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　６月２０日（水）、本所３階研修室において開催。
７事業所を新たな会員として承認。さらに、事
務局の管理運営、部会運営、各委員会委員に関
する議案についても審議の上、承認されました。
　また、青年部、女性部、部会等の事業進捗状況、
年間スケジュールについて報告。
　さらに、今回は、県当局による、今夏の電力需
給、節電対策、上海航路活用についての説明も
あせて行われました。
　理事会終了後、髙石前副会長他３名の退任役
員へ、山崎会長からこれまでの商工会運営に対
するご労苦に対し感謝状が授与されました。

　６月８日（金）、本会長与支所おいて開催。
　当日は、２５名の部会員が出席しました。
　総会では、平成２３年度事業実績及び本年度
の事業計画の２議案と、任期満了に伴う部会役
員の選任について、可決承認されました。
　各事業の詳細については、今後、部会の幹事会
等で検討するとともに、部会員の皆様に対して、
お知らせすることとしておりますので、今後とも、
部会員みなさまのご協力をお願いいたします。

　「すべては会員のために！」。
 これこそ、商工会組織として活動するうえで、
決して揺らぐことがない活動理念です。
 設立以来、商工会は、巡回訪問を通じて、会員が
抱える課題等に対して、きめ細かにサービスを
提供することで信頼を得てきました。その積み
重ねによって、地域に根ざし頼られる組織とし
て評価を高めてきたといえます。
 しかしながら、近年、経済環境が急激に変化す
るなか、会員のニーズを再確認し、サービスの向
上に繋げることが喫緊の課題となっていますが、
現在の商工会は本当に会員のニーズに応えられ
ているのでしょうか？
　そこで、本会では、活動理念を実践するため、
組織を挙げて巡回訪問を強化することといたし
ました。
　巡回訪問は、会員との重要な接点で、会員数の
維持・拡大にも直結する商工会事業の原点であり、
役職員一丸となって取り組まなければならない
最重点課題の１つです。
　まずは、職員全員が一丸となり、会員事業所へ

“「行」って、「聞」く”ことに主眼をおいて、６月～
１２月を重点期間とし、２人１組で毎週２回（原
則として、火・木曜日の９:３０～１７:００）巡
回訪問を実施します。必要に応じて、「提案」等い
たします。
　訪問先が留守の場合は、巡回訪問カードをポ
スト等に入れ、本会から用件等と訪問した旨を
お知らせするよう
にいたします。
　会員のみなさま、
職員が訪問した際
には、お気軽にお声
かけしてください。

 　　　　　　　商業部会新役員

 役　職　　 氏　名　　　　 事　業　所　名

部 会 長　西岡　克之　西岡屋

副部会長　丸山　周二　米の蔵・酒の蔵まるやま

副部会長　橋口　政行　プレタポルテロワール

幹　　事　毎熊　一太　大同印刷㈲

　〃　中村　　靖　㈲ワルツの森ひさ家

　〃　中村　正人　㈲南部印刷

　〃　濱崎　幸徳　浜崎畳店

　〃　草野　弘樹　㈲アメニティ
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　本会では、日本政策金融公庫長崎支店との
共催で、「一日公庫」を開催します。
　当日は同公庫の融資担当者が来所し、融資の
相談等に対応します。
　お中元の仕入決済や賞与等、季節資金をお考
えの方は、この機会を是非ご利用ください。
　詳しくは、同封のチラシをご覧のうえ、お申込
みください。
　●開 催 日 ：  平成２４年７月１０日（火）
　●時間・場所 ：  １０：００～１２：００本所（時津）
　　　　　　　 １０：００～１２：００長与支所

　本年度も「なんでも相談会」を開催します。
　「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。
　この機会をどうぞご活用ください。

　●と　き ：  平成２４年７月１０日（火）
　　　　　   １０：００～１６：００（要予約）
　●ところ ： 「西そのぎ商工会」（長与・時津支所）
　　　　　  又は、「相談員事務所」
　●相談等 ：  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、
　　　　　 　何でもお尋ねください！
　●相談員 ：  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
　●申込み ：  同封のチラシより、７月４日（水）
　　　　　　 までにお申し込みください。

