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　８時から長与川での神事、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！！

 と　き  ８月１９日（日）　１６：００～２１：３０  
 ところ  長与町ふれあい広場（長与町岡郷）

　●イベント等　１６：００～
　　　　・夜店 ・ミニかもめ ・バンド演奏、ダンス
　　　　・「カレン」ステージショー
　　　　・ヨサコイ踊り　・盆踊り
　●花火　 ２０：３０～　　２，０００発

　お問い合わせは、 長与川まつり実行委員会
　　℡：８８３－１１１１（長与町役場地域政策課内）
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〒 851-2105　長崎県西彼杵郡時津町浦郷 428-14 
TEL095-882-2240 ／ FAX095-882-0521
E-mail:nishisonogi@shokokai-nagasaki.or.jp

〒 851-2128　長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷 431-4 
TEL095-883-2145 ／ FAX095-883-2149
E-mail:nagayo@shokokai-nagasaki.or.jp

　７月２７日（金）、長与支所において第３回理事
会を開催。５事業所を新たな会員として承認。
　さらに、会員加入や商工貯蓄共済加入推進計画、
時津町共通商品券発行事業実施規程の一部改正、
新春交流会実施要領などを承認。
　会議終了後、会員及び商工貯蓄共済の加入推進
大会を開催し、役職員一丸となって目標達成を目
指すことを確認しました。

　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
工業者の皆さまを、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。皆さまの
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、率先して加入推進に回ります。
　ご理解、ご支援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、商工会では、
保険と積み立てをあわせた商品を皆さまに提案
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。又、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、是非ご検討をお願いします。
　お近くの役員や、職員が説明におうかがいし
ます。
　　増強運動期間 ： ９月１４日（金）まで

　今年の夏祭りは、原点回帰をコンセプトに、祭
りの醍醐味“盆踊り”の時間を延長！皆さんご一
緒に輪になって踊りませんか。
　今年は日中の熱い日差しから、雨風までしの
げる、直径２０メートルの大テントも登場！？  
　この夏 後のひとときを、とぎつ夏まつりで
過ごしてみませんか。

 と　き  ８月２６日（日）　１０：００～２０：４５  
 ところ  時津ウォーターフロント公園（時津町浦郷）

　●イベント等　１０：００～
　　　　・魚のつかみどり大会・とぎつ王決定戦　他
　●花火　 ２０：００～　　２，０００発

　お問い合わせは、 とぎつ夏まつり実行委員会
　　℡：８８２－２２１１（時津町役場産業振興課内）
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　魅力ある商店街実現のため、商店街を形成す
る個店の魅力向上等に係わるノウハウの共有を
図り、商店街活性化に繋げることを目的とした「地
域の核店舗（繁盛店）創造事業」（通称“ウルトラ
Ｄ事業”）が６月２２日からスタートしました。
　講師は、福島県在住の“イケメンコンサルタント”
髙橋幸司氏。
　髙橋氏いわく『業績アップの答えは９７％経
営者の皆さんの頭の中にあり、コンサルティン
グは残りの３％、スパイスに過ぎない。コンサル
ティングは答えをアドバイスするのではなく、
いかに答えを引き出すかだ』とのこと。
　参加店は時津町から「㈲電化プラザサークル」、
「松本写真館」、長与町から「Ｍｏｎｋｅｙ＠Ｐａｎｄａ」、
「㈲ワルツの森ひさ家」の４店舗。
　巡回コンサルティングでは、顧客名簿の有効
的な活用方法や、季節感を醸した店内づくりなど、
既成概念にとらわれない魅力的な店舗づくりの
ための的確なアド
バイスを受けました。
　９月まで月１回
のペースで計４回
行われ、来年１月に
は参加店の取り組
みと成果について
報告会を行います。

　７月２４日（火）本所において、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２４年９月１２日（水）

           　１９：００　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２２チーム

 
 

