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　今回で第 16 回目を迎える「そうま市民まつり」が、
10 月 30 日（日）に市民のひろばにて開催されます。市
民まつりは、相馬の一大文化イベントとして、市民の方
はもちろん、市外からも多くの皆様のご参加を頂いてお
ります。内容としては、市内の小中高校生による吹奏楽
の演奏や各団体による踊りなどが披露される他、スポー
ツアリーナ相馬では、市内の誘致企業による企業紹介や
市内で活動するサークルによる活動披露なども行われま
す。また、相馬をはじめ、福島・二本松・伊達市といっ
た友好都市の物産や姉妹都市大樹町の物産販売もあり、
秋の味覚も楽しめます。さらに、相馬市菊花会による菊
花展や児童絵画の作品展示、フリーマーケットの開催な
ど、盛り沢山の内容で、皆様のお越しをお待ちしており
ます。是非、ご家族おそろいで市民まつりにお越しくだ
さい。
○開催日時　10 月 30 日（日）　9:00 ～
○問合せ先　そうま市民まつり実行委員会
　　　　　　（相馬市観光協会内　志 35 － 3300）　

大樹町の物産販売誘致企業による企業紹介

メイン会場の様子相馬高校太鼓部による演奏

紋別会議所を表敬訪問
北海道・東北商工会議所連絡会議
　　　　両地域の連携強化を確認
９月期常議員会を開催
相馬福島道路　早期供用開始を要望
大曲で花火を満喫　当所企画バスツアー
伝統芸能「相馬流れ山」を学ぶ　
　　　　当所女性会の講習会
新会長に土屋大典氏　
　　　　会議所青年部臨時総会開催

「白河提灯まつり」を視察
　　　　県女連お祭りと観光振興事業
快進撃企業に学べ「㈱アポロガス」
早期景気観測調査の結果
おいしい晩御飯のおかず　
10 月行事予定
共済制度普及キャンペーン実施中！
原発事故による損害賠償相談会日程
商品券換金のご案内
ハロウィン事業のご案内
マル経融資のご案内
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両地域の連携強化を確認
北海道・東北商工会議所連絡会議

　常議員会は、常議員 19 名の出席のもと当所大会議室
にて開催された。
　冒頭新妻会頭が挨拶を行い、続いて各部会長・委員会
長より会議並びに事業の開催状況の報告を行った。
議事では（1）新規会員加入承認（2）第 30 期（平成 28 年）
議員・役員の改選日程（案）（3）各号議員の選挙・選
任及び事務取扱（案）（4）2 号議員の各部会選任定数及
び部会開催日時（案）（5）相馬商工会議所議員の選挙
並びに選任に関する規則の一部改正（案）（6）3 号議員
選任委員会の委員選任の同意（7）役員の選任方法につ
いて審議され、原案通り承認された。
　なお、議員改選については会報 343 号（9 月 9 日発送）
にてお知らせしております。

　当所会頭はじめ７名は、震災後から交流を図っている
紋別商工会議所に対し「北海道・東北商工会議所連絡会
議」の前日、表敬訪問を行った。紋別市は気候の違いは
あるものの、漁業を中心に栄えた都市で、相馬市とも共
通点が多く、相馬市をはじめとする福島県出身者も多数

9 月期常議員会開催9/7

紋別会議所を表敬訪問8/30

　福島・相馬・米沢地域経済開発懇談会では、国土交通
省並びに財務省、福島県選出国会議員に対し、「相馬福島
道路」及び「東北中央道」の早期供用開始の要望を行った。
　国土交通省では末松信介国交副大臣と青木由行道路局

相馬福島道路
　　早期供用開始を要望

9/14　51 回目を迎える「北海道・東北商工会議所連絡会議」
が北海道北見市において開催され、新妻会頭はじめ 7
名が参加した。
　この会議は、東北並びに北海道の両地域が連携し、そ
れぞれの地域発展に寄与することを目的に毎年開催され
ており、本年度は北海道連合会が担当となって開催され
た。
　会議では、北海道・東北商工会議所連合会両会長によ
る主催者挨拶や三村日商会頭等の来賓挨拶があり、その
後両地域の活性化に向けた先進事例の発表がなされた。
　その後、北海道新幹線開業に伴い「新たな交流時代」
の幕開けとして、両地域は、商工会議所が持つ広域連携
の強みを活用した「まち」・「ひと」・「しごと」の好循環
で、将来を見据えた「実効ある街づくりを推進」してい
く特別決議を採択した。さらに、両地域において度重な
る台風襲来による被害で、住民の暮らしや経済・社会活

