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貯蓄共済に加入すると・・・

　入院や手術の保障など、病気やケガをしっか
りサポート、通算２千万円まで先進の技術費用
を補償いたします。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。

　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。

　ご連絡いただければ、職員がご説明にお伺い
いたします。
　この機会に、商工貯蓄共済及び医療保障特約
への加入を、ぜひご検討ください。

1.入院手術に安心の医療保障特約が付加できます！1.入院手術に安心の医療保障特約が付加できます！1.入院手術に安心の医療保障特約が付加できます！

2.積立金の一部を払い出すことができます！2.積立金の一部を払い出すことができます！2.積立金の一部を払い出すことができます！

　８月２５日(火)第４回理事会を開催しました。
　提出議案は７議案。主な内容は、次のとおり
です。

　①プレミアム商品券特別会計は、本年度事業
実施のプレミアム商品券の実行予算で、長与・
時津両地区とも２億円を超える予算が承認され
ました。
　②会員加入推進計画は、組織率を上げるため
の計画です。組織率とは、商工会地区内の事業
者数に占める会員数を言います。現在、地区内
事業者数が２,０７７、会員数が１,０２３で、
組織率４９.６９％となっています。地域経済
団体としてより力を発揮できるため５０％を目
標に、役職員一体となりローラー作戦を展開し
ます。新規開業などの情報をお知らせください。
　③商工貯蓄共済新規加入推進計画は、会員企
業の安心と商工会財源確保のため本年も展開致
します。皆さんもご検討のうえ加入をお願いい
たします。
　④第１回補正予算は、プレミアム商品券特別
会計へ本会計からの繰り出し、全国規模のマー
ケットを狙った新事業展開を進める「全国展開
支援事業」（５００万円全国連補助事業）、
「青年部女性部活動事業」（６５万円県連助成
事業）の採択決定に伴うものです。

　商工会では９月１１日（金）まで、商工貯蓄
共済の新規加入増強運動を実施しています。
　月額１口２,０００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もの
で、事業主はもとより、ご家族及び従業員の方
も加入できます。

　昨年大好評だった『まちゼミ』が、更にパワ
ーアップして帰ってきました！
　７月１８日（土）～８月１２日（水）の約１
ヶ月間、２４店舗３１講座が開催され、全体で
２８０余名の方々にご参加いただきました。
　今回は、大人気の
健康・グルメ・美容・
ファッションをはじ
め、ペットや音楽と
いった新たな講座も
多数開催。参加者全
員から「満足」「大
満足」との声を頂きました。店舗・住民・地域
の『三方よし』の取り組みが、ここ西そのぎに
も徐々に拡りを見せています。
　今後、この『まちゼミ』を更にパワーアップ
した事業にしていくため、より多くの方々にご
参加いただきたいと考えています。
　今回の反省と情報共有を目的とした、「まち
ゼミ報告会を」１０月２日（金）１８：００よ
り開催します。
　皆さまのご参加をお待ちしております。
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　８月６日（木）に開催した、「１から解説！
『マイナンバー制度』にどう対応すべきか」の
セミナー出席者に対して行ったアンケート結果
を取りまとめました（参加者５９名中、回答者
４７名）。
　今回の結果では、「制度名や内容を理解して
いるが何も着手していない」が、「計画中」の
ものまで含めると、ほぼ全ての企業で未対応と
いう結果でした。また、対応されていない理由
を聞くと、「情報収集の段階」が４８％と最も
多く、次いで、「制度そのものが分っていない」
「時期が来たら対応する」の順でした。この他、
制度対応への課題としては、「個人情報の漏え
いを防ぐ管理体制の構築」や「社内規定の整備
やマニュアルの作成」「源泉や社会保険関連手
続きの変更に伴う対応」「社員向け教育、研修
の実施」などが挙げられています。
　アンケートの記述回答では、「名前は知って
いましたが、どのように対応していけばよいか
良く分らなかったので、今後の対応に大変役立
つセミナーでした」「情報漏えいの無いよう、
十分管理していきたいと思います」「とても勉
強になりました。ただ１時間半は短かったと思
います」「マイナンバー制度に対して甘く考え
ていましたので、いますぐにでも対応の準備を
急いでやろうと思います。セミナーに来て良か
ったです」などといった声が寄せられ、マイナ
ンバー対応の準備を進めなければ、との危機意
識が醸成されたセミナーでした。

