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秋も深まる１１月１１日（日）、とぎつウォー
ターフロント公園にて「とぎつふれあい産業ま
つり」
が開催されます。
当日は、地元の商工業者による自社製品の展
示や露店、子どもたちによる演奏やダンス、まぐ
ろ解体ショーやタマゴすくいなど、楽しいイベ
ントが盛りだくさん！
さらに今年は、時津港周遊クルーズを無料で
体験することができます。海から散策することで、
時津町の新しい発見があるかもしれませんね♪

１０月２０日（土）、
初の試みとして長
与中央商店街で開
催した第９回長与
商工まつりは、天
気にも恵まれ大盛況。
商店街がこれま
でにない大勢の人
で埋め尽くされ、出店でのお買い物、抽選会など
で賑わいました。
先行発売した長与プレミアム商品券の販売に
も長蛇の列。終了時間を待たずに当日の販売予
日 時 平成２４年１１月１１日（日）１０：００～
定額１，０００万円が完売。
会 場 とぎつウォーターフロント公園
同時に行われた、マグロの解体ショーには黒
山の人だかりができ、会場となった中央市場は
身動きが取れないほどでした。
また、長与町キャラクター「ミックン」と長崎
国体マスコット「がんばくん」、十八銀行マスコ
ット「ラスカル」が登場し、子供たちも大喜び。
来る１１月９日（金）～１１日（日）、産業まつ
１７時からは恒例の大抽選会、ステージイベン
りの一環としてとぎつウォーターフロント公園 トの最後には、かわち家さんの餅つきと、切れ
で
「オートフェスタ」
が先行開催されます。
間のないプログラムで商店街が盛り上がりました。
当日は、チャリティーオークションやお楽し
１８時からは「長与ほろ酔い散策ラリー」が
み抽選会等も行われます。
スタート。中心商店街の飲食店を２５０名の参
また、商工会員の皆様へ日頃の感謝を込めて、 加者が散策し、２０時頃には会場ステージにほ
「特別割引券(１万円)＆下取りアップ券(１万円)」 ろ酔い気分で到着。抽選会に参加後、再び目当
を配付いたします。
ての店に戻って飲み直す方も。初めての試みで
１００台以上の車が勢揃いするまたとない機 したが、商店街、飲食店の積極的な参加と周辺
会です。
是非足を運んでみてはいかがでしょうか？
住民の皆様のご理解に
とっておきの1台が見つかるかもしれませんよ！
より、とてもすばらし
いイベントとなりました。
会員事業所の皆様には、
日 時 平成２４年１１月９日（金）～１１日（日）
準備や出店でご協力い
１０：００～１７：００
ただき、誠にありがと
会 場 とぎつウォーターフロント公園
うございました。
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「景気・不景気は経営者次第！」
杉山 清 氏
１２月１０日
（月）
無
料