8/31

動に深刻な影響が生じており、国による迅速な復旧対策
について強く要望する決議もなされた。
　その後の懇親会では、来賓を含む参加者約 260 名が
情報交換をし、親睦を深めた。

在住している。
　今回は、紋別商工会議
所の「もんべつ物産品開
発委員会」等の取り組み
を研修し、今後相互交流
の中で特産品フェアなど
を実施し経済交流を展開
することとした。

次長、財務省では福田
淳一主計局長、さらに、
福島県選出国会議員８
名に対して、新妻会頭
から三会議所連名の要
望書を直接手渡し、早
期供用開始の要望を
行った。
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株式会社

相馬市石上字宝田69
緯（0244）36－0111

最先端のＳＭＴ技術で世界最小チップを
超高密度での実装を実現！

9 月期常議員会開催
　当所では、全国花火競技大会「大曲の花火」バスツアー
を実施した。
　この事業は会員事業所並びに当所共済制度にご加入頂
いている事業所様等を対象に実施したもので、チケット
が入手困難な大曲の花火を桟敷席で観覧するもの。
　本年は９０回の節目の年という事もあり、多くの観覧
者が来場しており、当所からも総勢２８名がその雄大な
花火に魅了された。
　会場の秋田県大仙市は心配された天気も好転し、熱中
症の心配もあったが、観覧席は涼しい川風により絶好の
観覧日和となった。

大曲で花火を満喫
　　当所企画のバスツアー

8/27

9/５・12

　当所大会議室において、「相馬流れ山」講習会が開催
された。
　これは、女性会会員の資質向上と、相馬市の伝統芸能
である相馬流れ山の継承を目的に実施したもの。
　両日ともに約 20 名の会員が参加し、相馬民謡同好会
の伏見とみ子氏を講師に迎え、にぎやかに踊りの講習を

伝統芸能「相馬流れ山」を学ぶ
　　当所女性会の講習会

　全国から集まった総
勢２８人もの花火師達
が約４時間に渡り「昼
花火」・「夜花火」の各
部門毎に競い合い、迫
力満点の内容だった。

※写真提供：
大曲商工会議所

　平成 28 年臨時総会が、当所第三
会議室にて開催された。
　羽柴 信一郎会長（㈱文泉社）の挨
拶のあと議事に入り、平成 29 年度
会長選任について審議され、新会長
に土屋 大典氏（㈲タカクニスポーツ）
が選任された。

新会長に土屋 大典氏　
会議所青年部臨時総会開催

9/14

「白河提灯まつり」を視察　
県女連お祭りと観光振興事業

9/16

　白河市内において日本三大提灯まつりの一つである
「白河提灯まつり」が開催され、当所女性会から三國会
長はじめ 5 名が視察を行った。
　県女性会連合会では、県内各女性会が携わるイベント
に参加しながら、県内の観光資源を巡り、各地の観光活
性化を図る事業を実施している。今回はその事業の一環
として「白河提灯まつり」を見学し、県内女性会会員間
の交流を深めることができた。
　当日は雨が心配されたが幸いにも降ることなく、2 年
に一度の伝統の祭りが盛大に行われ、会員たちも提灯の
明かりに見入っていた。

受けた。参加者たちは、扇子の持ち方から始め、足の運
び、体の動きなど熱心に学んでいた。
　今年度は、10月3日に第3回の講習会を開催し、来年度
以降も継続的に講習会を開催する予定となっている。

　（有）タカクニスポーツ
　　代表取締役　土 屋 大 典 氏
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お

