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平成30年度地区懇談会を開催
〜大村北部地区・中部地区〜

大村中部地区懇談会の様子（8月22日・サンスパ大村にて）

当所では昨年度に引き続き、北部地区懇談会を8月6日に、中部地区懇談会を8月22日に開催し、多くの会員の
皆様と意見交換・交流を深めることができました。
頂戴したご意見・ご要望につきましては、今後の要望活動に生かし、会報等を通じてご報告致します。

大村商工会議所の情報発信！

大村商工会議所ＨＰトピックス
●長崎県商工会議所女性会連合会／
大村大会記念講演会のご案内（10月17日
（水）開催）
●平成30年度サービス産業生産性向上セミナー：
サービス産業『異業種交流セッション』
参加者募集のご案内（10月19日
（金）開催）
●「生産性向上支援訓練（オープンコース）」
受講生募集のご案内：ポリテクセンター長崎

＆いいね
ー
ロ
ォ
フ
＆
録
登
ます★
んどんお願いし
ど

大村商工会議所
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ホームページはこちらから→

セミナー案内やマル経融資、検定試験に
ついてなど、当所のサービス＆貸室情報
をお知らせします！
Facebook
大村商工会議所

Facebook始めました！

ホームページと合わせてリアルタイム＆
わかりやすく発信！
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議員大会を五島市で開催

次年度開催地・大村への歓迎の挨拶を述べる中村会頭

長崎県商工会議所連合会（会長・宮脇雅俊・長崎商工会議所会
頭）の議員大会が9月7日、福江文化会館で開催され、県内8つの
商工会議所の会頭他、役員・議員約140名（うち当所からは中村会
頭他13名）が出席。全体会議では宮脇会長が開会挨拶で、県内経
済は緩やかながらも引き続き回復していること、7月31日に開催
した県商連総会で決議した平成30年度の長崎県への要望18項目
を、8月6日に中村知事に要望したことを報告。
この後、来賓祝辞があり、事務局より平成30年度の長崎県への
要望18項目を抜粋説明。次年度開催地の大村商工会議所・中村
人久会頭が歓迎の挨拶を行い、全体会議を終了。
休憩後、昨年度から記念講演に代わる試みとして、県内4会議

第1８回おおむら秋まつり
11月４日(日)開催
伝統芸能披露は「大村獅子舞」と「沖田踊」
おおむら秋まつり協賛会（中村人久会長：当所会頭）

では、8月８日に理事会を開催。第1７回おおむら秋ま
つりの事業報告、収支決算報告、監査報告ならびに、第

1８回の同まつりの事業計画、収支予算案について協

議し、原案通り承認されました。今年度の出場伝統芸
能は「大村獅子舞」
と
「沖田踊」
です。

大村獅子舞

沖田踊

〜４会議所が地域活性化事業を発表〜

所から地域振興への取り組み事例の発表が行われ、諫早が「次代
の諫早市のまちづくりをリードする5つのリーディングプロジェク
ト」を、島 原 が「島 原 商 工 会 議 所 の 地 域 振 興 へ の 取 組 につ いて」
を 、松 浦 が「 日 本 初 の 広 域 連 携 地 域 ファクトリ ー ブ ラ ンド
WESTORY」、福江が「福江商工会議所における再生可能エネル
ギーへの取組」を各々発表し、その熱意を出席者へ伝えました。
事例発表後は市内ホテルに会場を移して懇親会を開催。マグ
ロの解体ショー等が披露され、会場は大いに沸き、参加者は交流
を深めました。また翌日はエクスカーションとしてゴルフ大会の
他、世界遺産に認定を受けた教会群をめぐるツアー等が企画さ
れ、大会は大いに盛り上がるものとなりました。

平成30年度 大村地区
警察官友の会総会・懇親会を開催
7月25日
（水）市内のホテルで、平成30年度
大村地区警察官友の会総会・懇親会を開催
し、会員96名が出席（内委任状57名含む）。
冒頭会長挨拶で、中村人久会長（当所会
頭）は当協会趣旨へご理解いただき四半世
紀を超えて継続できていることへの感謝と、
長崎県警の取り組み、現状の報告等を述べ
懇親会であいさつをする中村会頭
ました。
総会では、第1号議案：平成29年度事業報告並びに収支決算報告書及び監査報
告、第2号議案：平成30年度事業計画（案）並びに収支予算（案）、第3号議案：役員
変更が審議されました。
第1号議案では、平成29年度に執り行われた17の事業について報告。各種キャ
ンペーン活動への参加や年末に4駐在職員、大村署員全員へ激励を実施。また、
永年勤続、退官表彰を大村署にて実施したことを報告。
第2号議案では、大村地区の平穏な生活を日夜維持して頂いている警察官の任
務の理解、活動の支援を中心に市民と一致協力して安全平和に寄与することを方
針とし、防犯意識等の高揚、連携と協力を重点事業とすること、を説明。また、7つ
の事業を提案。
第3号議案において、新たに４名の顧問・役員を推薦。
以上3議案全て、承認されました。
総会終了後、懇親会に48名が参加し、盛況に会を開催しました。
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第２回６部会正副部会長会議を開催
大村商工会議所は７月２０日
（金）に第２回目の６部会正副部会長会議を開催しました。
会議には、当所三役、６部会の正副部会長を始め１９名が出席。①イルミネーション事業の廃止について、②部会再編に関する
各部会での意見等取り纏めお願いについて、③当所会員増強の継続の３項目について協議し、①については廃止やむなしとの結
論になり、今後常議員会に提案すること、②については９月中頃までに各部会の意見集約を要請、③については各部会に５社の会
員獲得を要請することとしました。

