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第３３回長与川まつり終了 ！

第６回西そのぎ商工会青年部杯
えひめ
争奪ソフトボール大会

８月１８日（日）、
長与町ふれあい
広場で長与川ま
つりが開催され
ました。
当日は県内各
地で観測史上最
高気温を記録し
ましたが、暑さ
に負けず、多くの人で賑わいました。
午前中は長与町役場（玄関）での神事と長与川
の清掃、午後４時からは、まつり本番。
ステージではバンド演奏や、きよちゃんぽん
ショー、的野祥子ライブで盛り上がりました。
フィナーレは、２０００発の豪華な花火が夜空
を飾り、まつりの幕を閉じました。

毎年恒例の青年部杯争奪ソフトボール大会が
開催されます。以下のとおり参加チームの募集
と賞品ご提供のお願いをいたしますので、ご協
力をお願いいたします。

スローピッチソフトボール大会
参加チーム募集 ！
と

き

と こ ろ
参加資格

とぎつ夏まつり無念の中止 ！
８月２５日（日）に予定されておりました「とぎ
つ夏まつり」は、豪雨の影響により、誠に残念
ながら中止となりました。打ち上げ花火は翌２６
日（月）に順延され、時津港沿岸にはたくさんの
町民の皆様が訪れ、夏の終わりを惜しむかのよ
うに色とりどりの花火を楽しんでいました。
なお、今年度はとぎつプレミアム商品券を夏
まつり会場と時津支所での同時販売としており
ましたが、夏まつりの中止に伴い、時津支所の
みでの販売となりました。悪天候にもかかわら
ず、多くの方々に足を運んでいただきました。
引き続き商品券は時津支所で販売を行ってお
ります。売り切れ次第販売を終了いたしますの
で、お早めにお買い求めください。

商工会に勤務する
経営指導員等の募集
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（木）～９月２０日（金）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。

参 加 料
募 集 数
申込期間

平成２５年１０月６日（日）
１０：００～１７：００（予定）
長崎県立大学シーボルト校
（長与町まなび野1-1-1）
長与町内・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
１０，０００円
２０チーム
平成２５年９月２日（月）～１３日（金）

ソフトボール大会
賞品提供のお願い ！
例年色とりどりの賞品が参加者に喜ばれてお
ります。今年もぜひ賞品提供のご協力をお願い
いたします！
受付期間 平成２５年９月２日（月）～２７日（金）
連 絡 先 西そのぎ商工会各支所
※ご連絡いただけれ
ば、青年部員が賞
品を受け取りに伺
います。
※賞品には提供事業
所名を記載した、
のし紙をご準備い
たします。
●お申し込み・お問い合わせ
時津支所（担当：田中） ＴＥＬ：８８２－２２４０
長与支所（担当：津） ＴＥＬ：８８３－２１４５
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