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会員加入・商工貯蓄共済加入
推進 ！ （第２回理事会開催）
今年度第２回理事会を７月２日(水）に開催し
ました。主な議題は、①会員加入推進計画の
件、②商工貯蓄共済加入推進計画の件でした。
会員加入では、今年の総会で会員資格等を見
直した結果、組織率が５０％を割りました。県下
で５０％割れの商工会はなく、地域を代表する経
済団体として、早期の回復が求められています。
理事全員、この認識を共有し、ローラー作戦で新
規会員の獲得に努めます。
また商工貯蓄共済は、会員の財産形成と商工
会の財源確保を目的に、毎年推進しています。
共済は、保険のイメージが強いため敬遠されが
ちですが、保険に充当される掛金の割合は１割
以下。残り９割以上は銀行の大型定期預金とし
て貯蓄されます。今年は、貯蓄性が高いことを
アピールします。
会員加入も商工貯蓄共済も、役職員が強力に
推進いたします。会員皆様のご支援をお願いい
たします。

～商工貯蓄共済ワンポイント
～商工貯蓄共済
～商工貯蓄共済ワンポイント活用術～
ワンポイント活用
活用術～
術～
商工貯蓄共済には、加入者の方が急にお金が
必要になったとき、解約することなく、簡単な
手続きで積立金の一部を払い出せる「一部払出
制度」があります。
以前は、急に運転資金が必要になった場合
は、積立金の範囲内で融資斡旋を利用するか、
解約するしかありませんでした。「一部払出制
度」を利用すれば、共済を解約することなく、
積立金の一部を利用できるので、
再契約により加入年齢が上昇
し、保険料が高くなったり、保
険金額が下がってしまうことを
避けられるようになりました。

１口 ２，０００円の掛金で、その大部分が積立
金となる「商工貯蓄共済」を、自己資本の充実
にお役立てください。
●一部払出制度概要
・申込資格者 貯蓄共済に加入後１年以上経過
し、正常に掛金を納付している方
１回 １，０００円
・手数料
・送金時期 １日～１０日申込分は１７日送金
１１日～２０日申込分は２７日送金
２1日～月末申込分は翌月７日送金

開催し ます ！
開催します
創業セミナー・創業スクー
創業セミナ
ー・創業ス ク ール
ル
中小・小規模事業者は、地域の経済や雇用を
担う重要な存在ですが、年々減少傾向にありま
す。こうしたなか、政府では、「日本再興戦
略」において、開業率が廃業率を上回る状態を
１０％台に向上させる目標を掲げました。
この状況を踏まえ商工会では、国の委託を受
け「創業セミナー」「創業スクール」を開講いたし
ます。創業希望者に、創業に必要な財務・税務
等の基本的知識の習得やビジネスプランの作成
支援を行う創業スクール事業等を実施し、地域
の創業者数の増加、ひいては本会会員数の増加
を図ることを目的とします。
名称等

①やるばい創業セミナー（１日間）
８月２３日（土）１０：００～１２：３０
②長崎北部地域がんばらんば
創業スクール（５日間）
９月２０日（土）～１０月１８日（土）
毎土曜日１０：００～１７：００

