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第１０回長与商工まつり開催 ！

「ながよ得とくプレミアム
商品券」販売開始！

今年も長与中央商店街を主会場に、恒例の
「長与商工まつり」を開催します。
当日は、町内外の事業所からの出店・販売や
マグロの解体ショー、餅つきや琴の尾太鼓などの
イベント、抽選会や商品券の販売など盛りだくさん
の内容でみなさまのご来場をお待ちしています。
また、昨年に引き続き、商工まつりの夜の部
として「第２回長与ほろ酔い散策ラリー」を開
催します。ただいま、商工会（長与支所・時津支
所）でチケット販売中！

総額２，２００万円 ！

＜第１０回長与商工まつり＞
＜第１０
回長与商工まつり＞
日 時 平成２５年１０月２６日（土）
１５：００～２０：００
場 所 長与中央商店街一帯（嬉里郷）
＜第２回長与ほろ酔い散策ラリー＞
日 時 平成２５年１０月２６日（土）
１８：００～２０：００
場 所 長与町内の飲食店

とぎつふれあい産業まつり開催！
１１月１０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。今年も、演奏やダンスなどのステージ
イベントに加え、地元商工業者による特産品販
売や自社製品の展示販売を予定しています。
なお、出店案内を別紙にて同封しております
（時津地区のみ）。多数のご参加をお待ちしてお
ります！
日

時

会

場

平成２５年１１月１０日（日）
１０：００～１６：００
とぎつウォーターフロント公園

毎年恒例のプレミアム付商品券を販売します。
１０月２６日（土）に開催する第１０回長与商工ま
つり会場で１，０００万円分を先行発売！数に限り
がありますのでお早めにお求めください！
◆
◆１セット１万１千円分の商品券を１万円で
販売（１０％お得！）
◆
◆お一人様５セットまで購入できます
詳しくは今月２４日（木）の新聞折込をご覧くだ
さい。

商品券の取扱加盟店を募集します ！
長与町の共通商品券は登録した加盟店でのみ
使用できます。まだ登録がお済みでない事業所
はぜひご登録ください。
取扱いは、西そのぎ商工会長与支所まで。

商工貯蓄共済へのご加入
ありがとうございました
９月１３日まで実施していました「商工貯蓄
共済新規加入増強運動」は、期間中、２９７口
の新規加入をいただき、県下２２商工会の中
でも加入実績４位、達成率５位の成績を収め
ることができました。
ご加入いただきました皆様をはじめ、推進に
ご協力いただきました役員・青年部・女性部
の皆様に心よりお礼申し上げます。
同共済は「保障・貯蓄・融資」の３つの特
色を組み合わせた商工会員のための共済制度
で、推進期間終了後も随時加入を受け付けて
います。先進医療が追加され、さらに保障が
充実した医療保障特約とあわせて、ご検討を
よろしくお願いいたします。
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消費税増税を乗り切るために
前号の文末で、根本的な解決策として経営体
質改善の必要性を説明しました。増税によりモ
ノが売れなくなるのは、少なからず値段で他社
と勝負しているために起こると考えられます。
値段で勝負するためには、一括仕入れや大量生
産など規模を活かした事業活動が必要ですが、
中小企業が真っ向から立ち向かうと体力面で負
けてしまいます。その為、他社が真似すること
の出来ない、商品・サービス・技術等の「質」で勝
負する事が重要な課題となりま
す。
具体的には「ヒト」「モノ」「カ
ネ」「情報」の４つの要素に分け
ると考えやすいと思います。

ヒ ト 事業主自身、従業員（人材）、人
事業主自身、従業員（人材）、人脈etc
etc
① お客様目線か。
② 従業員の姿勢、行動を把握しているか。
③ 人の縁を大切にしているか。

モ ノ 商品、サービス、原材料、店舗etc
① 商品・サービスに独自性があるか。
② 新しい提案を行っているか。

カ ネ 運転資金、設備資金、引当金etc
① 車輌、機械、備品等の買換えはないか。
② 従業員の退職金は考慮しているか。
③ お金をかけないで独自性を出しているか。

情 報 市場、取引先、同業他社の動向、国の
制度活用etc
① お客様は何を欲しているのか。
② 他社の行動を把握し、対抗できるか。
③ 補助制度を十分に活用しているか。
主なポイントを述べましたが、業種や内部環
境、外部環境によって変わるのでご自身の状況
に合わせて検討することが必要です。また、４
つの要素は結合すると強みとなりますが、重要
なことはこの順序や優先度です。企業を動かす
「ヒト」が居なければ、モノやカネがあっても
意味を成しません。“企業は人なり”と言われ
るように、まずは「ヒト」に重きを置いて、「モ
ノ」「カネ」「情報」を活用する事が重要でしょう。
商工会では会員事業所の状況に応じた様々な
相談を承っています。消費税増税の対策を契機
に、改めて経営状況の見直しを行い、時代の変
化に負けない経営基盤を一緒に確立していきま
しょう。

