税金、不動産、
年金、雇用に関すること等、なんでも
お尋ねください！
税理士、司法書士、行政書士、
土地家屋調査士、社会保険労務士、
中小企業診断士、経営指導員等
同封のチラシより、１２月６日（火）
までにお申し込みください。

いまや大きな社会問題となっている「多重債
務者問題」を解決するため、国では「多重債務者
問題改善プログラム」
を決定し、
各種施策を実施中。
本年度も１２月３１日（土）まで、
「多重債務者
相談強化キャンペーン２０１１」
が展開されています。
これを受けて、県や弁護士会、司法書士会など
関係機関で構成する「長崎県多重債務者対策協
議会」
では、
多重債務者向け
「無料相談会」
を実施。
なお、当日は弁護士、司法書士が相談を受けま
すが、事前予約が必要です。ご注意ください。
◆無料相談会◆
と き 平成２３年１２月 １日（木）１３：００～１６：００
１２月１５日（木）１３：００～１６：００
ところ （長 崎）
「長崎県勤労福祉会館」
（長崎市桜町９-６）
（佐世保）
「県北振興局天満庁舎」
（佐世保市天満町１-２７）
予 約 「長崎県弁護士会」 ０９５-８２４-３９０３
「長崎県司法書士会」０９５-８２３-４７７７
◆無料電話相談会◆
と き 平成２３年１２月 １日（木）１３：００～１６：００
１２月１５日（木）１３：００～１６：００
臨時電話番号 ０９５-８２４-００５２または０９５６-２２-５２６５

Page 3

本会では、今年も事業所健康診断を実施。
当初の予想を大きく上回る２６３名の受診希
望があり、長崎百合野病院健診センター（時津中
央クリニック）において、実施（１０月３日（月）から
１１月１１日（金））しました。
事業所健康診断は、多くの商工会員から実施
の要望があり、商工会員事業所を対象に毎年実
施しています。特典として受診料が大幅に割引
になることや、さらに商工貯蓄共済加入者には
割引があるなど、大変ご好評いただいています。
会員事業所の福利厚生にも役立つと思われま
すので、今年、受診できなかった会員事業所の皆
さんの、来年の健康診断受診をお勧めします。
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１１月１０日（木）から１１日（金）にかけて、
本会役員等は、九州新幹線鹿児島ルートが開通
した後の地域の実情を視察研修しました。
長崎から約３時間半で鹿児島中央駅に到着。
新幹線の開通に伴い鹿児島までの距離が縮ま
ったことや、新幹線を利用して多くの観光客が
訪れている様子は、新幹線開通の良い影響とし
て実感しました。
到着後、南日本新
聞の記者を講師に招
き、実際にこれまで
九州新幹線鹿児島ル
ートの開通が地域に
与える影響などを取
材し実感されたことの説明を受けました。
研修の中で、
「 新幹線は、もう普通の乗り物で
あり、
日常の交通手段です」
という講師の言葉は、
印象的で、
研修を受けた役員は、
長崎ルートの早
飲食部会では、
西そのぎの名物料理候補を試作。
先日行われた「とぎつふれあい産業まつり」会 期開通を強く思ったようです。
場で、来場者向けの無料試食会を行いました。
料理は長与のいちじく
を使った
「いちじくゼリー」
「いちじくカレーパン」、
女性部では、部員２２名で、１１月１６日（水）、１７
時津の巨峰を使った「巨
日（木）に鹿児島県鹿屋市にある柳谷公民館
「通称、
峰カレー」を準備。
やねだん」
の視察や、
同館長の豊重哲朗氏にご講
限定５０食でしたが、１時間で終了。
地区内のお店で提供できるよう、さらに検討 話いただくことを目的に研修を実施しました。
"やねだん"は豊重館長のもと、行政に頼らな
を重ねていきたいと考えています。
い「むら」おこしを実施。
集落には約３００人が居住。サツマイモや焼酎
といった加工品、土着菌や手打ちそば等の販売
により集落独自の財源を確保しているそうです。
青年部では１１月２７日（日）、商工会本所及
二日目は伊佐市にある国内最大級の大瀑布、
「曽
び時津小学校グラウンドで、地域の子ども達の 木の滝」へ行きました。周囲は岩盤に囲まれ、ダ
健全育成の支援等を目的に
「寺子屋体験学習事業」 イナミックに流れる水と爆音に感動しました。
を実施しました。
そして、帰りには佐賀県の小城市に立ち寄り、
当日は、
「とぎつふれあい産業まつり」で「うど 毎年１１月１５～２３日に開催されている「清
ん」
・
「射的」の出店に、鳴鼓小学校女子バスケッ 水竹灯り」を見学してきました。約７千本の竹に
トボール部員等１２名が参加。朝から「商売のし いろいろな模様が彫られ、清水の滝をバックに
くみ」について勉強し、プライスカードの作成な 竹灯籠のライトアップ。
幻想的な世界でした。
どの準備作業を行い、１０時から販売体験、最後
周辺には名物の
に売上や利益の集計を行いました。
鯉料理専門店が多
子ども達は元気いっぱい、楽しそうに働いて くあり、皆さん地
いましたが、仕事を通し
域活性化の為に頑
てお金を稼ぐことの難
張っていらっしゃ
しさも感じたようで、お
いました。
父さんやお母さんへの
部員一同、地域
感謝の心が少し芽生え
の現状に触れ、有
たようでした。
意義な研修でした。
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今年で営業１１年目を迎えます。ダイヤ
モンド製のビット・ワイヤー等の特殊機械
を用いた工事を専門としています。
刃にダイヤモンドを使用することにより、
無振動・低騒音で鉄筋コンクリートを切断・
穿孔します。
用途も間仕切
り壁の撤去から
水中構造物等の
切断までできま
す の で 、お 気 軽
にお問合せくだ
さい。
住
所
ＴＥＬ／ＦＡＸ
営業時間
定 休 日

