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大村が誇る自然、歴史、伝
統、食に加え、大村で育っ
てきたからこそわかる大
村の魅力（夕日がきれいに
見えるスポット、若者に人
気のスポットなど）を皆さ
まに届けられるように精
一杯頑張ります。
見かけた
ら気軽に声をかけていた
だけたら嬉しいです。
１年
間どうぞよろしくお願い
致します。

大村に住んで７年目です。
他県出身ということもあ
り、大村の魅力を違った目
線から発信し、私自身、市
民の皆様ともっと交流が
できたらと思っておりま
す。
まだまだ世界的に大変
な状況が続いており活動
の機会も限られてくると
思いますが、１年間頑張り
ますので、よろしくお願い
致します。

2022年度 大村フラワー大使が決定しました！
（一社）大村市観光コンベンション協会

花菖蒲まつり
日
内

時：６月５日㈰ 11時〜15時
容：沖田踊披露、ステージイベント
出店など

◆周遊バス
運行日
コース

※上記内容は、新型コロナウイルス感染状況等により変更される場合もあります。
詳しくは、HPやお電話にてお問い合わせください。

５月27日㈮、28日㈯、29日㈰
６月2日㈭、3日㈮
ボートレース大村発祥の地記念館〜新大村駅
〜長崎空港花文字山

お問合せ先

（一社）大村市観光コンベンション協会
TEL 0957-52-3605

顔の見えるサービスで安心を

有限会社 芦塚保険サービスは、

芦塚保険アンドプラス
（株）
は、お客さま・地域の皆さまと共に成長し

令和４年４月１日、

また安心
（安堵）
をお届けし、さらに付加価値の高いサービスを提供し

芦塚保険アンドプラス株式会社へ、
社名変更いたしました。

ていきます。
これを機に、社員一同新たな決意を持って一層業務に精励いたす所存
ですので、今後ともご支援ご厚情を賜りますよう、宜しくお願い申し
上げます。

芦塚保険アンドプラス㈱
取扱保険会社 《損保》
あいおいニッセイ同和損保

代表取締役

芦塚

貴光

〒856-0027 長崎県大村市植松２丁目 725-5
TEL：0957-53-0917 FAX：0957-52-7650
E-mail：ahs.101@peace.ocn.ne.jp

三井住友海上火災保険 《生保》
三井住友海上あいおい生命保険 メットライフ生命保険 オリックス生命保険

OMURA
通常議員総会を開催

〜令和4年度事業計画及び収支予算案を承認〜
なお、令和４年度の主な事業計画としては、更なる組織の強
化に努めるとともに、地域経済の活性化（地域力）、情報化推
進支援のための支援を柱に、従来まで大村商工会議所が取り組
んできた様々な事業の推進と充実を図り、会員事業所の繁栄に
努力することとしております。
大村市への商工業活性化に関する要望として

大村商工会議所では３月28日、通常議員総会を開催し、議員
55名が出席しました（うち、委任状行使者17名）。
総会では、
第１号議案 常議員の退任に伴う補充選任の件
第２号議案 専務理事の退任に伴う後任選任の件
第３号議案 令和４年度事業計画書（案）並びに収支予算書
（案）の件
第４号議案 第32期議員役員改選日日程（案）の件
第５号議案 大村市の商工業活性化に関する要望書の件
を審議。原案どおり承認しました。
また、報告事項として
ア）議員職務者の変更について
イ）大村市 ふっこう プレミアム商品券事業の終了について
ウ）大村商工会議所組織強化表彰について
エ）事務局人事について
の４項目を報告しました。

●新専務理事紹介

専務理事

山下

三郎 氏

◆昭和36年生まれ
◆福重 文夫氏の後任

●新常議員紹介

常議員３号

長島

和英 氏

村山

隆行 氏

◆九州電力㈱大村営業所長
◆昭和42年生まれ
◆中川 寿幸氏の後任

●新議員紹介

３号議員

岩田

欣也 氏

◆㈱ニチレイフーズ長崎工場工場長
◆昭和41年生まれ
◆高橋 克彰氏の後任
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２号議員