大村市幹部職員との
懇談会を開催

部会内でビジネス 製 造
卸部会
交流会を開催

建設部会

大村商工会議所建設部会（部会長：富永政巳・㈱富永工務店
代表取締役）では8月20日、大村市幹部職員と当部会運営委員
との懇談会を開催し、①大村市の今後10年程度の展望や状況
について、②大村市の公共事業の見通しについて、の2項目に
ついて幹部職員の方から説明を受け、その後意見交換を行い
ました。
また、懇談会の前に運営委員会も開催し、部会再編について協
議し、当部会としては現状を維持する、
ことで決議を致しました。

大村市観光3団体協議会を開催

製造・卸部会（部会長：宮田正一・㈱ミヤタ代表取締
役）では8月27日、当部会に所属されている会員同士
の人脈やビジネス拡大の場として、市内飲食店でビジ
ネス交流会を開催。参加会員は13名。自己紹介の後、
企業ＰＲとともに自社製品の紹介や新商品の試食等
を通して活発な意見交換を行いました。

観光部会

8月27日、平成30年度第1回観光関連団体連絡協議会が
当所で開催され、当所からは中村会頭、山口成美・観光部
会長（㈲シュシュ代表取締役）はじめ8名が出席。当所の他、
（一社）大村市観光
コンベンション協会、大村市役所の部課長が出席しました。
冒頭、中村会頭が「三団体でよりよい観光づくりをお願いしたい」
と開会
挨拶。
協議会では、平成30年度の事業報告や今度の取組みの紹介を各団体から
行い、その後大村公園の活用や他の市内観光地への観光客誘致に関して、今
後の観光活性化に向けた意見交換を行いました。

新事務所（旧浜屋ビル４Ｆ）内装工事は（株）平山組が落札

大村商工会議所は来年4月、旧浜屋百貨店ビル4Ｆに新事務所を開所しますが、その内装工事の入札会を去る8月7日、当所で行いまし
た。入札に関しては当所会館問題検討委員会（西畑伸造副会頭＝委員長）が執り行い、当所役員議員企業の建設会社6社の指名競争入
札で実施。結果（株）平山組が最低価格を提示し落札。当所は同社に工事を一括発注します。
なお工期は本年10月1日から平成31年2月15日までです。
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100名を超える市民の皆様にご参加を頂きました。
誠にありがとうございました！
！

目的

会員募集

記念式典・記念祝賀会

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。

11月30日（金）記念誌発行
［記念式典］
場所：大村商工会議所
大会議室
時間：16：30 〜（予定）

張って
一緒に頑 か！？
みません

入会について

■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

おかげさまで大村YEGは
［記念祝賀会］
設立40周年です

場所：長崎インターナショナルホテル
時間：19：00 〜（予定）

大村商工会議所青年部事務局
大村市東三城町6-1
Tel．0957-53-4222（橋本まで）

大村商工会議所のマル経融資が小規模事業者の皆さんを応援！
2,000万円 以内

融資額
利 率
返 済

年利1.11％(固定)
平成30年8月24日現在

運転 7年以内(据置1年可)
設備10年以内(据置2年可)

セミナー開催のご案内

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

平成30年度 大村商工会議所/労働福祉委員会主催

仕入資金、
手形決済資金、
給与・
ボーナスの支払い

「働き方改革セミナー」
を

工場・店舗の改装資金、
車両購入、
機械設備の購入 などに

①推薦申込

小規模事業者

①
②

10月、11月開催いたします！

大村商工会議所

(経営指導員による調査)

■第一弾：「働き方改革関連法概要・取り組み
方法」（個別相談会付き）

②経営相談
③報告

審査・資金の貸付

③

日 時

平成30年10月２3日
（火）15:00〜18:00
大村市中央公民館第5会議室
（シーハットおおむらコミュニティセンター）
講 師 杉崎 友則氏
（日本商工会議所産業政策第二部副部長）
個別相談会 長崎県働き方改革推進支援センター