　長崎県勤労者福祉事業団では、平成２４年度
勤労者福祉支援事業の募集を行っています。
　ご希望の方は平成２４年７月末までにお申し
込みください。

●小規模企業共済
　個人事業の廃止や、会社等の解散により役員
をやめたときなどに受けとれる、国の退職金制
度です。
　平成２３年に制度改正があり、一定の条件を
満たした共同経営者の方も加入できるようにな
りました。掛金は全額所得控除となり、加入期間
が長いほどお得です。

●経営セーフティ共済
　引き続き１年以上事業を継続している中小企
業者の方を対象とし、取引先の倒産の影響を受
けて、連鎖倒産や経営難に陥ることを防止する
ための共済制度です。
　売掛金等が回収困難になったときに、一定の
額を無担保・無保証人・無利子で貸付することが
できます。掛金については、法人は損金、個人は
必要経費として算入できます。

●就業規則作成・改正事業
　　労働条件向上のための就業規則の作成・改
　正に係る経費の助成

●企業内等研修会開催事業
　　労働環境・労働条件向上のための研修会開
　催費の助成

●勤労者ふれあい交流事業
　　スポーツ・レクリエーション・文化活動に係
　る経費の助成

●勤労者福利厚生施設等改善借入金利子助成事業
　　福利厚生施設等労働環境改善のための「地
　域活性化・雇用促進資金」借入利子の助成

●中小企業退職金共済制度掛金助成事業
　　(独)勤労者退職金共済機構の中小企業退職
　金制度新規加入掛金の助成

●住宅手当助成事業
　　離島・半島地域の新規高卒者採用時の住宅
　手当の助成

　詳しくは、（財）長崎県勤労者福祉事業団へ
お尋ねください。　　０９５－８９５－２７１４

（同事業団は平成２５年３月末で解散する予定）

　６月２０日（水）、商業部会（西岡克之部会長）
では、長崎新聞社・県共同募金会を通じ、東日本
大震災被災地への義援金１０万円を寄付しました。
　義援金は５月２７日（日）に開催したフリーマ
ーケット“時津どっと混む”で募ったもの。
　同日、長崎新聞社に
おいて本会の川口義
己副会長が、同新聞社
山田営業局長の立会
いのもと、田浦県共同
募金会事務局長に手
渡しました。
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　６月１３日（水）、青年部（植田秀之部長）では、
時津ウォーターフロント公園を中心に浦郷近辺
の清掃活動を行いました。
　今回は‘絆'感謝運動というスローガンのもと、
全国の商工会青年部が一斉に地域貢献事業を実
施するというものでした。　
　普段なかなか掃除が行き届かないためか、海
辺には大量のゴミが流れ着いていました。
　そこで急遽、湾岸部の清掃に重点的に力を入れ、
ゴミの回収を行いました。
　参加した部員
は「こんなに汚
れているとは思
わなかった」と
驚きの声。
　青年部では今
後も地域に貢献
できる事業を展
開する予定です。

　「とぎつ夏まつり」の開催日程等が決定しました。

　と　き　平成２４年８月２６日（日） 
　ところ　時津ウォーターフロント公園
 
　協賛金申込み受付中！！ 
 
　協賛金　１口　３，０００円～ 
　広告看板　３０，０００円（新規は５０，０００円）

●出店料・協賛金・広告看板のお申込みは… 
　西そのぎ商工会本所　 　８８２－２２４０まで。

　今年も恒例の「長与川まつり」が開催されます。

　と　き　平成２４年８月１９日（日）

　ところ　長与町ふれあい広場

　協賛金申込み受付中！！

　協賛金　１口　５，０００円～

●お問い合わせは… 
　長与川まつり実行委員会（長与町地域政策課内）
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　８８３－１１１１まで。
●出店料・協賛金のお申込みは… 
　西そのぎ商工会長与支所　 　８８３－２１４５まで。