本会では、日本政策金融公庫長崎支店（国民生
活事業）の協力により、
「一日公庫」を開催いたし
ます。
当日は公庫の融資担当者が、
融資の相談等に対
応します。
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
派遣労働者の保護と雇用の安定を図るため、
みください。
派遣会社
・派遣先には、
新たな義務が課されます。
●開 催 日：平成２４年１２月７日
（金）
今回の法改正（平成２４年１０月１日施行）の
●時間・場所：１０：
００～１２：００ 本所
（時津支所）
主なポイントは次の通りです。
１４
：
００～１６：００ 長与支所
●事業に関すること
（１）日雇派遣が原則禁止
（２）グループ企業派遣が８割以下に制限
（３）離職後１年以内の人を元の勤務先に派
遣することが禁止
本年度第２回目の「なんでも相談会」を下記の
（４）マージン率などの情報提供が義務化
日程で開催します。
●労働者の待遇に関すること
「なんでも相談会」では、日常生活や事業経営
（１）待遇に関する事項などの説明が義務化
で起こる様々な悩みや疑問にサービス部会士業
（２）派遣先の社員との均衡に向けた配慮が
グループが中心となって対応します。
義務化
この機会をどうぞご活用ください。
（３）派遣労働者への派遣料金の明示が義務化
●と き：平成２４年１２月７日
（金）
（４）有期雇用派遣労働者の無期雇用への転
１０：００～１６：００
（要予約）
換推進措置が努力義務化
●ところ：
「西そのぎ商工会」
（長与・時津支所）
（参考）
「労働者派遣法が改正されました」
又は、
「相談員事務所」
（厚生労働省のホームページ）
●相談等：行政手続き、
法律一般、
税金、
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/
不動産、年金、雇用に関すること等、
koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/
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：同封チラシより、１２月３日（月）
１０月１０日（水）長与支所で、経営研究所ワ
までにお申し込みください。
ンナップの経営コンサルタント原 孝司氏を招き、
青年部経営講習会を開催しました。
「時流を掴む～変化対応～」というテーマで、
近年目まぐるしく変化していく経営環境の中で、
いかに事業を継続・成長させていくかという点
を中心に講演。
商業を取り巻く環境は依然として厳しく、地
その中で、従来では考えられなかった、畳を洗
域の顔である商店街も大型店の攻勢や高齢化な
うという観点で開発された「洗畳（せんじょう）」
どで、
大変な状況下にあります。
そのような中でも、静岡県に「奇跡の果物店」 等を例に挙げ、例え伝統工芸であったとしても、
と呼ばれる繁盛店があります。全国の百貨店バ 知恵を絞り変化させ
イヤーが催事のたびに奪い合う、この人気店の ることで、時流や顧
客のニーズに合わせ
知恵と工夫を聞いてみませんか？
た事業展開ができる
詳細は、
同封のチラシをご覧ください。
との話には、部員た
ちも感銘を受けてお
日
時 平成２４年１２月１２日
（水）
り、非常に有意義な
場
所 西そのぎ商工会長与支所２Ｆ
講習となりました。
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１０月１４日（日）に、ひぐち時津カントリー
クラブにおいて、
「西そのぎ商工会長杯ゴルフコ
ンペ」
を開催しました。
当日は、絶好のゴルフ日和となり、エントリー
した９チーム３５名が各種個人賞及び団体賞を
目指して、
熱戦を繰り広げました。
プレイ終了後には、同クラブのコンペルーム
で表彰式を行い、
団体の部は、
地の利を活かして？
「ひぐちチーム」が初参加ながら見事に優勝。抱
えきれないほどの賞品を手に勝利の美酒ならぬ
美ジュース？に酔いしれていました。
また個人の部では、㈲長崎井上の天田敬三氏
がネットスコア
７０で優勝され
たほか、㈲ポール
ポジション長崎
の松尾和樹氏が
ベストグロス賞
（ス
コア７３）を受賞
されました。

９月３０日（日）長与町ふれあい広場で第５
回青年部杯争奪スローピッチソフトボール大
会を開催しました。
前日の台風の余波により、中止が懸念されま
したが、無事、開催することができました。
今年は前回より３チーム増の合計１８チー
ムが参加、熱戦を繰り広げました！
決勝戦はなんと昨年の優勝チーム「ぴーぷる
長崎」と、準優勝チームの「緑ヶ丘団地」による
因縁の対決。激しい攻防戦の結果、昨年の雪辱
を果たし、見事試合を制したのは緑ヶ丘団地チ
ームでした。優勝おめでとうございます。
参加者の皆様、早朝からのご参加、ありがと
うございました！
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飲食部会では、１０月２１日（日）北九州市小
倉で開催された、ご当地グルメの祭典「Ｂ－１グ
ランプリ」
を視察。
今回は、飲食部会員はもとより、部会員以外の
会員にも広く案内し、総勢２５名での実施とな
りました。
本イベントは、全国各地のまちおこし活動団
体等が、日頃の活動を「食」を通じてアピールす
る場として、ここ数年、マスコミ等でも広く取り
上げられ、全国各地で開催されています。
当地区でも地域活性化の一環として、
「 食」で
まちを元気にできれば、加えて今後のまちおこ
しの参考になればとの思いから、本視察を企画
しました。
当日は、約４０万人の人出で賑わい、全国各地
から参加した６３団体が、日頃の活動の成果を、
工夫を凝らしてアピールしていました。各団体
のテント前には、長蛇の列。１５分、３０分待ち
は当たり前、
最長６０分待ちの団体も。
本会参加者もお目当ての団体の列に並び各々
の目や舌で、参考にできるものがないか、
真剣に試
食していました。
また、
参加者一同本イベントの規模の大きさや、
集客力、運営の大
変さ等を感じる
とともに、今後の
地域活性化への
取り組みについ
てのヒントが得
られ、大変有意義
な研修となりま
した。