ものづくり補助金関連
長建工業㈱ 採択受ける ！
長建工業㈱（時津町西時津郷）では、去る９月２
日（月）、国の「平成２４年度ものづくり中小企
業・小規模事業者試作開発等支援補助金」（第
２次公募）の採択を受けました。
同補助金は、国がものづくり産業の基盤の底上
げを通じて、経済の活性化を図るなどを目的と
するもの。補助額の上限が１千万円と企業の関
心も高く、今般、長崎県内では７６件の応募に
対し、僅か３６件（４３％）の採択という狭き
門を突破。本会から推薦した企業としては、出
口工業㈱に次いで２件目の快挙です。
採択された事業（ＹＡＧレーザー溶接機導入によ
る溶接技術向上と生産性向上）は、これから本
格的に取り組むことになりますが、長建工業㈱
の今後ますますのご活躍が期待されます。

出口工業㈱ マシニングセンタを導入
去る９月４日（水）、出口工業㈱（時津町左底郷）
では、ものづくり補助金で採択された“マシニ
ングセンタ”を導入しました。
近年、製缶組立事業においても、顧客から加
工・組立・製造までの一元化を求められている
状況のなか、ニーズに対応し競争力の強化を図
るためには、低価格、高品質、短納期化を実現
するマシンニングセンタの導入が欠かせないと
の観点から、外注への依存から脱却し、自社独
自での一貫性を目指すもの。
同マシンが本格稼働
すると、飛躍的に生産
性が向上することか
ら、販路の拡大が見込
まれます。出口工業㈱
の今後ますますのご活
躍が期待されます。

長崎県の最低賃金が
改定されます
長崎県の最低賃金は、平成２５年１０月２０日
（日）から『１時間６６４円』に改定されます。
労働者に支払う賃金が最低賃金額以上かどう
かを確認し、最低賃金法違反にならないよう注
意しましょう。（派遣労働者は、派遣先の事業場
に適用されている最低賃金が適用されます。）
詳しくは、長崎労働局労働基準部賃金室
（０９５-８０１-００３３）、または長崎労働基準監督署
（０９５-８４６-６３５３）までお問い合わせください。
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長崎高等技術専門校との
授業参観と意見交換会

！！
祝「コスモ電設㈲」２連覇
えひめ
～事業所対抗ボウリング大会～

工業・建設両部
会では、去る９月
６日（金）、即戦力
となる技能・技術
者を養成し、就職
の支援を行ってい
る長崎高等技術専
門校（永渕種生校
長）と、商工会が
連携、協力することで、地区内事業所への就職
支援及び産業基盤の形成に寄与することを目的
として、実施しました。
当日、本会からは、両部会の役員を中心に１
７名が参加。また、同専門校からは、永渕校長
ほか各指導課長５名が出席。冒頭、同専門校か
ら概要説明を受けたあと、授業参観と意見交換
会を実施。予定時間をオーバーするなど活発な
意見が交わされました。
今回の試みは、人材の確保や育成といった雇
用面に主眼をおいたもので、「ものづくり」を
支える本会にとりまして、今後、重要な取り組
みになるもの考えます。また、同専門校は、地
元長与町に設置されており、その存在は本会に
とりましても大変心強いものであり、互いに、
産業基盤を支える機関として、連携、協力する
ことが、地域の活性化はもとより、県内産業の
技術力向上、所得力向上に結びつくものと確信
しました。

本会福利厚生
委員会主催で、９
月１１日（水）に 、
長崎ラッキーボ
ウ ル （長 崎 市 ）で
「事業所対抗ボウ
リング大会」を開
催しました。
今 年 度 は ２２チ
ーム８７名が参加。和気あいあいとした雰囲気の
中、約２時間にわたり交流を深めました。
団体の部では、「コスモ電設㈲Ａ」チームが
２ゲーム合計１，１９８のスコアで見事栄冠に輝
き、２連覇を達成しました！
準優勝は「出口工業㈱」チーム、３位は「Ｍ
ＯＴＯＯ（㈲元尾鉄工所）」チームが僅差で続
きました。
また、個人の部では出口工業㈱の井上氏が８
連続ストライクをたたき出すなど、他者を寄せ
付けない圧倒的な強さでハイスコア賞（４９３
/２ゲーム）を獲得しました。
大会終了後の表彰式では、団体や個人の各賞
に加え、ダブルチャンス賞も贈られるなど、盛
会のうちに終了しました。