◆㈱九電工 大村営業所 所長
◆昭和46年生まれ
◆河野 裕之氏の後任

①新市庁舎の建設に際しては、市内建設業者への工事発
注や市内事業者からの物品調達のお願い。
②西九州新幹線開業の地域振興への効果を最大化して頂
き、市民の利便性の向上と新幹線の活用を促すお願
い。
③陸上自衛隊水陸機動団の整備と物品納入に関し、地元
事業者の参入支援のお願い。
④国道34号大村−諫早間の４車線化拡幅工事と合わせ
た、冠水対策事業施工のお願い。
⑤市内商店街が設置点灯させている街路灯と防犯カメラ
の設置のお願い。
また、部会活動では、理財部会の経済講演会、税務について
の研修会・懇談会の開催。商業部会の大村市の未来都市構想及
びDX推進計画に基づくデジタル化推進。食品部会の視察研修事
業及びビジネス交流会の開催。工業部会の視察の実施及び時流
に合ったセミナーの開催。建設部会の各関係機関との懇談会の
開催と要望活動の実施。観光サービス部会の新型コロナウイル
ス感染症拡大による事業者危機に対する支援活動等を掲げてお
ります。
会員並びに市民の皆様におかれましては、ご支援を心よりお
願い申し上げます。

事務局人事異動のお知らせ
○退 任（令和４年３月31日付）
福重 文夫（前専務理事）
退任挨拶「関係団体の皆様及び当所の役員・議員・
会員の皆様に大変お世話になりました」
○退 職（令和４年３月31日付）
田中 秀和（前事務局長）
退職挨拶「これまでの会員皆様からのご指導とご支
援に御礼申し上げます」
○再雇用（令和４年４月１日付）
経営支援サービス課員【経営指導員】
岡野 賢司（前中小企業相談所長）
○異 動（令和４年４月１日付）
事務局長兼総務部長
園部 泰紀（前総務部長）
総務部財務サービス課 課長
柴田 泰子（前税務支援サービス課係長）
総務部総務課 係長
林 由加里（前財務サービス課課長）
中小企業相談所長兼税務支援サービス課 課長
古賀 貴志（前経営支援サービス課長）
経営支援サービス課長
山﨑 剛（前経営支援サービス係長）
経営指導サービス課員【経営指導員】
橋本 康太（前同課経営支援員職）
経営指導サービス課員【経営支援員】
岩永 佳子（前総務部総務課）
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令和４年５月20日

大村商工会議所が
日商組織強化表彰を受賞！
大村商工会議所は、去る３月17日に開催された「第713
回日本商工会議所常議員会」にて、組織強化表彰（会員増
加、会員数増加）を受賞致しました。これは全国の商工会
議所の中で、令和元年度（会員数1,159）と令和２年度
（会員数1,207）を比較して、会員数が増えた上位18商工
会議所を表彰するものです。
この度の受賞は、会員事業所の皆様による支援のたまも
のであると重ね重ね感謝致します。今後もさらなる組織基
盤強化ならびに、会員の皆様へのサービス向上に努めて参
ります。

観光サービス部会 視察研修報告
観光サービス部会は、４月６日〜７日の日程で嬉野市・
波佐見町・東彼杵町等を視察実施し、山口成美部会長（㈲
シュシュ・代表取締役）はじめ、10名が参加しました。
視察内容として、９月開業の新幹線嬉野温泉駅並びに駅
周辺の街づくりについて、嬉野市担当職員より説明頂きま
した。また波佐見地区においては、新たな観光資源として
旧倉庫群を利用した新たな街づくりを視察。また、定住者
増を推進している東彼杵町においては、旧倉庫利用した店
舗や新たな発信場所などを視察しました。今回の視察で得
た知識を、地元・大村で活用できるよう今後の活動に役立
てて参ります。