　と　き　 平成２４年１０月１４日（日）

         　　９：３０スタート

　ところ　 ひぐち時津カントリークラブ

　参加費　 １千円／人

           （別途プレイ代（食事付き）６千円）

　募　集　 先着１０チーム

　と　き　 平成２４年１０月１日（月）

                       ～１１月３０日（金）

　ところ　 時津中央クリニック（時津町浜田郷）

　募　集　 先着２８０名

　締　切　 ９月７日（金）

　　詳しくは、同封のチラシをご覧ください。

　時津支所では、町内事業所の活性化と消費
喚起などを目的として、総額２,２００万円の
プレミアム付き（１０％）商品券を発行します。
 ９月２９日（土）発売予定。有効期間は４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。
　登録する場合、手数料がかかります。
　但し、昨年登録した事業所は、登録手数料は
免除となります。募集にかかる詳細は、別紙で
ご案内します。
　会員皆さまの応募をお待ちしています。

　販売日時  　平成２４年９月２９日（土）（予定）

　有効期間  　平成２４年９月２９日（土）～
　　　　　　　　　平成２５年２月３日（日）（４ケ月間）

　発 行 額  　総額 ２,２００万円（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  　３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

　長崎県商工会連合会では、県下商工会に勤務
する経営指導員等を募集しています。
　募集期間は、８月１日（水）～９月１８日（火）です。
　詳細は、同連合会（人事課）０９５（８２４）５４１３に
お問い合わせください。
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　７月２３日（月）長与支所において、サービス部
会総会を開催。２２名の部会員等が出席しました。
　総会では、平成２３年度事業実績及び本年度
の事業計画（案）並びに任期満了に伴う部会役員
の選任の３議案が上程され、可決承認されました。
　各事業の具体的な実施等については、部会の
幹事会等で協議・検討し、部会員の皆様にお知ら
せすることとしております。
　今後とも、部会員皆さまのご協力をお願いい
たします。 サービス部会新役員

 役　職　　 氏　名　　　　 事　業　所　名

部 会 長　藤島　勝典　ソニー生命保険㈱

副部会長　髙木　重寛　㈱長崎車輌センター

　〃　池山　真郎　長崎三菱信用組合長与支店

幹　　事　宮崎　泰幸　㈲グランディカンパニー

　〃　松尾　和樹　㈲ポールポジション

　〃　城山　寛一　美パーマＣａ'Ｍ

　〃　村田　久雄　村田社会保険労務士事務所

　〃　谷向　利幸　谷向税理士事務所

　〃　村本　　篤　カラオケグランプリサンマリノ

　７月２４日（火）本所において、飲食部会総会
を開催。１３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。
　本年度の事業については、昨年度に引き続き、
名物料理の研究、各種イベント等への協力、視察
研修の実施等について行う予定です。
　各事業の詳細については、今後、部会の幹事会
等で検討し、部会員の皆様にお知らせしますので、
　今後とも、皆さまのご協力をお願いいたします。

飲食部会新役員

 役　職　　 氏　名　　　　 事　業　所　名

部 会 長　廣田　敏幸　割烹　満寿美

副部会長　針尾　賢二　ラウンジＫeＮ

　〃　森嵜　真一　橙や

幹　　事　中川　雅博　㈲なかがわ

　〃　黒川　伸也　すし勘

　〃　藤　　政広　焼き鳥とんがらし

　〃　諏訪　美紀　スナック来里異夢

　〃　一瀬　愼　　Cafe&snack遊

　〃　山口るり子　割烹やまぐち

　〃　平岡　信行　お好み焼きのぶちゃん

　〃　久米裕美子　ラウンジサンジュ

　７月２５日（水）本所において、工業・建設部会
合同部会総会を開催。２５名の部会員等が出席
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（案）並びに任期満了に伴う部会役員
の選任の３議案が上程され、可決承認されました。
　本年度の事業については、改めて部会員皆さ
まにお知らせいたしますので、参加ご協力をお
願いします。