対象者
創業予定者３０～５０名程度
場 所 「西そのぎ商工会」本所３Ｆ研修室

小規模基本法及び小規模支援法が可決・成立し、小規模企業対策が強化されました ！
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ࠉ䠓᭶䠍䠕᪥䠄ᅵ䠅すࡑࡢࡂၟᕤᮏᡤ࣭ὠᨭᡤ࡛
ࠕࡲࡕࢮ࣑ࠖࢭ࣑ࢼ࣮ࢆ㛤ദࡋࡲࡋࡓࠋ
ࠉㅮᖌࡢᒸᓮࡲࡕࢮ࣑ࡢ௦⾲ࠊᯇὒ୍㑻Ặ
ࡽࠊࡲࡕࢮ࣑ࢆ⾜࠺ୖ࡛ࡢ┠ⓗࡸ࣏ࣥࢺࠊ
ࠕࡲࡕࢮ࣑ࢆ࠺ࡸࡗ࡚⮬ᗑࡢୖቑࡘ࡞ࡆ
ࡿࠖࠊᅜࡢࢆࡗ࡚⇕ࡃㄒࡗ࡚࠸ࡓࡔ
ࡁࡲࡋࡓ䚹ࢭ࣑ࢼ࣮ࡣᴗ✀ࢆၥࢃࡎ䠍䠒ྡࡀཧ
ຍ䚹࣓ࣔࢆྲྀࡾ࡞ࡀࡽ⇕ᚰ⪥ࢆഴࡅ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ
 ࡲࡕࢮ࣑ࢆ㛤ദࡍࡿ࠶ࡓࡾ䠎䠌ᗑ⯒௨ୖࡢ
ཧຍࢆ┠ᶆࡋ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋᖺ䠍䠍᭶ୗ᪪䡚䠍䠎
᭶ୖ᪪ࡢ㛤ദྥࡅ࡚㝶
ሗࢆⓎಙࡋ࡚࠸ࡁࡲ
ࡍࠋከᩘࡢཧຍࢆ࠾ᚅ
ࡕࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࠉ䠓᭶䠎䠏᪥䠄Ỉ䠅ᾘ㈝
⛯㌿᎑ᑐ⟇❆ཱྀ┦ㄯ
➼ᴗಀࡿ⤒Ⴀ䝉䝭
䝘䞊ࢆ㛤ദࡋࡲࡋࡓࠋ
ࠉᙜ᪥ࡣࠊ䜲䝖䞊䝶䞊
䜹ᇽࡢඖᇳ⾜ᙺဨ࡛
࠶ࡗࡓ∦ᒣ⿱Ặࢆ
ᮾிࡼࡾ࠾㏄࠼ࡋࠊ䛂⃭ኚࡍࡿ௦ࡢᏳᐃ⤒Ⴀ䛃
ࢆࢸ࣮࣐ࠊࡈ⮬㌟ࡀ⤒㦂ࡉࢀࡓኻᩋㄯ࡞ࢆ
࠼࡞ࡀࡽලయⓗ࠾ヰࡉࢀࡲࡋࡓࠋ
ࠉㅮヰࡢ୰࡛ࡶ䛂ኚࢃࡽ࡞࠸ࡓࡵኚࢃࡾ⥆ࡅ
ࡿࡇࡇࡑᏳᐃ⤒Ⴀࡢ⛎⟇࡛࠶ࡿ䛃࠸࠺ࣇࣞ
࣮ࢬࡣ≉༳㇟῝ࡃࠊᾘ㈝⛯ቑ⛯࡛⤒῭⎔ቃࡀ
ኚࡍࡿ୰࡛ࡶࠊᮏᴗࢆᴟࡵỴࡋ࡚ࡪࢀ࡞࠸⤒
Ⴀࢆ⾜࠺ᚲせᛶࢆ⇕ᘚࡉࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ
ࠉࡲࡓ᪥㡭࡞࡞⪺ࡅ࡞࠸ᑠᴗ⏺ࡢヰ
ࡸࠊᡭ♫ᅾ⫋ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡽࡇࡑࡢ⌧⫋
௦ࡢ࠾ヰࢆ࠼ࡘࡘࠊᑠᴗ࠾ࡅࡿ⤒Ⴀຊ
ࢆ㧗ࡵࡿ࣏ࣥࢺࢆศࡾ᫆ࡃ࠾ヰࡋ࠸ࡓࡔ
ࡁࠊࢭ࣑ࢼ࣮ཧຍ⪅ࡽࡶ㉁ၥࡀ㣕ࡧ࠺ࠊ
࡚ࡶⓑ⇕ࡋࡓㅮ⩦࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
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ࠉ㠉᪂ⓗ࡞ྲྀ⤌ࡳࡸ⤒Ⴀィ⏬ᇶ࡙ࡃ㈍㊰ᣑ
➼ࡢྲྀ⤌ࡳᑐࡍࡿ㸰ࡘࡢ⿵ຓ㔠࡛ࠊᮏ⟶ෆ
ࡽḟࡢᴗᡤࡀ᥇ᢥࡉࢀࡲࡋࡓࠋ
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䚷䚷㻌䚷䚷䚷」ྜຍᕤᶵ䛾ᑟධ䛻䜘䜛䛥䜙䛺䜛ᣮᡓ