時津町野田郷１５２-４
０９５-８８１-２９０２
８：００～１７：００
日曜日・祝日

長与北小学校横に事務所を構えています。
町内外の水道施設工事や点検等を主に
やっています。
もちろん、個人宅の水回り等の工事も承
ります。
１１月に法人成りをしました。
これからも、
みなさまの暮
らしを支える
事業所として、
今後ともよろ
しくお願いし
ます。
住
所
Ｔ Ｅ Ｌ
定 休 日

平成２３年１２月・平成２４年１月の金
融審査会は次の日程で開催します。
●平成２３年１２月金融審査会
第１回
第２回
１２月５日（月） １２月１９日（月）
審査会日時
１３：３０～
１３：３０～
申込期限 １１月２５日（金）まで １２月９日（金）まで
●平成２４年１月金融審査会
第１回
第２回
１月１０日（火）
１月２３日（月）
審査会日時
１３：３０～
１３：３０～
申込期限 １２月２８日（水）まで １月１３日（金）まで

長与町斉藤郷４３２-３
０９５-８８３-６５２９
日曜日・祝日

去る１１月２５日（金）、長与駅前に町の
イメージキャラクター「ミックン」の像が
建てられました。
「ミックン」は長与町が町制施行３０周
年を迎えた平成１１年に生まれたキャラ
クターです。駅前には像とともにインフォメ
ーションマップも建てら
れています。
みなさんも
「ミックン」
に会いに行ってあげて
ください。

(平成２３年１１月１０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

（１１月受付分）
事業所名

代表者名

業

種

地区

1.85％

スナック ポアン 佐々木慶子 飲 スナック

時津

県創業バックアップ資金

2.20％

洋風御食事処たかちゃん 吉田 貴詞 飲 洋食店

時津

長与町小規模企業振興資金

2.50％

㈱長崎装建

県中小企業経営緊急安定化対策資金

1.80％

総合防水ＮＩＥＳ 池嵜裕二郎 建 防水工事

県経営安定資金（長期資金）

2.50％

ガリバー

坂井 孝行 建 内装仕上 ･ 屋根 ･ 建築工事 時津
中山 佳英 飲 お好み焼き

時津
長与

