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２月１２日（日）とぎつカナリーホールで青年
部主催による、時津町町制６０周年記念まちづ
くりサミット
「自分の力をあなどるな！」
を開催。
時津町出身のアーティスト森源太さんによる
弾き語りライブ、
命と挑戦をテーマにした映画
「天
国はつくるものパート２」が上映され、浦川副町
長をはじめ、お子さんからご年配者まで、多くの
町民が来場されました。
「末期ガンの患者が疲弊しながらも、フルマラ
ソンを走りきる姿に
感動しました！」
「森
さんの力強い歌声に
感銘を受けました！」
といった感想もあり、
好評のうちに終了し
ました。

新入社員を一刻も早く戦力にしたい。
しかしながら、
「言えば聞く」
「伝えれば動く」
「自
ら考えて動く」という新人は・・残念ながら多く
はありません。
「 組織人」としての意識から醸成
していかざるを得ないというのが実態でしょう。
１社では少人数で実施しづらいロールプレイ
やディスカッションも、複数の事業所から集ま
ることで実現できます。きっと良い刺激になる
はずです。是非、ご参加ください。
定員になり次第締め切らせていただきます。
詳細は、同封のチラシをご覧ください。
と

き 平成２４年４月５日（木）１０：００～１７：００
６日（金） ９：００～１７：００

ところ

西そのぎ商工本所 ３F 研修室

参加費 ５，０００円／１人(教材費、昼食代含む）

厳しい経済情勢が続き、商店街がシャッター
街へと変化していく昨今、
「埼玉県・秩父市・みや
のかわ商店街」では、シャッターを閉めている店
が１軒もなく、皆が助け合い・活かし合い・発展
し合う、
活気ある街づくりに取り組んでいます。
ナイトバザール、コイン型商品券事業等々を
はじめ、地域資源の有効活用や、高齢化社会の進
展を見すえ、地域全体の活力アップに取り組ん
で成果を挙げています。
そこで、同商店街振興組合理事長の島田憲一
氏をお招きし、
セミナーを開催します。
詳細は、
同封のチラシをご覧ください。
と き
ところ

平成２４年３月１６日（金）１５：３０～
西そのぎ商工会本所 ３Ｆ 研修室

平成２３年１２月、金融庁は、中小企業金融円
滑化法の期限を１年間延長（平成２５年３月末
まで）するとともに、同法に基づく開示・報告等
に係る事務負担の軽減や金融機関のコンサルテ
ィング機能がこれまで以上に発揮されるよう促
すため、検査・監督において対応する旨を決定・
公表しました。
【中小企業金融円滑化法の概要】
●金融機関は、中小企業者や住宅ローンの借り
手からの申込みや返済等に関する相談があった
場合に、貸付条件の変更や他の金融機関との連
携など、返済計画の見直しに向けて適切な措置
をとるように努めることが定められています。
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平成２４年度の雇用保険料率が、平成２３年
度から０．２％引き下げられます。
一般の事業で１．３５％、農林水産清酒製造の事
業で１．５５％、建設の事業で１．６５％となります。
詳細は、
以下のとおりです。
●平成２３年度
（変更前）
雇用保険料率
負担者
事業の種類
労働者負担 事業主負担
一般の事業
農林水産・清酒製造業
建設業

15.5/1000
6/1000
9.5/1000
17.5/1000
7/1000
10.5/1000
18.5/1000
7/1000
11.5/1000

長崎県産業デザインネットワーク（ＮＩＤ-ｎｅｔ）は、
製造業や食品加工業など様々な県内企業等の方々
の、自社商品のデザイン力向上のため、相談内容
に応じて、バンクに登録しているデザイナーを
紹介しています。
無料デザイン相談事業では、デザイン相談に
掛かる初回の相談料を、長崎県が負担して相談
に対応しております。相談をご希望の方は、
「長
崎デザイナーズバンク設置要綱」をご一読いた
だき、
「 デザイン相談申込書（様式３）」に必要事
項を記入して、郵送、ＦＡＸ、Ｅ-ｍａｉｌのいずれかの
方法により事務局に提出してください。
なお、
「同設置要綱」
及び
「同申込書
（様式３）
」
は、
下記ＵＲＬよりダウンロードしてください。
http://www.pref.nagasaki.jp/yogyo/nid_net/index.html