ෆΖංᒊଡᏐցՌ᧼
㻌䚷䡡䜰䞊䝖䞉䝽䞁
䚷䚷㻌䚷䚷䚷䜸䝸䝆䝘䝹㼀䝅䝱䝒䝥䝸䞁䝖䛾㢳ᐈ⋓ᚓ䜻䝱䞁䝨䞊䞁

㻌䚷䡡䞟䛔䜎䜐䜙
䚷䚷㻌䚷䚷䚷ᐗ⋓ᚓ䛾䛯䜑䛾ᗈሗάື䛻䜘䜛㈍㊰ᣑ
㻌䚷䡡䛺䛜䛥䛝ື⏘䞞䚷䚷ື⏘┦⥆┦ㄯ䛾㛤ദ

㻌䚷䡡䞞䠮䠥䠟䠟
䚷䚷㻌䚷䚷䚷㈙௰ᡭᩘᩱྥୖ䛸Ᏻᐃ䛾䛯䜑䛾㈍㊰ᣑ
㻌䚷䡡ᜑᐙ䚷䚷䜒䛳䛸䜸䝅䝱䝺䛻䜒䛳䛸䛚䛔䛧䛟

䚷㻌䡡Ὑ℆ᕤᡣ
䚷䚷㻌䚷䚷䚷䝬䜲䜽䝻䝞䝤䝹䜸䝌䞁Ὑί䛾ᑟධ䛻䜘䜛㈍㊰㛤ᣅ

㻌䚷䡡䝙䝳䞊䝃䞁䜽䝸䞊䝙䞁䜾
䚷䚷㻌䚷䚷䚷䛂⿵ಟ䞉ಟ⌮䝡䝣䜷䞊䜰䝣䝍䞊䝃䜲䝖䛃䛾㻼㻾ᴗ

䚷㻌䡡䛯䛛䛿䛧ၟᗑ
䚷䚷㻌䚷䚷䚷ᓥิᓥ⏘䛾䛂䛒䛚䛥ሷ䛃䛸䛂ᳺⲔሷ䛃䛾㈍㊰ᣑ

㻌䚷䡡䞟ྎ‴ீ
䚷䚷㻌䚷䚷䚷㧗㱋⪅ྥ䛡䛾䝯䝙䝳䞊䛸䜖䛳䛟䜚䛸䛟䛴䜝䛢䜛✵㛫䛵䛟䜚
㻌䚷䡡䠨䇻䠡䠟䠮䠥䠪䚷㻌䝬䝒ẟ䛾䜶䜽䝇䝔䞁䝅䝵䞁䛾䠬䠮ᴗ
㻌䚷䡡䠨 䡑 䠨䡑 䡀䡅 㻌㻌㻌㻌㻌䝦䝑䝗䝇䝟䛾ᑟධ䛻䜘䜛⒵䛧䛾✵㛫䛵䛟䜚
㻌䚷䡡䠩䡋䡊䡇䡁䡕䠜䠬䠽䡊䡀䠽䚷䛂䛚䜐䛴䜿䞊䜻䛃㈍㊰ᣑ䞉ୖ䠱䠬