工業部会新役員

 役　職　　 氏　名　　　　 事　業　所　名

部 会 長　入江　和義　㈱大東エンジニアリング

副部会長　藤原　次男　藤原美工社

　〃　出口雄一郎　出口工業㈱

幹　　事　有川　正弘　有川石材店

　〃　元尾　和博　㈲元尾鉄工所

建設部会新役員

 役　職　　 氏　名　　　　 事　業　所　名

部 会 長　濱田日出人　㈲浜田不動産

副部会長　溝上　智志　㈲溝上製材所

　〃　尾崎　光輝　㈲サン・レインボー

幹　　事　辻村　栄蔵　㈱オオクラ

　〃　廣瀬　雄一　ひろせ不動産

　〃　城尾　和幸　㈲ＳＫシステム

　〃　田村　數則　㈱タムラ商店

　〃　浜中　　洋　㈱ニーテックハマナカ

　創業計画を立てる中で悩んでいる方、創業後
に見直しの必要を感じている方を対象に、税理
士や社会保険労務士をはじめとした専門家が、
プロならではの実現可能な創業ノウハウについ
て、課題解決のためのチェックポイント等をア
ドバイスします。

 と　き　平成２４年８月７日（火）１４：００～
   ●第１部 講演 　　１４：００～１５：１０
   ●第２部 施策紹介 １５：１５～１５：５０
   ●第３部 個別相談会（事前予約制）
             　　　　１６：００～１７：００
 ところ　長崎商工会議所（長崎市桜町４－１）

 対象者　創業予定の方、創業後間もない方

 定　員　６０名（先着順）
 お申込み先等…
   日本政策金融公庫 長崎支店（国民生活事業）
                  ＴＥＬ ０９５（８２４）３１４２・３１４３
 ※詳しくは、同封のチラシをご覧ください。
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(平成２４年７月１１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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（７月受付分）

　昭和５６年創業。設備設計業からスター
トし、過去３０年間の経験を経て、現在、電
気工事業を営んでいます。
 『心のバーを上げろ』をモットーに、 新の
設備に対応できる技術者でありたいと、お
客様のニーズに合った電気工事を提供す
る努力をしています。
　現在、空調設備の
水噴霧による省エ
ネ化を研究中です。
　皆様の電気設備
のアドバイザーに
なります。

 住　　所　 　時津町浦郷２１７番地

 ＴＥＬ／ＦＡＸ　 （８８２）６７０９/（８８２）６８１９ 

 受付時間　 ８：００～１７：００  

 定 休 日　 日曜・祝日(原則として）

　平成２４年８月・９月の金融審査会は次
の日程で開催します。

●平成２４年８月金融審査会
 
 

 
●平成２４年９月金融審査会

              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  締め切りました　　   ８月１０日（金）まで

              第１回                第２回

審査会日時
    ９月３日（月）     ９月１８日（火） 

                      １３：３０～           １３：３０～

申込期限  ８月２４日（金）まで   ９月７日（金）まで

 住　　所　 　長与町三根郷３９－５

 Ｔ Ｅ Ｌ　 （８８３）０５０７ 

 営業時間　 ９：００～１８：００ 

 定 休 日　 日曜・祝日

　長与で開業して２７年。４ＷＤ専門店と
して皆様に親しまれています。
　県道沿いの営業なので、４ＷＤに興味の
ある方や、好きな方がふらっと立ち寄られ
ることもあります。
　これからも頑丈で飽きがこない「車」作
りを提案して行き
たいと思います。
　普通車の中古販
売や車検、整備など
も行っております。
　お気軽にお立ち
寄りください。

　長崎県産業労働部では、産業労働部の施策情
報をタイムリーに発信し、施策の活用を促進す
ることを目的として「産業労働部メルマガ」を
配信しています。
　購読料及び配信登録手数料は無料。長崎県産
業労働部ホームページから登録できます。

   事業所名      代表者名     業　種     地区

辛麺　澤屋　　 　　岡澤　和子 麺屋　　　　　　　　長崎市

炭や　吉岡商店 　吉岡　和喜 　串焼き居酒屋　　 時津

社会福祉法人ゆめの樹 山﨑　美子 　障害者施設　　　 時津

燻製工房　熏助 　溝上　陽介 燻製製造販売　　 長与

レストランなづみ亭　廣瀬　雄大　レストラン　　　　　時津

●８月１４日（火）・１５日(水)は、お盆休みのため
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。

●本年度第２回会費等の口座振替日は、８月１５
日（水)です。残高の確認をお願いします。
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