陸上自衛隊水陸機動連隊の円滑な配備に向けて
「大村市陸上自衛隊水陸機動連隊連絡協議会」始動！
大村市陸上自衛隊水陸機動団誘致期成会
（会長：園田裕史・
大村市長）
は４月 15 日、
令和４年度の総会を開催しました。
同総会では、陸上自衛隊水陸機動団の竹松駐屯地誘致とい
う、会の初期の目的が本年２月に達成されたこと、今後も配備
に伴う課題への対応が必要になることに伴い、会の名称を
「大
村市陸上自衛隊水陸機動連隊連絡協議会」
へ改め、会の方針を
「水陸機動連隊の竹松駐屯地への配備が円滑に進むよう、官民
一体となって支援すること」
と定め、主な事業内容を①情報収
集及び広報活動、
②関係団体との連携強化及び会員の相互協
力、
③国、
県その他関係機関に対する要望活動と定めました。
令和４年度は、
①陸上自衛隊水陸機動連隊の円滑な配備に
向けた情報収集及び広報活動、
②防衛省など関係機関への要
望活動の二つを年度事業として掲げ、一丸となって取り組ん
で参ります。

令和
４年度

国道34号等大村市内幹線道路
整備促進期成会総会開催

国道34号等大村市内幹線道路整備促進期成会（会長：園
田裕史・大村市長）は４月15日、令和4年度の総会を開催
し、令和４年度事業計画として①国道34号大村諫早拡幅の
整備促進要望活動、②国道34号大村拡幅の整備促進要望活
動、③桜馬場交差点、池田２丁目交差点及び空港北口交差
点の渋滞対策に関する要望活動、④長崎空港連絡道路（構
想路線）の研究、以上４事業が提案され、全員一致で承認
されました。
今後は、長崎県、国土交通省、財務省、県選出国会議員
等を対象に、大村市内幹線道路の早期完成に向けた整備促
進の要望活動を、全会一丸となって展開して参ります。
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令和４年度 大村商工会議所青年部スローガン
みらい

カラフルな明日を
〜彩り豊かに咲き誇れ〜

この度、大村商工会議所青年部 大村YEG 第44代会長を拝命します吉原 明香と申します。
日頃より関係諸団体の皆様、地域の皆様、そして親会である大村商工会議所、YEG OBの皆様
には、YEG活動に対し格別のご支援とご理解・ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
私は大村YEGに入会し15年目となり、YEGでの活動が大好きです。事業を通しての自己研鑽
や交流は私に多くの課題を与え、カラフルな毎日にしてくれます。また、その課題に向き合い、
挑戦することで仲間の大切さや達成感を知り、自身に繋がっています。
令和4年度スローガン「カラフルな明日（みらい）を〜彩り豊かに咲き誇れ〜」に私が込めた

令和４年度 第4４代会長

吉原 明香

ミツコリズムダンス・スクール

ものは、新しい常識の中で会員一人一人が個性を出し、認め合い、自信を持ち、彩り豊かな明日

入会について

を創造し、楽しみ取り組む事ができる事業を展開し、一日一日をカラフルにしていきたいという
思いです。
YEGの活動に自分の持つもの全てを出し切って取り組む事。

会員募集

成長を目指し集まった仲間とYEG活動を全力で楽しむ事。
私たちは家族や従業員の協力があって活動に参加することが出来ています。その貴重な時間を無
駄にせず、自己の成長を目指すために、YEG活動を全力で楽しみ、皆様の持っている知識や思
いをしっかりとぶつけてほしいと思います。
企業の発展を原点とし、さらに地域社会への貢献を考え、それぞれの夢に若さと情熱をもって
積極果敢にチャレンジし、経済人としての自己実現を図っていく為に、上記の事を意識した活動
を通し、会員一人一人の明日がカラフルになるよう取り組んで参ります。
今年度も大村YEGをどうぞ宜しくお願い致します。