㻌䚷䡡㛗ᓮ㣗ᗡ䛡䛳䛥䛟
䚷䚷㻌䚷䚷䚷㛗ᓮ⏘䛾ᮦᩱ䛻䛣䛰䜟䛳䛯᪂䝯䝙䝳䞊㛤Ⓨཬ䜃䠬䠮

㻌䚷䡡䞟⁁ୖ〇ᮦᡤ
䚷䚷㻌䚷䚷䚷ᮌᮦ䛾▱㆑䜢ά⏝䛧䛯ᛶ⬟ྥୖఫᏯ䝸䝣䜷䞊䝮ᨭ

㻌䚷䡡䜅䛯䜀⒪㝔
䚷䚷㻌䚷䚷䚷ゼၥ་⒪䝬䝑䝃䞊䝆᪂つᝈ⪅䛾⋓ᚓ䚸㈍㊰ᣑ䛾ᗈሗ

㣧㣗㒊࡛ࡣࠊ䠓᭶䠍䠑᪥䠄ⅆ䠅䡚䠍䠒᪥䠄Ỉ䠅ࡢ䠎᪥
㛫ࠊၟᗑ⾤ࡢ⏕ࢆどᐹࡍࡿࡇࢆ┠ⓗ◊ಟ
ࢆᐇࠋᘅ⏣㒊㛗䠕ྡࡀཧຍࡋࡲࡋࡓࠋ
ࠉ䠍᪥┠ࡢ㜿⸽୍ࡢᐑ㛛๓⏫ၟᗑ⾤ࡣࠊᖹᡂ䠍䠏
ᖺ䛂㣗䛃ࡼࡿ䛂ᅾ㛫䠏䠌ศ䛃ࢆ┠ᣦࡋࠊ䠏ᗑ⯒
ࡀ⊂⮬ࡢၟရ䚸䛂㤿䝻䝑䜿䛃䛂⏣⯋䛔䛺䜚䛃䛂䛯䛾䝅䝳
䞊䛃ࢆฟ䚹䝯䝕䜱䜰ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ㐲᪉ࡽࡶ
࠾ᐈࡀ᮶ࡿࡼ࠺ࠋ䠏ᗑࡢᡂຌゐⓎࡉࢀࠊ
࡛ࡣၟᗑ⾤ࡢྛᗑ⯒ࡶ⮬៏ࡢ䛂㣗䛃ࢆ➇࠸ྜ࠺ࡼ
࠺ᥦ౪ࠋᱵ㞵ᮇࡢᖹ᪥࡛ࡶ⾜ิࡀฟ᮶ࡿᗑ
⯒ࡀ࠶ࡿ࡞㈰ࢃࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ
ࠉ䠎᪥┠ࡢ㇏ᚋ㧗⏣ᕷ䛂䛾⏫䛃ࡣࠊၟᗑ⾤ࡀ
ඖẼࡔࡗࡓ௦䠙䠏䠌ᖺ௦ࡢ㈰ࢃ࠸ࢆࡶ࠺୍
ᗘࡼࡳࡀ࠼ࡽࡏࡼ࠺ࡢ㢪࠸ࢆࡇࡵ࡚ࠊ⏫࡙ࡃ
ࡾ╔ᡭࠋྛᗑ⯒ࡀࠊձࡑࡢᗑࡀᘓ࡚ࡽࢀࡓ㡭
ࡢࡢᘓ≀ࡢ⏕ղࡢ࠾ᐆࢆ䇾୍ᗑ୍ᐆ
䇿ࡋ࡚ᒎ♧ճ௦ࠎఏࢃࡿၟရࢆ䇾୍ᗑ୍ရ䇿
ࡋ࡚㈍մ࠾ᐈᵝ┠┠ࢆࠊᚰᚰࢆࢃࡍ
ࡢၟேࡢ⏕࡞ࠊ䠐ࡘࡢ䛂䛾⏕䛃ࢆ
ࡵࡊࡋࡓ䛂䛾ᗑ䛃ࡀ❧ࡕ୪ࢇ࡛࠸ࡲࡋࡓࠋ
ࠉ䠎ࡘࡢどᐹඛࡶၟᗑ⾤ࡢ⏕ྲྀࡾ⤌ࡳࠊ
᪂ࡋ࠸ࡂࢃ࠸ࢆฟࡋ࡚࠾ࡾኚཧ⪃࡞ࡿ
どᐹ◊ಟ࡛ࡋࡓࠋ
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ࠉࠉࡁࠉᖹᡂ䠎䠒ᖺ䠔᭶䠎䠐᪥䠄᪥䠅
ࠉࡇࢁࠉ㛗⥲ྜබᅬࡩࢀ࠶࠸ᗈሙ
ࠉ䜲䝧䞁䝖ࠉ䠍䠒䠖䠌䠌䡚
ࠉࠉኪᗑ࣭࣑ࢽࡶࡵ㌴↓ᩱ㺃ࣂࣥࢻ₇ዌ
ࠉࠉ䠞䠽䠾䡕䚷䠩ࢥࣥࢧ࣮ࢺ㺃䠵䠫䠯䠝䠧䠫䠥㋀䜚
ࠉࠉࠉࠉ┅㋀ࡾ࡞