相双支店 ℡0244-23-5105

経営支援室 ℡ 024-526-1520

経営の改善を図りたい方へ おススメ！窓口相談、夜間相談会 の ご案内

通常営業時間帯での のほか、窓口相談
経営上の悩みごと、創業時の困り

ごとはございませんか？

日中お忙しい方のために （毎月第２木曜日17：15～19：45） を実施します。夜間相談会

お問い

合わせは

夜間相談は要事前予約

　福島市の郊外のロードサイドに、ペンション風の素敵
な事務所がある。ここが「元気エネルギー供給企業」を
キャッチコピーに掲げている、株式会社アポロガスの本
社である。
　同社は、ＬＰガスや太陽光エネルギーの販売などのエ
ネルギー関連事業と、住宅リフォームや水道工事などの
住宅関連事業の２本柱が主事業である。今から 45 年前
の１９７１年、地域の小規模企業４社のＬＰガス供給業
者が、利用者満足度と将来の生き残りのためあえて合併
し、設立した。なお、アポロガスという社名は、同社が
設立する２年前の１９６９年は宇宙船アポロ 11 号が月
面着陸に成功した年であることから、どんな時代もチャ
レンジ精神を忘れない会社経営をしようと名付けられ
た。
　設立以来、地域の支持を受け、ゆっくりではあるが着
実に成長発展しており、現在、関連会社を含め社員数は
約 70 人、年商は 12.5 億円強の規模である。同社のこ
の成長発展の最大の要因は、現社長である篠木雄司氏が
言う「わが社の強みは人財」という言葉に尽きる。事実、
同社の最大の魅力を利用者に聞くと、大半の人々が「素
敵な社員ばかり」と言い、この言葉に集約される。ガス
屋さんというより、サービス業なのである。
　同社では、このため人財の確保・育成にことのほか注
力している。人財の確保に関して言えば、求める人財像
を明確に示している。ちなみに同社の求める人財は、「ア
インシュタインの言葉の実践者」である。アインシュタ
インの言葉の実践者とは、「人は周りの人々を幸せにす
るために生きている。感謝の気持ち、目配り・気配り・
心配りができる、思いやりの感性を持った人を採用した
い」ということである。
　また入社希望者には、入社後の仕事以外の必修項目も

人材の確保 ・育成により地域を支える

　　　　　　　『株式会社アポロガス』

明示している。例えば、社内のトイレや会社周辺の道路
の清掃、親孝行レポートの提出、さらにはラジオパーソ
ナリティーの出演などである。加えて言えば、内定者に
は雇用のミスマッチが無いよう、入社前に 30 日のイン
ターンを経験させている。面接時、こうした会社の姿勢
を聞き、辞退する学生も少なからずいるが、入社する社
員はまさに理念共鳴型の「才と徳」を兼ね備えた人財で
ある。
　先日、篠木雄司社長から２０１１年に発生した東日本
大震災とその後の福島原発事故当時の社員のエピソード
を聞いた。それは多くの会社がこの地から撤退する中、
社員に意見を求めると、ある女性社員は「私の顔を見る
と安心するという、おじいちゃん・おばあちゃんを残し
て、私一人が避難するわけにはいきません……」と。ま
た、ある中堅の男性社員は「一人で死ぬのは嫌だけれど、
アポロガスの皆と一緒なら何も怖くない」と語る。同社
がなぜ地域住民の高い評価を受け、成長発展してきたの
かが良く分かった。

法政大学大学院
　政策創造研究科

◇坂本　光司／さかもと・こうじ
　1947 年生まれ。福井県立大学教授、静岡文化芸術
大学教授などを経て、2008 年４月より法政大学大学
院政策創造研究科（地域づくり大学院）教授、同静岡
サテライトキャンパス長。他に、人を大切にする経営
学会会長はじめ、国や県、市町、商工会議所などの審
議会・委員会の委員を多数兼務している。専門は中小
企業経営論・地域経済論・産業論。著書に『日本でい
ちばん大切にしたい会社』（あさ出版）、『この会社は
なぜ快進撃が続くのか』（かんき出版）など。

教授　坂本　光司
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Lobo商工会議所早期景気観測
（8月調査結果）

８月の全産業合計の業況ＤＩは、▲２４．９と、前月から▲０．４ポイントのほぼ
横ばい。夏休みの堅調な観光需要のほか、賃貸住宅など民間工事に持ち直しの動き
がみられる。また、円高などによる原材料価格の下落や依然として低い水準の燃料
費の恩恵を指摘する声も聞かれた。

サービス業
前年度同月比（業況DI）

　小売業
前年度同月比（業況DI）

　卸売業
前年度同月比（業況DI）

　製造業
前年度同月比（業況DI）

建設業
前年度同月比（業況DI）

・「民間工事の案件は多
いため、売上は堅調に
推移している。資材価
格も落ち着いているこ
とから、今後も採算の
とれる案件に集中した
い」（一般工事業）
・「アスファルト製品を
除き建築資材は、全体
的に下落が続いている。
ただし、今後、熊本地
震の復旧・復興事業が
進んでいくにつれて、
資材が品薄になり、価
格は下げ止まると見て
いる」（建築工事業）

