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９月２９日（土）、時津町内限定の「とぎつプレ
ミアム付き（１０％）商品券」を発売します。
販売日時

平成２４年９月２９日（土）
１０：００～１６:００
販売場所 (1)とぎつカナリーホール
(2)東部コミュニティセンター
(3)北部コミュニティセンター
(4)西そのぎ商工会時津支所
※売り切れ次第販売は終了となります。
※２９日で完売しない場合は、３０日以降の平
日、西そのぎ商工会時津支所で販売します。
有効期間 平成２５年２月３日（日）迄（４ケ月間）
発 行 額 総額 ２,２００万円(２,０００セット)
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 のぼり、ステッカーが目印です。
※加盟店は、販売後でも随時登録を受付ます。
問合わせ 「西そのぎ商工会」時津支所
TEL(882)2240／FAX(882)0521

同商品券の発行に際し、加盟店を対象に説
明会を開催します。
●とき：(1)平成２４年９月１４日（金） １４：００～
(2)
〃
１８：３０～
（※）
いずれかの時間帯にご出席ください。
●ところ：
「西そのぎ商工会」
本所３Ｆ会議室

今回は長与中央商店街に会場を移し、これま
でにない雰囲気で開催いたします。
当日は、中央商店街を通る道路を歩行者天国
とし、出店・販売、抽選会などを予定。
待望のプレミアム商品券の販売も行います。
ただいま出店者を募集中！同封の申込書でお
申し込みください。出店場所に限りがあります
ので、申し込みはお早めに。
また、今回初めての取り組みとして「ながよほ
ろ酔い散策ラリー」と称し、長与中央商店街を中
心とした飲食店を巡るラリーを開催します。
ラリーに参加して、すてきな賞品をゲット！
現在、参加飲食店を募集中です。
お問い合わせは、
商工会まで！
と き
平成２４年１０月２０日（土）１５：００～
ところ
長与中央商店街及び中央市場

月額１口２千円、１０年満期で「貯蓄・保
障・融資」の３つの機能を組み合わせた商工貯
蓄共済。９月１４日まで加入推進強化月間です。
貯蓄共済に加入すると・・・
●入院手術に安心の医療保障特約が付加できます！
新しく先進医療特約が追加され、通算１千万
円まで先進医療の技術費用を保障いたします。
さらに何もなかった場合には、口数に応じて
５年ごとに無事故給付金が受け取れます。
●積立金の一部を払い出すことができます！
急に資金が必要なとき、解約することなく積
立金を払い出せます。
ぜひこの機会にお声がけください!!
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事業主は、労働者を１人でも雇用していれば、 「ＷＥＢ商工会ながさき」は、インターネット
を通じて、会員企業が経営相談、講習会の受講や
労働保険への加入が義務づけられています。
『労働保険』とは、
「 労災保険」と「雇用保険」を 経営情報の収集ができる、会員専用のＷＥＢサ
イトです。
総称したものです。
また、ホームページ更新システム「ＳＨＩＦＴ」に
より、自社のホームページが簡単に作れ、変更・
業務上または、
通勤途上の負傷、
死亡等に
更新などの作業も簡単にできます。
対して被災労働者や遺族を保護するため必
インターネットにつながったパソコンさえあ
要な保険給付を行うものです。
れば、どこからでもアクセスでき、ワープロ感覚
でご利用いただけます。
商工会の職員とはもちろん、会員同士も気軽
失業等した場合に、
労働者の生活や雇用の
に意見交換ができ、
おつきあいの輪が広がります。
安定を図り、
再就職を促進するための必要な
費用は不要で、会員の方ならどなたでも無料
給付を行うものです。
でご登録、ご利用いただけます。
労働保険は、労働者のための保険ですが、中小
ご登録を希望される方は、同封の登録票に必
企業の事業主や一人親方等の自営業者に該当す 要事項を記入のうえ、
商工会へお申込みください。
る方については、一定の条件を満たせば労災保
険への特別加入ができます。
労災保険の加入手続を行わない期間中に、労
まずは、商工会へお申し込みください。
働災害が発生し、労災保険給付が生じた場合、事
業主は、期限をさかのぼって労働保険料及び、労
災保険給付に要した費用の全部または一部を納
付しなければなりません。
ＩＤ
（利用者を識別するために用いられる符号。
労働者を１人でも雇用しており、まだ労働保
ユーザー名）
とパスワードを決めていただきます。
険に未加入の事業所は、ぜひともこの機会に加
入をお願いします。
お問い合わせは、
商工会まで。
そのＩＤとパスワードを使って、
情報登録をして
いただきます。
（必要に応じ、
電子商工会
（ＳＨＩＦＴ
システム）
の使い方をご指導いたします。
）
工業・建設の両部会では、事業所で働く技術
者の技能レベルの向上を通して、労働者の勤労
意欲を喚起し、ものづくり等の底上げを図るこ
となどを目的として、
「 西そのぎ商工会技能競
技大会」
を開催します。
種

目

■鉄
工〈構造物鉄工作業〉
■配
管〈建築配管作業〉
■建築板金〈内外装板金作業〉
■建築大工〈大工工事作業〉
■電
工〈電工〉
■機械加工〈普通旋盤作業〉
■冷凍空気調和機器施工
〈冷凍空気調和機器施工作業〉
※日程は別途ご案内します。
優秀な技術者育成と、会社の技術力向上のた
めに、
是非ご参加をお願いします。
参加ご希望の事業所は、商工会までお問い合
わせください。