ࠉⰼࠉⅆࠉ䠎䠌䠖䠏䠌䡚䚷䠎䠈䠌䠌䠌Ⓨ
ࠉၥྜࡏࠉ㛗ᕝࡲࡘࡾᐇ⾜ጤဨ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉσ㸸䠔䠔䠏䠉䠍䠍䠍䠍䠄㛗⏫ᙺሙෆ䠅

ἹἵݭἵὛ
ࠉࠉࡁࠉᖹᡂ䠎䠒ᖺ䠔᭶䠏䠍᪥䠄᪥䠅
ࠉࡇࢁࠉὠ࢛࣮࢘ࢱ࣮ࣇࣟࣥࢺබᅬ
ࠉ䜲䝧䞁䝖ࠉ䠍䠑䠖䠌䠌䡚
ࠉࠉ㟢ᗑ࣭ࣅࣥࢦ ࢫࢱࣥࣉ 㺃┦᧞⏒ྃ
㨶ࡘࡳྲྀࡾ㺃྿ዌᴦ㒊₇ዌ࣭ࢲࣥࢫ
࡞࡙ࡳኴ㰘࡞

ࠉⰼࠉⅆࠉ䠎䠌䠖䠌䠌䡚䚷䠎䠈䠌䠌䠌Ⓨ
ࠉၥྜࡏࠉࡂࡘኟࡲࡘࡾᐇ⾜ጤဨ
ࠉࠉࠉࠉࠉσ㸸䠔䠔䠎䠉䠎䠎䠍䠍䠄ὠ⏫ᙺሙෆ䠅

㻌
ịᖆἕᎷڀᒊἿউݸϜỌἿᎰΒ
ࠉ 䠓᭶䠔᪥䠄ⅆ䠅㛗 ᓮ
ᕷ ෆ ࡛ ࠕ ᖹ ᡂ 䠎䠒ᖺ
ᗘⱝ࠸⤒Ⴀ⪅ࡢᙇ
㛗ᓮ┴ࠖࡀ
㛤ദࡉࢀࡲࡋࡓࠋ
ࠉᖺࡣࠊ㛗ᓮ࣭す
ᙼ༙ᓥᆅ༊௦⾲ࡋ
࡚すࡑࡢࡂၟᕤࡀ
㑅ࡤࢀࠊᐑ㷂ಙ୍㑻㟷ᖺ㒊㛗ࡀ䛂㟷ᖺ㒊άື䛻
ཧຍ䛧䛶䛃࠸࠺ࢸ࣮࣐࡛Ⓨ⾲ࡋࡲࡋࡓࠋ
ࠉ䠔ࣈࣟࢵࢡࡢ௦⾲ࡀྛࠎಶᛶ㇏࡞Ⓨ⾲ࢆ⾜
࠺࡞ࠊᐑ㷂㒊㛗ࡣ⮬㌟ࡀ㒊㛗࠸࠺ᙺࢆᢸ
࠺࠶ࡓࡗ࡚ࡢᚰቃࡢኚࡘ࠸࡚ࠊすᙼᆅ༊
㟷ᖺ㒊ဨࡢኌࢆ⫼ࠊᇽࠎㄒࡾࡲࡋࡓࠋ
ࠉ⤖ᯝࡣᝰࡋࡃࡶධ㈹ࢆ㏨ࡋࡲࡋࡓࠋඃࡋࡓ
ᖹᡞᕷၟᕤࡢஂᐙ୍㑻Ặࡣࠊ㛗ᓮ┴௦⾲
ࡋ࡚䠍䠌᭶⇃ᮏᕷ࡛⾜ࢃࢀࡿᕞฟ
ሙࡋࡲࡍࠋ