■入会資格
商工業者及びその子弟、役員、
管理職、従業員の方
■一般会員の資格
満20歳以上〜満45歳の年度末
迄の方

目的
本会は地区内の商工業者の次代経営者としての
資質を高め、もって地域社会の福祉の増進に寄
与することを目的とする。

一緒に頑張ってみませんか!?
大村商工会議所青年部事務局

大村市本町458−2 Tel 0957-53-4222（橋本まで）

検索

大村ＹＥＧ

大村商工会議所女性会に参加しませんか？
皆様のご入会
お待ちして
います

大村商工会議所女性会では、会員事業所の女性経
営者や関係する女性の皆さんが一体となって、経営
に携わる女性としての資質の向上や事業経営、自己
啓発とにまい進するため、経営、経済、社会情勢、文化、
環境問題、健康問題等、様々な分野をテーマにした
研修会を開催しています。また、会員相互の親睦や
見分を広めるため、各種イベントへの参加や視察研
修会等を実施しています。この機会にぜひご入会を
お薦めします。

〇加入資格／大村商工会議所会員事業所の方
〇会
費／年額 12,000 円

★女性会への入会お申し込み、お問合せは、
大村商工会議所女性会事務局まで
【ＴＥＬ．５３−４２２２（岩永）】
ＳＮＳセミナーの様子
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大村商工会議所のマル経融資が

新幹線開業アクションプラン

小規模事業者の皆さんを応援!

取り組みへの支援要望

担保不要・保証人、
保証料不要・低金利
※新型コロナウイルス感染症の影響を強く受けている事業主の方に対しては、実質３年
無利子での融資を受けられる措置があります。ご相談ください。

利

率

返

済

令和４年９月23日（金・祝）の九州新幹線西九州ルー

2,000万円以内
年利1.21 ％（固定）

融資額

トの開業に向け、大村市新幹線アクションプラン推進協議
会（会長：園田裕史・大村市長）は３月22日、①全線フ

令和４年５月１日現在

ル規格化の早期実現、②新幹線開業効果を高め、広く波及

運転７年以内
（据置１年可）
設備10年以内
（据置２年可）

させることを目的とした「大村市新幹線開業アクションプ
ラン」の取組との連携、③新大村駅を長崎空港と連携した

こんな時にご活用ください
●運転資金として
●設備資金として
小規模
事業者

①推薦申込

②経営相談

県央の高速交通ネットワーク拠点とするため、速達便の停

仕入資金、
手形決済資金、
給与・ボーナスの支払い

車や回送車両の活用、短区間利用者に配慮した運賃設定な

工場・店舗の改装資金、
車両購入、
機械設備の購入 などに

大村
商工会議所

③報告

経営指導員
による調査

大村
商工会議所

令和４年５月20日

どの利便性向上への取り組み④新幹線車両基地の新たな地

④融資の推薦

推薦審査会
による審議

日本政策
金融公庫

域資源としての活用、以上４項目を九州旅客鉄道㈱に要望
しました。

審査・資金の貸付
以下のすべての要件を満たす方がご利用できます
常時使用する従業員数が 商業・サービス業で5人以下、製造業・建設業・宿泊業・娯楽業等は
20人以下の小規模事業者（ただし、事業主・家族従業員・臨時・パート・法人の役員は除く）で、
次の条件にあてはまる個人、法人。

● 商工会議所地区内で原則として 1 年以上営業していること。
● 所得税（法人税）
、事業税、住民税（県民税・市民税）
・消費税を完納
していること
● 商工会議所の経営指導（原則 6 ヵ月以上）を受けている個人、法人
※大村商工会議所の「経営指導」と「融資の推薦」を受けた方が利用できる国の融資制度で
す。経営改善普及事業の一環として事業者が自らの体質を強化し、経営改善をはかるため
の制度資金で、無担保・無保証人・低金利・信用保証協会による保証も不要で借入条件も
たいへん有利です。

大村商工会議所

〒856-0832

中小企業相談所

大村市本町458-2

TEL 0957-53-4222

大村市内の事業所を中心に現在1300部をお送りしております。事業者向けの広告としてご利用ください。

大村商工会議所ニュース

紙 面 広 告 募 集

● 注意事項 ● 当所会員様向けの特別価格で掲載となります。

当所HPに広告概要を載せております。サイズ等・料金・契約
内容については当所総務部までご連絡ください。
広告内容に
より掲載をお断りする場合もございます。

新規学卒者の採用のポイントは

「求人の早期申込」です
高卒求人は「６月１日」からハローワークで受付が開
始されます。
そして７月中旬に保護者面談、夏休み期間中に職場見
学や校内選考を経て「９月５日」から応募・推薦がスター
トします。
ひとりでも多くの生徒に応募の機会が与えられ、希望
する地元の企業に就職できるよう、ぜひ求人票の早期提
出にご協力をお願いします。