登録後にパソコンのインターネットエクスプロー
ラーを起動し、ＵＲＬにアクセスすればすぐに
ご利用いただけます。

http://websho.shokokai-nagasaki.or.jp/
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と
第３２回長与川まつり（同実行委員会主催）が８月
１９日（日）、長与町ふれあい広場で開催されました。
午前中は長与川での神事、清掃が行われ、午後
４時から、まつり本番。
当日は２５，０００人の人出で賑わい、会場
には、かき氷や焼き鳥、たこ焼きなど４０の出
店が軒を連ねました。
ステージでは、バン
ド演奏、歌謡ショー、
よさこい踊りや盆踊り
などもあり、会場を
盛り上げました。
最後は２，０００発の
花火が夜空を飾り、ま
つりの幕を閉じました。

き

平成２４年１０月１４日（日）
９：３０スタート
ひぐち時津カントリークラブ
１千円／人
（別途プレイ代（食事付き）６千円）
先着１０チーム

ところ
参加費
募

と

集

き

平成２４年９月３０日（日）
８：００～１７：００（予定）

と こ ろ

長与町ふれあい広場
（長与町岡郷１４７４－８）

参加資格

長与・時津町内に勤務または在
住で、自治会および同好者で編
成したもの
※学生（大学生を除く）の参加は不可

８月２６日（日）に時津町ウォーターフロント公
園で２０１２とぎつ夏祭りが開催されました。
台風の影響が懸念されていましたが、当日は
参 加 料
１０，０００円
快晴に恵まれ、絶好のまつり日和となりました。
申込締切
平成２４年９月１４日（金）
魚つかみ取り大会（飲食部会主催）では、６０名
募 集 数
２０チーム
のチビッ子が参加！鯛など活きのよい魚を追い
かける子供たちの元気な姿が見られました。
青年部のステージイベント「たまごすくい大会」
●お申し込み・お問い合わせは、商工会長与
では、昨年の記録２３個を大幅に上回る２８個 支所まで。
という大記録が生まれ、会場が沸きました。
また、クライマックスの盆踊り大会では、
「みんなで輪になっ
昨年度も多くの事業所からご協力を頂き、色
て踊ろう」をテーマ
とりどりの賞品に参加者からも大好評でした！
として、小さな子供
開催にあたって、今年も皆様に賞品提供のご
から大人まで２００
協力を是非、お願いいたします。
名以上もの人が参
賞品をご提供くださる事業所は商工会までご
加。例年以上の賑わ
連絡頂ければ、
青年部員が賞品を取りに伺います。
いを見せた夏祭りと
なりました。
受付期間
平成２４年９月３日（月）～１４日（金）
連 絡 先

平成２４年度の西そのぎ商工会長杯のゴルフ
コンペを下記日程で開催します。参加ご希望の
方は同封のチラシにより、「電話」・「ＦＡＸ」等で
商工会へお申し込みください。

西そのぎ商工会各支所
担当：長与支所…山内
時津支所…田中(翔)

※賞品には提供事業所名の、
のし紙をご準備いたします。
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平成２２年１１月に独立・創業して以来、
国産車から輸入車まで幅広く取り扱って
います。
今まで培ってきた経験と知識を活かし、
車検・修理・板金塗装、新車・中古車販売、パ
ーツ取付等、親切・丁寧をモットーにお客
様のご要望に対応
させていただいて
おります。
お車の異変やお
見積もり等、何でも
お気軽にご相談く
ださい。
住
所
時津町子々川郷１３６８－１
ＴＥＬ／ＦＡＸ （８６５）７１２７/（８６５）７１２７
営業時間 ８：３０～１９：００
定 休 日 日曜・祝日

平成２４年９月・１０月の金融審査会は
次の日程で開催します。
●９月審査会
第１回
第２回
９月３日（月）
９月１８日（火）
日 時
１３：３０～
１３：３０～
申込期限 締め切りました
９月７日（金）まで
●１０月審査会
第１回
第２回
１０月１日（月） １０月１５日（月）
日 時
１３：３０～
１３：３０～
申込期限 ９月２1日（金）まで １０月５日（金）まで

当店は、お客様が好きなおかずをバイキ
ング方式で選ぶお弁当を販売しています。
他に、ご要望に応じた各種お弁当の注文
も承ります。
食の安全・安心を第一に考え、できるだ
け地元長崎でとれる新鮮な食材の使用を
心がけています。
「子どもや孫にも
安心して食べても
らえるおいしいお
かず」をコンセプト
に体がよろこぶ
「食」
を提供いたします。
住
所
Ｔ Ｅ Ｌ
営業時間
定 休 日

長与町嬉里郷１０９３－３
（８８３）１９１１
１０：００～２０：３０
正月三が日

長崎県商工会連合会では、商工会地域を中心
に魅力ある商品を県外・海外へ発信するため商
談会を開催いたします。
商品開発や販路開拓に関する相談会も開催
いたします。ぜひご参加ください。
●日時：平成２４年１０月３０日(火)１３：００～
●場所：ＡＮＡクラウンプラザホテル長崎グラバーヒル
●対象：県内の食品製造業・問屋など
●参加費：無料
●定数：３０社
●申込締切：平成２４年９月７日（金）（先着順）

※詳細は、同連合会ホームページ又は、商工会
にお問い合わせください

(平成２４年８月１０日現在)
制度の種類
㈱日本政策金融公庫普通貸付

利率(年利％)
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％

TOP・Consulting㈱ベストワントラベル 高尾さおり 旅行業

県中小企業経営緊急安定化対策資金

1.80％

㈱サニクリーン九州 長崎北営業所 本城 昭人 清掃用品リース 時津

県経営安定資金（長期資金）

2.50％

㈱トゥインクル

（８月受付分）
事業所名

代表者名

業

辻田 直子 エステ

種

地区
時津
長与