Ἑὃὒ
ɩΖංࡠ૱ᾠὪᾮᾷὴݸϜɩ
ࠉ䠓᭶䠍䠔᪥䠄㔠䠅༗ᚋ
㸵ࡼࡾࠊဨ
ᴗ ᡤ 䠎䠎ࢳ ࣮ ࣒ 䠄䠔䠔
ྡ䠅ࡀཧຍࡋࠊ࣎࢘
ࣜࣥࢢࢆ㛤ദ
ࡋࡲࡋࡓࠋᖺ
ࡽඃࢳ࣮࣒
ࡣࠊ⳹㈹ရຍ
࠼࡚ࠕඃ࢝ࢵࣉ䛃
䠄ၟᕤᙺဨᥦ౪䠅ࢆᣢࡕᅇࡾ࡛㉗࿊ࡍࡿࡇ
࡞ࡾࠊࡢࢳ࣮࣒ࡶඃ┠ᣦࡋ࡚࠸┒ࡾୖ
ࡀࡾࡲࡋࡓࠋᡂ⦼ࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࠋ
ۻᅋయࡢ㒊
ࠉඃࠉࠉす⏣་㝔ࢳ࣮࣒
ࠉ‽ඃࠉ䝣䝷䝽䞊䜼䝱䝷䝸䞊䜸䝷䞁䝎䝲㻮䝏䞊䝮
䖩ಶே䛾㒊
ࠉ䝝䜲䝇䝁䜰䠄⏨䠅ࠉᕝཱྀぶ⩏䛥䜣䠄䜸䝷䞁䝎䝲㻮䠅
ࠉ䝝䜲䝇䝁䜰䠄ዪ䠅ࠉす⏣⏤Ꮚ䛥䜣䠄す⏣་㝔䠅

ὬίὦέύᾫᾷỖổ៍ឭậ
ᆄᩲԞॄᾣᾎ̵ᫌѲ
ࠉᕤᴗ࣭ᘓタ୧㒊࡛ࡣࠊ䠓᭶䠎䠕᪥䠄ⅆ䠅༗ᚋ䠒
༙䜘䜚ᮏᡤ㸱㝵◊ಟᐊ࠾࠸࡚䚸䛂䜶䝁䜰䜽䝅䝵
䞁䠎䠍ㄆド䞉Ⓩ㘓ไᗘ䝉䝭䝘䞊䛃ࢆ㛤ദࡋࡲࡋࡓࠋ
ࠉྠไᗘࡣࠊᴗ⪅➼ࡀࠊ㓟Ⅳ⣲ࡸᗫᲠ≀
ࡢฟ㔞࡞ࠊ⎔ቃ㈇Ⲵࢆῶࡽࡋ࡞ࡀࡽేࡏ࡚
⤒Ⴀࢥࢫࢺࡢ๐ῶࢆᅗࡿ࡞ࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞♫
ࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡃࡇࢆ┠ⓗࡋࡓࠊ⎔ቃ
┬ㄆᐃࡢⓏ㘓ไᗘ࡛ࡍࠋ
ࠉᙜ᪥ࡣࠊ⎔ቃ┬⟇ᐃࡢ䜺䜲䝗䝷䜲䞁ᇶ࡙ࡁࠊ
⎔ቃ⤒Ⴀࡢ⤌ࡳᵓ⠏ࡸ㐠⏝ࠊ⥔ᣢࡢ᪉⟇࡞
ࢆ࠼ࡓㅮᖌࡢㄝ᫂䚸ཧຍ⪅ࡣ⇕ᚰ࣌
ࣥࢆ㉮ࡽࡏ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ
ࠉ㏆ᖺࠊྠㄆド࣭ྲྀᚓࡼࡗ࡚ࠊ⮬యࡢධᮐ
ᑂᰝ࡛ຍⅬࡉࢀࡓࡾࠊ㔠⼥ᶵ㛵ࡢప⼥㈨ไᗘ
ࢆ㐺⏝ࡉࢀࡿ࡞ࠊᴗࡢ࣓ࣜࢵࢺࡶᗈࡀࡗ࡚
࠾ࡾࡲࡍࠋ
ࠉ୧㒊࡛ࡣࠊᚋࡶ㒊ᴗᡤ➼ࡢྠㄆド࣭
ྲྀᚓྥࡅ࡚ࠊࢭ࣑ࢼ࣮ࡸಶูࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ
㛤ദࢆ⥅⥆ࡋ࡚ᐇࡍࡿணᐃ࡛ࡍࠋ
ࠉ㛵ᚰࡀ࠶ࡿ᪉ࡣࠊၟᕤࡈ㐃⤡ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
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地域の皆さまと共に１３年 ！