●平成２４年度
（変更後）
一般の事業
農林水産・清酒製造業
建設業

13.5/1000
5/1000
8.5/1000
15.5/1000
6/1000
9.5/1000
16.5/1000
6/1000
10.5/1000

中小企業事業主の賃金改善の取り組みを助成
金で支援します。

●事業場内で最も低い時間給を、４年以内
に８００円以上に引き上げる賃金改善
計画を策定し、
実施すること。
●賃金制度の整備、就業規則の作成・改正、
労働能率の増進に資する設備・器具の導
入、研修等の業務改善を実施し、費用を
支払うこと。

●上記業務改善に要した経費の２分の１
（上限は１００万円、
下限は５万円）
●詳しくは、
長崎労働局 労働基準部 賃金室
長崎市万才町７-１ 住友生命長崎ビル６階
０９５-８０１-００３３

また、バンクでは無料デザイン相談事業の他、
随時、登録デザイナー等の紹介をしております。
デザイナーの紹介を希望される方は、事務局
へお問い合わせください。
●長崎県デザイナーズバンク事務局
〒８５９-３７２６
長崎県東彼杵郡波佐見町稗木場郷６０５-２
長崎県窯業技術センター内
ＴＥＬ：０９５６-８５-３１４０／ＦＡＸ：０９５６-８５-６８７２

全国健康保険協会管掌健康保険料率が本年４
月納付分より下記のとおり引き上げられます。
また、４０歳から６４歳までの方(介護保険第
２号被保険者)に対する介護保険料についても、
保険料率の引き上げが行われます。
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西そのぎ商工会の新しいホームページをごら
んいただいていますか？
新しいホームページの目玉は、
「 特派員情報」
です。特派員がお店を訪問して生の情報をアッ
プしています。
是非ご覧ください。
また、ホームページへ事業所情報等の掲載を
希望される事業所は、
商工会までご連絡を。
（無料）
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地域活性化は、商工業の振興発展が最も重要
です。地元の商工業者がともに手を携えて、地域
の産業づくりに取り組みましょう。
商工会は、経営革新、農商工連携、商談会、ＨＰ
による企業・商品紹介や、金融、労務などの経営
相談に対応。また、国・県施策のご案内等、企業経
営にお役にたちます。
会員の皆様、
是非、仲間を増やしましょう。
身近な方をご紹介ください。

青年部及び女性部では、新入部員を募集して
います。
私たちと一緒に地域貢献・研修事業・親睦事業
等を通じて、地域商工業の発展や自社の経営発
展のための活動をしてみませんか！

青年部の植田部長、尾崎副部長が、平成２４年
２月６日～８日にかけて和歌山市で開催された
「商工会青年部全国組織化４５周年記念大会」に
参加しました。
式典では、４５周年を記念し、諫早市商工会青
年部の山口徹之前副部長等の功績に対して、全
青連会長から感謝状が贈呈されました。
併せて、全国６ブロック代表者による主張大
会全国大会及び元西武ライオンズ監督の東尾修
氏による講演があり、全国から参加した約２，５
００名の青年部員は熱心に耳を傾けました。
また、
青年部員同志の商取引の促進を図るため、
め、商人(あきんど)ネットワーク商談会が開催
され、本県から㈱猿川伊豆酒造(壱岐市商工会：
伊豆青年部長)が出展しました。全国の参加者を
前にステージで
自社商品のＰＲ
を行うと、用意さ
れた製品のパン
フレットを手に
取る姿が多く見
られました。

《入部条件》
青年部 本会会員（法人ではその役員）又は
その親族であり、かつその会員の営
む事業に従事する者であって、年齢
４０歳以下の方。
女性部 本会会員
（法人ではその役員）
もしく
はその配偶者又は商工会の会員たる
商工業者の親族であり、かつその会
員の営む事業に従事する女性の方。
●お問い合わせは、
西そのぎ商工会各支所まで。