④融資の推薦

日本政策
金融公庫

④

9月8日
（土）に、中央コミュニティセンター大会議室に
て、大村商工会議所青年部設立40周年記念事業 「市民
参加型ディスカッション 輝け！おおむら 激論四季」
を開
催。100名を超える市民の皆様にご参加頂きました。講
師である、
まちづくりプロデューサーの佐藤直之氏（株式
会社ルーツ・アンド・パートナーズ代表取締役）の講演の
後、
グループ毎に春夏秋冬の中から一つの季節を決め
ディスカッションを行い、“大村の四季”を活かした“大村
の魅力”を発信できる様々なイベントが創出されました。
大村YEGでは、今回多くの市民の皆様より頂いたアイ
ディアを参考に、魅力ある大村に多くの方が集まるよう
なイベントの実施・実現に向けて進んで行きたいと考え
ています。

大村商工会議所

(推薦審査会による審議）

以下のすべての要件を満たす方がご利用できます

■第二弾：「働き方改革推進における助成金の
活用方法」（個別相談会付き）

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。

日 時

● 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

講

※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。

☆受講料は無料です。

詳細は当所HP及び、
9月中旬に郵送いたしました
案内チラシをご覧ください。

担保不要・保証人、保証料 不要・低金利

大村商工会議所 中小企業相談所

平成30年11月28日
（水）14:00〜17:00
長崎インターナショナルホテル
師 横田 哲 先生
（長崎県働き方改革推進支援センター/社会保険
労務士）

●お問い合わせ●

〒856-0826 大村市東三城町6-1
TEL 0957-53-4222
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調査日

通行人

前年比

647人

26日 （499人）
353人

29日 （464人）

→
→
調査日

通行人

前年比

1,111人
26日 （825人）

29日
調査日

通行人

前年比

869人

→
→

26日 （737人）
29日 802人
（898人）

平成30年9月20日

調査日

通行人

934人
（848人）

通行人

前年比

1,306人

26日（1,148人）
29日 1,378人

（1,193人）

→
→

調査日

通行人

26日

2,177人
（1,996人）

29日

4,411人
（2,831人）

前年比

→
→

前年比

584人
26日 （907人）

→

29日 1,051人

（798人）

調査日

→
→

調査日

→

通行人

26日

483人
（242人）

29日

407人
（230人）

前年比

→
→

『商工会議所福祉制度キャンペーン』
実施のお知らせ

おおぞら共済掛金変更のお知らせ
日頃より当所の生命共済制度「おおぞら共済」
をご愛顧い

ベストウイズクラブでは、
「福祉制度キャンペーン」
を9/18〜11/30に実施い
たします。
本キャンペーンは
『商工会議所福祉制度』
を会員の皆様にご理
解いただき、
会員事業所の福祉向上にお役立ていただく
ことを主な目的と
し
ています。
『商工会議所福祉制度』
は、
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です。
商工会議所職員とアクサ生命保険株式会社の担当社員がお伺いした
際には、
是非ご協力いただきますようお願い申しあげます。

ただき、誠にありがとうございます。

この度、10月23日
（火）11月分お振替分より、

男性61歳以上、女性66歳以上の方の掛金が変

更となります。掛金変更のご案内を、後日郵送いたします
のでご確認ください。
今後ともよろしくお願い申しあげます。
※年齢の基準に関しましては、基準日
（平成30年11月1日）の前後半年で
計算されます。
ご不明な場合はお問い合わせください。

※「ベストウイズクラブ」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およびアクサ生命保険株式会社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㈱大村分室（0957）
52-1414

■お問い合わせ／大村商工会議所 総務課（0957）53-4222
アクサ生命保険㈱大村分室（0957）52-1414
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アクサ生命保険株式会社
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諫早営業所
տխӧӧӧӧӧӧխ
〒854-0016 諫早市高城町5-10 諫早商工会館5F
5&-
TEL 0957-23-8972

日商簿記検定試験受験案内
企業が求める資格第１位！
試 験 日
試験会場
申込期間
申込方法
受 験 料

験
11月試 中！
申込受付

平成30年11月18日
（日）●1・2級／13：30
●3級／9：00

大村商工会議所大会議室

平成30年9月10日
（月）〜10月19日
（金）

インターネット申込（当所ＨＰより）、窓口申込、郵送
●１級／￥7,710

●２級／￥4,630

/29㈯
9/22㈯〜9

●３級／￥2,800

【問い合わせ】
大村商工会議所総務部
TEL（0957）53-4222
〒856-0826 大村市東三城町6-1