おしゃれと健康は足元から ！

㈱カーネットジャパン

シューズ ファミリー

エコカーや正規輸入車等、幅広い車種を
取り揃えています。レンタカーも、軽自動車
な ら １日 ４，０００円 と リーズナブルな 価 格 設
定。女子会など、８～１０人でわいわい楽し
めるワゴン車もご用意しています。
また、コツンとぶつけた時は、素早い対応
のスピード鈑金。
新規のお客様に
限 り 、 『「ク ロ ー ズ
アップ」見たよ』の
声で、オイル交換
を１，０００円にサービ
ス致します。

長与に靴店として開店し３５年。お客様の
ニーズに応えられるよう、各種豊富に取り
揃えています。
なかでも、ひざのトラブルを予防するシ
ューズ、メディカルウォークはご好評頂い
ております。親切、丁寧な対応をモットー
に、お客様とのふ
れあいを大切にし
ております。
各学校の指定靴
も扱っていますの
で、お気軽にお立
ち寄り下さい。

住
所
ＴＥＬ／ＦＡＸ
営業時間
定 休 日

時津町左底郷１３５９－１
（８８１）７０１１
９：００～１９：００
元日のみ

「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）
第１回
８月審査会 ８月４日（月）
申込期限 締め切りました
９月審査会 ９月１日（月）

第２回
８月１８日（月）
８月８日（金）まで
９月１６日（火）
申込期限 ８月２２日（金）まで ９月５日（金）まで

商工会休館 と 会費等口座振替日について
●８月１４日（木）・１５日(金)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（金)です。残高の確認をお願いします。

住
所
ＴＥＬ／ＦＡＸ
営業時間
定 休 日

日・祭日・木曜日は１８：００

不定休(日曜、祭日営業)

「長崎県よろず支援拠点」開設
長崎県商工会連合会では、国からの委託を
受け「よろず支援拠点」を開設しました。
「よろず支援拠点」とは、地域の中小企業・小
規模事業者に総合的・先進的アドバイスを提供す
る相談窓口で全国一斉にオープンしました。
・住 所 長崎市桜町4-1 長崎商工会館8階
・電 話 ０９５（８２８）１４６２ （やっぱ いーよろず）
・コーディネーター 中小企業診断士 團野龍一
・相談可能時間
９：００～１２：００
（平日のみ） １３：００～１７：３０

（７月受付分）
事業所名
からあげ大吉長崎店

(平成２６年７月１１日現在)

長与町嬉里郷４７６
（十八銀行長与支店裏）
（８８３）７１８０
１０：００～１９：００

代表者名

業

種

地区

酒井 一雄 からあげテイクアウト 長与
造園業

長与

貴美建装

尾崎 貴大 塗装業

長与

1.40～2.80％

うれり整骨院

野村 浩平 整骨院

長与

㈱日本政策金融公庫経営改善貸付

1.45％

やきとり鳥吉

山下 長幸 やきとり移動販売 時津

県創業バックアップ資金

2.00％

アンブレラ

上田 春花 アロマテラピー

長与町小規模企業振興資金

2.50％

スナック キャンディ 栗田 祐子 スナック

制度の種類
㈱日本政策金融公庫普通貸付

県経営安定資金（長期資金）

ガーデンワーク緑道 本野

利率(年利％)

2.3％以内

ラファル

英

岩崎 剛太 美容室

長与
時津
時津