青年部では、地域社会貢献事業の一環として、
平成２４年２月１日（水）に時津町総合福祉セン
ターにある知的障害児通園施設「ひまわりの園」
と「通所介護事業所」を訪問しました。 両施設
での節分イベントに合わせて、赤鬼と青鬼に扮
した部員が園児た
ちや老人の方々と
一緒に"鬼は外、福
は内"の掛け声に
合わせて豆まきを
行いました。短い
時間でしたが、大
変賑わい、施設の
皆さんも大喜び。
青年部では、来年度以降も施設等の訪問を継
続して行く予定です。
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おひとりさまからファミリーまで、みな
さまに愛されて明るく元気に営業中です！
広々としたスタイリッシュな店内は、い
つも清潔。楽しくおしゃべりしながら理想
の髪型へ♪女性はもちろん、男性のお客さ
まもお気軽にお越しください。
別室も完備して
います。セット・着
付け・メイクまで何
でも対応いたします。
仲良しスタッフが、
あなたを素敵に仕
上げます！
住
所
ＴＥＬ／ＦＡＸ
営業時間
定 休 日

長与ニュータウン登り口。交差点近くのペッ
ト美容室です。
動物が大好きで、３０年ほど前にお母さん
と一緒に親子でトリマーの資格を取りました。
今は娘さんと二人三脚。
犬、猫のシャンプー、カットはもちろん、爪
切りだけでもご相談
ください。（うさぎの爪
切りも承ります。）
完全予約制では
ありませんが、ご来
店前にお電話をい
ただければ確実です。

時津町浜田郷８２２-３
８８２-６３２２
９：００～１９：００
月曜日、第１日曜日

住
所
Ｔ Ｅ Ｌ
営業時間
定 休 日

平成２４年３月・４月の金融審査会は次
の日程で開催します。
●平成２４年３月金融審査会
第１回
第２回
３月５日（月）
３月１９日（月）
審査会日時
１３：３０～
１３：３０～
申込期限 締め切りました
３月９日（金）まで
●平成２４年４月金融審査会
第１回
第２回
４月２日（月）
４月１６日（月）
審査会日時
１３：３０～
１３：３０～
申込期限 ３月２３日（金）まで ４月６日（金）まで

時津町では、少子化の主な原因とされて
いる晩婚化や未婚率の上昇の対策として、
独身男女の皆さんに出会いのきっかけづ
くりとなる場を提供するためのイベント
を開催します。
参加費は、一人１，０００円。
と

き

平成２４年３月１７日(土)
１８：００～２０：３０(受付開始１７：２０～)
ボー ノ リ ー ソ
ところ ＢＵＯＮＯＲＩＳＯ （時津町元村郷８１５-７）
対 象 ２０歳代から４０歳代までの独身男女
申込締切 平成２４年３月１２日(月)１７時まで

●詳細は、同封のチラシをご覧ください。

（２月受付分）

(平成２４年２月１０日現在)
制度の種類

長与町吉無田郷１５９２-２
８８７-４０５９
１０：００～１７：００
月曜日

利率(年利％)

事業所名

代表者名

業

種

地区

㈱日本政策金融公庫普通貸付

2.15％

㈱ヤマハマリン西九州 吉澤

㈱日本政策金融公庫経営改善貸付

1.85％

焼肉

広瀬

正幸 飲 生肉、食品、焼肉 長与

県創業バックアップ資金

2.20％

岩永ホルモンまなびの本店 岩永

年昭 商 牛肉、牛豚内臓販売 長与

長与町小規模企業振興資金

2.50％

㈲コスモサービス 友岡

純一 建 不動産業

県中小企業経営緊急安定化対策資金

1.80％

市炉庵

県経営安定資金（長期資金）

2.50％

エステサロン アレーズ 川端

道

健 商 船舶､ エンジン販売他 時津

木下雄市郎 飲 居酒屋

時津
時津

美恵 サ エステ・マッサージ 長与