　６月２５日（月）、女性部（藤林映子部長）では、
毎年恒例となった本会長与支所前道路沿いに花
苗を植栽する「花いっぱい運動」と、「えひめＡＩ

（アイ）講習会」を開催しました。
　　　　　　　　　　今年の夏の花は、マリー
　　　　　　　　　ゴールド・サルビア・ペチュ
　　　　　　　　　ニア・インパチェンス・クフ
　　　　　　　　　ェアの５種類。暑い夏に負
　　　　　　　　　けず、しっかり根付くよう、
　　　　　　　　　丁寧に植えました。
　同講習会では、家庭雑排水等の処理対策として、
愛媛県産業技術研究所で開発された環境浄化微
生物「えひめＡＩ」について、ビデオによる学習
の後、参加者それぞれが５００ｍｌ分のえひめ
ＡＩを作りました。
　これは、家庭にある材料（納豆・ヨーグルト・砂糖・
ドライイースト）で、簡単に作ることができます。
　微生物と酵素の働きで排水管の汚れやヌメリ・
悪臭を除去し、また、
農産物や植物の肥
料となります。
　興味のある方は、
商工会女性部まで
お問い合わせくだ
さい。

　５月２９日(火)、女性部（藤林映子部長）では、
ヘルシークリーンウォーキングを実施しました。
　今回は、イオン時津店前から本会長与支所ま
での約２．５ｋｍ、道路沿いのゴミを拾い集めな
がら歩きました。
　空き缶などは年々減少しているようですが、
信号機周辺のたばこの吸い殻の多さに驚きました。
　当日は天気に恵まれ（かなり暑かったですが…）、
普段は車で通過して見過ごしていた草花や街並
みに心癒されました。
　社会貢献と環境美
化、健康増進を目的
に実施していますが、
女性部の活動を見て、
ポイ捨てをする方が
少しでも減ってくれ
たら素敵だと思います。
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(平成２４年６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  　1.45～4.00％

㈱日本政策金融公庫経営改善貸付 　　1.75％

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％
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（６月受付分）

　美容室 凛のオーナーが、昨年１月に新た
にオープンした美容室Frank～フランク～。
 カット料金１，３９０円と、とてもリーズナ
ブルです！
　スタッフも気さくな女性ばかりで、お洒
落な店内でゆっくりくつろげます。
　Frankで、この夏
を乗り越える素敵
な髪型にしてみま
せんか？
 月曜日も営業して
いますので、お気軽
にお越しください。

 住　　所　 　時津町浜田郷５２０ - １８ ２Ｆ

 ＴＥＬ／ＦＡＸ　 ８０１-６００７ 

 受付時間　 ９：００～１７：００  

 定 休 日　 年中無休（お盆と正月を除く）

　平成２４年７月・８月の金融審査会は次
の日程で開催します。

●平成２４年７月金融審査会
 
 

 
●平成２４年８月金融審査会

              第１回                第２回

審査会日時
    ７月２日（月）     ７月１７日（火） 

                      １３：３０～           １３：３０～

申込期限  締め切りました     ７月６日（金）まで

              第１回                第２回

審査会日時
    ８月６日（月）     ８月２０日（月） 

                      １３：３０～           １３：３０～

申込期限  ７月２７日（金）まで   ８月１０日（金）まで

　今夏、昨年の節電効果を見込んだとして
も、供給力が不足し、電力需給は、極めて厳
しい状況となることが予想されています。
　このため、需給ひっ迫が予想される、
７月２日（月）から９月７日（金）の平日（お
盆期間８／１３～１５を除く）の９時から２０時
について、ピーク需要を一昨年の実績から
▲１０％程度以上抑制する必要があります。
　同期間の９時から２０時については、「昨
夏並み（▲７％節電実績）又はそれ以上」、
そのうちピーク時の１３時から１７時に
ついては、さらに「▲３％程度以上」の節電
の協力をお願いします。
　上記期間、時間帯以外でも、生活や経済
活動に支障のない範囲での節電をお願い
します。

 住　　所　 　長与町平木場郷５１２

 Ｔ Ｅ Ｌ　 ８８７-１４８５ 

 営業時間　 ８：３０～１８：００ 

 定 休 日　 日曜日

   事業所名      代表者名     業　種     地区

ミルキー　コア  　　　　平山眞知子　結婚相談所        長与

中野鉄構株式会社 中野　匡　 鉄骨構造物製造　時津

福田商店　　　　 福田　富次　たこ焼き移動販売　長与

　車検、一般整備など、車に関することは何
でもお気軽にご相談ください。
 懇切、丁寧をモットーに心を込めて対応さ
せていただきます。
 その他にも、各種メーカーの新車、中古車
の販売もおこなっています。
 お客様のご予算、
ライフスタイルにピッ
タリな１台をお探しし
ます。
　ぜひ、ご相談くださ
い。
http://auto-s-mm.com/
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