お問い合せ先：ハローワーク大村 TEL.0957(52)8609
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小規模事業者持続化補助金 （経済産業省）

第８回受付分 締切は６/３㈮、第９回受付分は９月中旬（予定）です！
小規模事業者持続化補助金は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の

地道な販路開拓等の取り組みや、業務効率化の取り組みを支援するため、それに要する経費の
一部を補助する制度です。補助額は上限50〜200万円（補助率２／３）となっており、第８回
受付分の締切は６月３日㈮、第９回受付分の締切は９月中旬が予定されています。

補助率・補助上限額は？
類

型

特

通常枠
（現行）

補 助 率

２／３

補助上限

50万円

賃金引上げ枠

卒業枠

別

枠（新設）

後継者支援枠

２／３

創業枠

インボイス枠

２／３

（赤字事業者については3/4）

200万円

100万円

●販路開拓に必要な経費の一部を補助します。
●通常枠、特別枠のいずれか１つの枠のみ申請可能です。

【例えばこのような取り組みが対象になります】
・自社の事業内容をPRし販路開拓につなげるホームページ、看板、チラシの作成
・新たな顧客ニーズに対応する機械設備の導入
・ファミリー層の来店促進のための店舗改装

☆持続化補助金の申請には事業計画書の作成が必要になります。
詳しくは専用サイトをご参照ください。
https://r3.jizokukahojokin.info/index.html

長崎県事業復活支援給付金のおしらせ
１．長崎県事業復活支援給付金とは
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、「まん
延防止等重点措置」が長崎県に適用されたことにより売上が

３．給付額
１事業者あたり上限20万円（法人・個人とも同額）

※国の事業復活支援金を控除した売上減少額に応じて給付します。

減少した県内事業者に対し、国の事業復活支援金に上乗せし
て給付する給付金です。

２．給付対象者
以下を満たす県内事業者が対象です。（業種を問いません）
・国の事業復活支援金の給付要件を満たしていること
・国の事業復活支援金を申請又は受給しており、その給付額
を上回る売上減少が生じていること
・令和４年１月から３月における県の営業時間短縮要請の対
象事業者でないこと

４．申請方法
〒850-8691

長崎中央郵便局私書箱第155号

申請先 「長崎県事業復活支援給付金申請受付センター」
宛て

「簡易書留」
や
「レターパック」
など郵便物が追跡できる方法で郵送く
ださい。

４月18日㈪から７月29日㈮ 当日消印有効

申
請
受付期間 ※郵送による申請のみとなります。また、給付は口座への振込みとな

ります。
（申請書類に不備がない場合、書類受付日から約 1 か月での支払い
を予定しています）

申請書類は、長崎県の特設サイトよりダウンロードできます。
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/chushokigyoshien-kinyu/kenhukkatusienkin/
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ご入会いただき、
ありがとうございます。

新 入 会 員

Ｒ４年 １月入会

テディベア工房
「ゆうべあーず」

ライト・アップ

▶建設業（プラント・足場工事）
サンチョク

マツキチ

三浦

（敬称略） 業況DI は、活動回復が進み２か月連続の改善
先行きは、コスト増への警戒感強く厳しい見方
由美子
● 全産業合計の業況DIは、▲25.7（前月比+7.0ポイント）