技能競技大会、終了！技能競技大会、終了！技能競技大会、終了！

　工業・建設両部会では
８月２日（日）長崎高等
技術専門校（長与町）に
おいて「技能競技大会」を
開催しました。
　今年度は鉄工、機械加
工、電工、冷凍空調機器
施工の４職種に１２名が参加。与えられた制限
時間のなかで課題に取り組みながら、切削、溶
接など持てる技能、技術を余すところなく発揮
していました。
　今後も長崎県のものづくりを支えるため、西
そのぎからものづくり人材育成の必需性を発信
していきます。
　ご来場いただき応援くださった皆さま、あり
がとうございました。

全国展開支援事業スタート全国展開支援事業スタート全国展開支援事業スタート

　本年度、商工会では、国の補助事業である
「全国展開支援事業」に採択されました。
　本事業は地域の小規模事業者等と商工会が、
ともに製品開発や販路開拓に取り組むもので、
今回「長崎みかんをモチーフにした新製品づく
り」のテーマで採択されたもの。今後、専門家
のアドバイスを受けながら、みかんを使った新
製品の試作開発、地域産品の販路開拓に取り組
みます。
　製品開発や販路開拓をお考えの食品製造業者
の皆さま、本事業に興味のある方は商工会まで
ご連絡ください。

対応が急務のマイナンバー！  
貴社は大丈夫ですか？
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　平成２７年１０月１日から、マイナンバーが
国内の全住民に通知されます。
　企業の規模に関わらず対応が求められます。
そこで、商工会では、「マイナンバーセミナー」
第２弾を実施します。研修の詳細及び申込みに
ついては、同封の別紙に記載しています。
　この機会に、ぜひともご活用ください。

　1.日　時：平成２７年１０月９日（金） １３：３０～
　2.場　所：西そのぎ商工会本所３Ｆ研修室
　3.参加料：無　料
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青年部ソフトボール大会のお願い青年部ソフトボール大会のお願い青年部ソフトボール大会のお願い

　８月２３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。
　当日は夏真っ盛りの
暑さでしたが、多くの
来場者でにぎわい、長
崎出身の歌手baby-Mのステージやバンド演奏、
ダンス、商工会員等による露店などで大いに盛
り上がりました。
　まつりの最後は約２,０００発の花火が打ち
上げられ、夏の夜空を彩りました。

　1.と　き：平成２７年９月２７日（日）
　　　　　　　　　９：００～１７：００
　2.ところ：長与町ふれあい広場

　賞品提供をお願いします。賞品は、提供事業
所名を付けて参加チームに配ります。
　９月１８日（金）までにご連絡いただければ、
青年部が受け取りにお伺いします。

　８月９日、青年部では地域
貢献事業として、小中学校の
平和集会に「平和の火」を届
けました。
　平和の火とは福岡県の星野
村（現八女市）にある広島原
爆投下当時から燃え続けてい
る火で、７０年間守り続けら
れています。
　星野村を訪れて平和の火の種火をいただき、
それをピースキャンドルとして平和集会に灯し
てもらいました。
　平和の火の由来を聞
いた子どもたちは、そ
れぞれに平和について
考えを巡らせている様
子で、戦後７０年を迎
えるにあたり、改めて
先人への感謝や平和への願いを深める機会とな
りました。
　青年部では今後も地域に貢献する活動を行っ
ていきます。

　８月３０日（日）、時津ウォーターフロント
公園にて、とぎつ夏まつりが開催されました。
　心配された天気も何とか持ちこたえ、夏休み
最後の思い出作りに大勢の町民が来場しました。
　１０時から開店した出店を始め、毎年大盛況
の飲食部会主催の「魚つかみ取り大会」や、豪
華景品があたる「ビンゴ大会」など、ご協力頂
いた会員皆様のおかげで多くの町民の方々に喜
んでいただけました。
　ステージでは、ダンスや
音楽で大盛り上がり！
皆さんお待ちかねの
『変面ショー』では、
驚きの早業に大勢の方
が大歓声を上げていま
した。
　日が暮れて、小雨の中の盆踊、花火で締めく
くり、夏休み最後の想い出を彩りました。

　平成２７年度長与商工まつりを以下の日程で
開催予定しております。
　詳しくは同封の案内をご覧ください。

＜平成２７年度　長与商工まつり＞＜平成２７年度　長与商工まつり＞

　1.日時：平成２７年１０月２５日（日）
　　　　　　　１０：００～１５：００(予定）
　2.場所：長与港西側埋立地
　　　　　　（ペ－ロン大会開催場所）

　１０月７日（水）・２１日（水）の２日間、
管理職研修会を開催します。
　１社では少人数で実施しづらいロールプレイ
ングやディスカッションを取り入れ、異業種の
事業所同士、切磋琢磨しながら管理職に必要な
実践力を鍛えます。
　研修内容の詳細及び
申込みについては、同
封の別紙に記載してい
ます。ぜひ、管理職育
成にご活用ください。