今回は、ダイヤソルト（株）、
（ 株）大島造船所、
霧氷酒造（株）を視察します。
参加を希望される方は、同封の参加申込書に
よりお申し込みください。
日 程
平成２４年１２月５日（水）
視察先 ・ダイヤソルト（株） 崎戸工場
・
（株）大島造船所/大島酒造（株）
・霧氷酒造（株）
対象者
西そのぎ商工会会員
定 員
３０名程度
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今年で創業３７年。金属加工業として主に
船舶や発電所の部品を製造しています。
工場には旋盤、ボール盤、製缶、マシニン
グ、ＮＣ（数値制御による自動切削機）を
使用しています。今までの経験を活かしなが
ら、多様化するお客様の要望に応えるべく、
従業員一丸となっ
て日々仕事に取り
組んでいます。
事務所では、
看板犬のゆきちゃ
んがお待ちしてい
ます。
住
所
ＴＥＬ／ＦＡＸ
営業時間
定 休 日

時津町左底郷１８２４
（８８２）５１２８/（８８２）５２６５
８：００～１７：００
日・祝日、第１・３土曜日

平成２４年１１月・１２月の金融審査
会は次の日程で開催します。
●１１月審査会
第１回
第２回
１１月５日（月）
１１月１９日（月）
日 時
１３：３０～
１３：３０～
申込期限
締め切りました １１月９日（金）まで
●１２月審査会
第１回
第２回
１２月３日（月）
１２月１７日（月）
日 時
１３：３０～
１３：３０～
申込期限 １１月２２日（木）まで １２月７日（金）まで

マックスバリュ内にある花屋さんです。
花の苗や墓前用の切り花など、お客様
に大変喜ばれています。花束やアレンジ
もご予算に合わせてお作りします。
また、高田郷にある自宅では、手作り
雑貨を中心とした「かすてらはうす」を
オープンしました。
もちろんお花も
置いてあります。
ぜひ、お越しく
ださい。

住
所
Ｔ Ｅ Ｌ
営業時間
定 休 日

長与町まなび野２－３２－３
（８８７）４５５５
９：００～１９：００（ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ側は24Ｈ）
なし

長時間労働の抑制を含めた労働時間管理の適正
化のため、次の事項に取り組むことが重要です。
①労働時間の適正な把握の徹底
②時間外労働協定の適正化による時間外・休日
労働の削減
③長時間労働者への医師による面接指導等
労働者の健康管理に係る措置の徹底
長時間労働、賃金不払残業（サービス残業）他
労働時間に関する情報を受け付けます。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/campaign.html

詳しくは、長崎労働局労働基準部監督課
（TEL ０９５-８０１-００３０）まで。

(平成２４年１０月１５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％

（１０月受付分）

㈱日本政策金融公庫経営改善貸付

1.75％

事業所名

県創業バックアップ資金

2.20％

有限会社ヤマワキインテリア

山脇 吉光 室内内装業

長与

長与町小規模企業振興資金

2.50％

くるりのパン

中島雄一郎

時津

県中小企業経営緊急安定化対策資金

1.80％

マックスバリュ九州㈱時津店

柴田 英二 スーパーマーケット 時津

県経営安定資金（長期資金）

2.50％

Ａｎｇｅｌｉｑｕｅ

川田 紀子

代表者名

業

種

パン、菓子製造販売

パン、菓子製造販売

地区

時津