長崎がんばらんば国体リハー
えひめ
サル大会が開催されました

本会女性部で、今
年も長与小学校６年
生を対象に実施する
マイタウン子供ビジ
ネススクールの受け
入れ事業所を募集し
ます。
この事業は、将来の地域を担う後継者の育成
や、子供たちの企業家精神を養うことを目的と
しています。子供や孫の職場体験見学の結果、
親や祖父母等が来店し、顧客獲得につながるこ
ともあるそうです。

９月１４(土)～１６日(日)
に「全日本総合女子ソフ
トボール選手権大会」（時
津町・長与町）が開催さ
れ、女性部では、“とぎ
つ海と緑の運動公園”会
場で、飲み物と時津まん
じゅうを販売しました。
今大会は、来年の長崎
がんばらんば国体のリハ
ーサルとして開催された
もので、全国から３２チームが参加。優勝は
「トヨタ自動車」、準優勝は「ルネサスエレクト
ロニクス高崎」でした。
本大会での経験を活かし、来年の国体が一層盛
り上がるよう、女性部としても協力していきます！

開 催 日
平成２５年１１月８日（金）
時
間
１２：３０～１４：３０
（事業所までの送迎は、女性部が行います）
対象児童数
約１０６名
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なかよし夫婦で営業中！

木工・鉄工・ＦＲＰまとめて引き受けます ！

なかよし食堂

かつ工装

創業４３年、母から受け継いで２９年。出前
を中心に定食から単品まで、メニューも多数
揃えています。人気メニューは唐揚定食やオ
ムライスです。お弁当(炊込み御飯等)の配達
は、お早目にご予約頂ければ、日曜日でも
承ります。また、
クリスマスや 誕 生 日
等 に は 、 ツリーや
星・靴下などをか
たどったお弁当も
お届けします。
皆様のご注文を
お待ちしています。

わが社は木工、鉄工、ＦＲＰ業を一つに
集約した工場です。主に船舶関係の鉄製の
防熱耐火扉枠やＦＲＰ製の防水製品を製作
しております。
また陸上では屋内外用の手摺り、オリジナ
ルの看板製作、マ
ンション関 係 に お
けるＦＲＰ製の貯
水槽タンク等の現
場修繕工事も行っ
ております。
一度ご相談いた
だければ幸いです。

住
所
ＴＥＬ／ＦＡＸ
営業時間
定 休 日

時津町浜田郷６５１－３
（８８２）２１７０
１０：００～２０：００
日曜日

住
所
ＴＥＬ／ＦＡＸ
営業時間
定 休 日

「マル経融資」申込みに係る金融
審査会の開催について（お知らせ）
平成２５年１０月・１１月の金融審査
会は次の日程で開催します。
●１０月審査会
第１回
第２回
１０月７日（月） １０月２１日（月）
日 時
１３：３０～
１３：３０～
申込期限 締め切りました 10月11日（金）まで
●１１月審査会
第１回
第２回
１１月５日（火） １１月１８日（月）
日 時
１３：３０～
１３：３０～
申込期限 10月２５日（金）まで 11月８日（金）まで

㈱日本政策金融公庫普通貸付

参加者を募集します ！
ｴｺｱｸｼｮﾝ21認証・登録制度
「環境経営」の証を得ることにより、取引き
拡大の有力な手段するとともに、企業の信頼
性を確立することを目的として実施します。
●期 間 平成２５年１１月～平成２６年３月
●場 所 西そのぎ商工会

技能競技大会
技能レベルを競い合い、技能者に努力目標
を与えるとともに、技能水準の向上を図るこ
となどを目的として実施します。
●日 時 平成２５年１２月１日（日）９時～１７時
●場 所 長崎高等技術専門校（長与町）
●競技職種 機械加工、鉄工、配管、電工 他
※工業・建設部会会員へは、別途ご案内します。
それ以外の方は商工会にお問い合わせください。

(平成２５年９月１１日現在)
制度の種類

長与町高田郷３４５５
（８８３）２３７７
８：００～１７：００
土・日・祝祭日

利率(年利％)
1.45～3.70％

（９月受付分）

㈱日本政策金融公庫経営改善貸付

1.65％

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％

㈲山富士

前道 照秋

県中小企業経営緊急安定化対策資金

1.80％

たかはし商店

髙橋亜維子 物産品販売

長与

県経営安定資金（長期資金）

2.50％

前田冷菓

前田佐和江

時津

事業所名

代表者名

業

種

葬祭用品等卸売､小売

ﾁﾘﾝﾁﾘﾝｱｲｽ製造､販売

地区
時津