管理職研修会にご派遣ください！管理職研修会にご派遣ください！管理職研修会にご派遣ください！
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　　　　　　　　　　制度の種類制度の種類       利率(年利％)利率(年利％)

㈱日本政策金融公庫普通貸付  　1.30～2.90％

㈱日本政策金融公庫経営改善貸付 　　1.25％

県創業バックアップ資金  　　2.30％

長与町小規模企業振興資金  　　2.00％

県経営安定資金（長期資金）  　　2.50％
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 住　　所住　　所

 ＴＥＬ／ＦＡＸＴＥＬ／ＦＡＸ

 営業 営業時間時間

 定 休 日定 休 日

  　第１回 　　　　第２回

９月審査会　　９月　１日（火） 　　９月１４日（月）

　申込期限　締め切りました 　 ９月　４日（金）

１０月審査会　１０月　５日（月） 　１０月１９日（月）

　申込期限　９月２５日（金） 　１０月　９日（金）

 住　　所住　　所　 　時津町浜田郷５５４－６２

  ＴＥＬ／ＦＡＸＴＥＬ／ＦＡＸ　  （８８２）５５６０

 営業時間営業時間　 ８：００～１７：００

 定 休 日定 休 日　 　日曜、祭日

長与町嬉里郷４２２－１０３

（８８７）０１８２/（８８７）０１９７

１１：００～１８：００

日曜、祝日

事業所名　　代表者名　　 事業所名　　代表者名　　 業　種　業　種　　地区地区

　当店はフェイシャル、ダイエット、ボディー
セラピーなど様々なメニューで貴女の『美』
をサポートいたします。
　今話題の「ハーバルピール」他、最先端美
容をいち早く取り入れ堅実な技術を持って施
術いたします。
　長与駅近くにあるので、男女問わず幅広い
年齢層の方から
「利用しやすい」と
口コミでもご好評い
ただいております。
　駐車場も完備して
ます。お気軽にお越
しください。

給・排水管 の お悩み は 当社へ！給・排水管 の お悩み は 当社へ！給・排水管 の お悩み は 当社へ！

（８月受付分）月受付分）

フクダ冷熱フクダ冷熱フクダ冷熱
[ 美容・健康 ] エステ[ 美容・健康 ] エステ[ 美容・健康 ] エステ

ビューティクイーンビューティクイーンビューティクイーン

「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）
「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）
「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）

　　　　　　＜問い合わせ先＞
●本所（時津支所）
　　担当：潮屋・相嶋　８８２－２２４０
●長与支所
　　担当：津・中尾　　８８３－２１４５

　当社は断熱（保温）工事の専門業者です。
コスト削減や防音などを目的に、水道管の凍
結・結露防止をはじめ、給湯管の保温、露出
排水管等の劣化防止、エアコンなどの冷媒配
管など、各種配管類の
見栄えを良くする化粧
ラッキングなど居住空
間をサポートします。
　お見積り無料。お問
合せはお気軽にどうぞ。
　他にも、シャープド
ライ西時津店にてクリー
ニングも受け付けてい
ます。

（県知事許可（般-23） 第11914号）（県知事許可（般-23） 第11914号）（県知事許可（般-23） 第11914号）

障がい者雇用に関する
アンケートのお願い

障がい者雇用に関する
アンケートのお願い

障がい者雇用に関する
アンケートのお願い

　福利厚生委員会では、昨年に引き続き、企
業の人材確保と障がい者の雇用を結びつけ、
地域の活性化に取り組みます。今年度は、障
がい者施設の訪問等を予定しています。
　これに伴い、障がい者雇用に関する事業所
の意識や実態についての調査を実施しますの
で、同封のアンケートにご回答ください。
　皆様のご協力をお願いいたします。

長与

長与

長与

長与

長与

長与

長与

運送業

土木・建築工業

家電販売

コンビニエンス
ストア

管工事業

コンビニエンス
ストア

建築・塗装・防水
工事業

井石八千代

池田　繁隆

池永　達也

川端　英之

尾川　公一

原口圭一郎

松本　耕市

㈱井石

㈱池田建築工業

ＳＨＯＰ イケナガ

㈱川端

㈱長与管工設備
工業所

ローソン長与
岡郷店

㈱松本美建
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