代表取締役

中尾

▶ 日常生活の回復が進み、再開した春のイベントや県民割等の需要喚起策で客足が戻りつつ
ある外食・宿泊関連のサービス業や、堅調な電子部品や飲食品関連等に下支えされた製造業
で業況が改善した。一方、資材の供給不足や設備機器の納期遅れで工期が長期化する建設業
で業況が悪化した。また、業種を問わず、対露制裁や円安の急伸により、原油等の資源価格
や原材料価格等の高騰が加速化したことが、収益の圧迫要因となっている。加えて、価格転
嫁の遅れも収益回復の足かせとなっており、中小企業の景況は２ヵ月連続で改善しているも
のの、まん延防止等重点措置が出ていた昨年４月と同水準の回復に止まっている。

良雪

〒856-0828 大村市杭出津2丁目51-1
☎（0957）53-9711
代

松吉

産直

表

2022年4月調査結果
商工会議所LOBO（早期景気観測）（概要版・付帯調査）

〒856-0827
大村市水主町1丁目747-34-407

▶テディベアの製造、販売

㈱総合建設

代

表

仙波

隆

〒856-0009 大村市松原本町363-19
☎（0957）51-4229

２月入会 ３月入会

▶小売業（農水産物）
ライワ

代

（同）礼和サポート

表

野島

令和４年５月20日

●

先行き見通しDIは、▲28.0（今月比▲2.3ポイント）

▶ コロナの沈静化による活動回復に加え、大型連休での消費拡大に期待感が高まる一方、感
染再拡大を恐れて、観光やイベント参加を控える動きを懸念する声が寄せられている。ま
た、ウクライナ危機の長期化、原材料・資源価格等の高騰や円安が今後も進行することへの
不安感は拭えず、さらなるコスト増の警戒感は強く、先行きは厳しい見方が続く。

一将

〒856-0024 大村市諏訪3丁目73-1
☎（0957）46-3312

▶児童福祉

㈱ おおやま

Ｒ４年 ４月入会

ミセル

MiSERU ㈱

代表取締役社長

▶各種コンサルティング、システムの企画・開発
販売・保守等、各種セミナーの企画・運営等
トウヨウウモウ

東洋羽毛九州販売㈱長崎営業所
▶羽毛製品販売
アンシン

長崎キックシステム㈱

▶包装資材・農業資材卸、総合広告及び企画
食品開発販売卸
リラクゼーション

ルーム

クオン

Relaxation Room Qon
▶リラクゼーション

謙一

表

江﨑

勝

代

表

渡邉

孝夫

代

表

福田

美保

〒856-0024
大村市諏訪2丁目500-4
主

久保

公人

〒856-0834
大村市玖島1丁目15-1

▶飲食店
チャヤ

店

茶屋かかし

主

中村

文夫

〒856-0807 大村市宮小路2丁目1330-1
☎(0957)55-3482

▶居酒屋

㈱イレブンナイン・テクノロジー
▶太陽光発電装置等の販売

クラフト

ギケン

代

J−GIKEN
ハマザト

BALLOON SHOP HAMAZATO
▶バルーンを使った小売、演出、装飾など

▶食肉販売
キュウゲツボウエキ

久月貿易㈱
▶古美術品等の買取及び販売

萩田

幸平

表

永尾

敬也

表

宇都

譲次

〒856-0027
大村市植松1丁目492-4

▶建設業（鳶土工事）

日 曜日

代

表

濱里

亜季子

〒856-0026
大村市池田2丁目336-18
店

主

西川

好則

〒856-0820 大村市協和町681-4
☎（0957）54-7377
代表取締役

荒木

全久

〒856-0027 大村市植松1丁目210-7
☎080-7707-4020

※掲載に同意いただいた内容のみ記載させていただいております。

行

大村商工会議所

事

出

席

１

金

辞令交付式

会頭、
専務

３

日

大村護国神社例大祭

会頭

ハローワーク大村

三役

４

月

泰

〒856-0805
大村市竹松本町1009-11

▶内装業

令和 ４ 年 ４月行事

〒856-0843 大村市今村町600-1
☎（0957）50-0461

代

Awesome Craft

肉のふじた

篠田

〒856-0024 大村市諏訪1丁目603-3
☎（0957）56-8118

▶不動産

ショップ

代表取締役

代表取締役

㈱あこう不動産

バルーン

永岩

〒856-0835 大村市久原1丁目51-3
☎（0957）52-8189

店

グルメナビ

ジェイ

代表取締役

〒856-0812 大村市桜馬場2丁目662-11
☎090-9721-0123

▶代行運転

オーサム

芳宏

〒856-0046 大村市木場2丁目200-1
☎(0957)54-5044
代

安心運転代行

津田

〒856-0831 大村市東本町104-7
☎(0957)42-4963

６

水

三役会

三役

YEG新三役挨拶

三役

観光サービス部会視察研修 〜７日

堀内副会頭

長崎県営バス

会頭

大村警察署
８

塩見勇所長来所

猪股慎太郎管理部長来所
遠藤雅敏署長来所

者

会頭

金

大村神社春季例大祭

会頭

11 月

皇大神宮春季例大祭

会頭

玖島稲荷神社春季例大祭

会頭

国道34号等大村市内幹線道路整備促進期成会総会

会頭

大村市陸上自衛隊水陸機動団誘致期成会総会

会頭

三役会

三役

新幹線アクションプラン推進協議会理事会

会頭、
時副会頭

15 金

18 月
20 水

長崎県中小企業家同友会第51回定時総会 会頭

21 木

新幹線アクションプラン推進協議会総会 会頭、
時副会頭、
専務

23 土

大村駐屯地70周年記念行事

25 月

大村バスターミナルビル第３回勉強会 会頭、
鏑流馬副会頭、
専務

26 火

内外情勢調査会４月支部懇談会

時副会頭

29 金

大村航空基地開隊65周年記念日行事

会頭、堀内副会頭、
時副会頭、専務

会頭
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「商工会議所福祉制度キャンペーン」実施のお知らせ
「福祉制度キャンペーン」を５月初めから６月末まで実施しております。本キャンペー
ベストウィズクラブ＊では、
ンは、
「商工会議所福祉制度」（経営者・役員の皆様の保障や、退職金準備他、入院・介護・老後に備えた様々な保障ニー
ズにお応えするもの）を、会員の皆様によりよく知っていただき、会員事業所様の福祉向上にお役立ていただくこ
とを目的としています。
商工会議所職員と、アクサ生命保険㈱の推進員がお伺いした際は、是非ご協力賜わりますよう、よろしくお願い
申し上げます。
＊「ベストウィズクラブ」とは、商工会議所共済制度・福祉制度の
普及・推進を目的とし、全国各地の商工会議所及びアクサ生命保
険㈱により運営されている組織です。

●お問い合わせ

大村商工会議所 総務部（0957）53−4222
アクサ生命保険㈱諫早営業所大村分室（0957）52−1414
オノバ

創業・交流支援施設 onova がオープン！
令和４年３月28日㈪、大村市が運営する中心市街地複
合ビル（プラットおおむら）を活用した、創業・交流支
援施設（愛称：onova）の開設記念式典が行われ、中村
人久会頭（㈱平山組代表取締役）がテープカットを行い
ました。
同施設は無料のWi-Fiと電源を完備した13席のコワー
キングスペース（個別ブース５席、テーブル席８席）か
ら成り、市内の創業者は「大村市/公共施設案内・予約シ
ステム」を通じて予約することで、これらを無料で利用
し、仕事や交流の場として活用することができます。
ご利用方法など詳しくは、大村市産業支援センターま
でお問い合わせください。

大村市産業支援センター

TEL 0957−47−6377
受付時間９：30〜17：30（土日祝日は除く）

第10回

おおむらじげたまグランプリを

大村

お料理

鰻むすび
やまうえ

大村こつぶピーナッツひらいてくっきー
（株）フルカワ

でご覧いただけます!!

フルフルジュレdeミルク
フルフルジュレdeミルクの素

角打ち 大村のお酒のケーキ

（有）シュシュ

第10回グランプリ当日の模様と、出品された全商品の紹介動画
（おおむらケーブルテレビ(株)制作）を、こちらのQRコード
〈YouTubeの「おおむらじげたまグランプリちゃんねる」〉
からご覧頂けます。是非ご覧下さい。

ナガサキヤ