・「スマートフォンなどの
電子部品生産が上向き、
半導体製造装置の受注は
好調」（制御装置製造業）
・「造船業からの発注の
激減により、売上は落ち
込んだ。今は受注を確
保することに精一杯で、
収益力の維持・向上に
取り組む余力がない」
（金属加工機械製造業）
・「売上が順調に推移し
ているため、将来を考え、
これまでの採用活動を
見直し、中途採用だけで
なく、新卒採用も開始し
た」（調味料製造業）

・円高に加え、銅など
の原材料価格自体も下
落しているため、取引
先からの値下げ要請が
強まり、売上が減少し
た」（ケーブル・化成品
等卸売業）
・「漁獲量が極端に悪く、
売上、採算ともに悪化
した。８月下旬からの
サンマ漁解禁を契機に、
売上を増加させたい」
（水産物卸売業）

・「日傘等の夏物商品や
飲食料品の売上は好調
だが、高額品販売の落
ち込みが深刻で、売上
全体は減少した。お金
に余裕のあるシニア層
を中心に需要の発掘に
努めている」（百貨店）
・「暑い日が続いている
ため、秋物衣料の動き
が鈍く、売上は減少し
た」（商店街）
・「高年齢の顧客が多く、
猛暑の影響から来店客
数が減少している」（飲
食料品小売業）

・「燃料代は上昇してい
るものの、前年に比べ
依然低い水準にあるた
め、採算はとれている。
連日猛暑が続いている
ことで、飲料品の出荷
は多い」（運送業）
・「８月はイベントが多
く、近隣の旅館を含め
客室の稼働率は高い」
（旅館業）
・「売上は好調だが、人
手不足から人件費が上
昇し、採算は悪化して
いる。また、繁忙のた
めサービスの質が低下
していないか気がかり
である」（レストラン）

▲30.0▲33.3 ▲53.3▲34.4▲20.0

会員ビジネスボード掲載
無料

掲載企業募集中
○文章

・タイトルは 20 字以内
・本文 230 字以内
・会社概要・問合せ先等
  （社名、所在地、電話番号
    Fax 番号、E-mail アドレス）

《掲載要綱》 ○画像
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晩御飯のおかず
おいしい

おすすめ

    ポイント

}

第 1回

　このコーナーでは、旬の食材を使った手軽でおいしい
晩御飯に合う料理の紹介を行います。
　今回は、秋の味覚サンマを使った「サンマとレンコンの
カレー照り焼き」をご紹介します。塩焼き・煮付け・刺身と
いったいつもの定番の食べ方でなく、ひと工夫加えた
サンマ料理をご紹介したいと思います。カレー粉を入れ
て、子供も大好きな味。ごはんのお供にぴったりのおかず
です。

（2 人分）                                       
・サンマ　　　　　2 尾
・レンコン　　　　約 160ｇ　            
・万能ねぎ        適量                 
・片栗粉       　 適量                   

（たれの材料）                       
　・しょう油    大さじ 2                 
　・はちみつ　大さじ 2                 
　・酒　　         大さじ 1                       
　・みりん         大さじ 1                             
　・カレー粉　小さじ 1 

①サンマを 3 枚におろす。
②レンコンの皮をむき、厚さ１㎝の輪切り
　にし、酢水にさらす。
③サンマを半分の長さに切り、片栗粉をま
　ぶす。
④フランパンに油を熱し、強めの中火で③
　と水気を切ったレンコンを両面焼く。
⑤たれの材料を入れ、絡める。
⑥皿に盛り、あれば万能ねぎをちらす。
　お好みで一味唐辛子をかけて頂く。

子供も食べられる辛さですが、カレー粉の量は加減して下さい。一味唐辛子をかけるとより
スパイシーになります。お酒のあてとしては少々味が濃いので、しょう油・カレー粉を加減す
るといいかも。カロリーが気にならない方はサンマを揚げてもＯＫ。
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10月 行事予定 東京電力㈱原発事故による
損害賠償相談会のご案内

（独）工業所有権情報・研修館事業 実施：一般社団法人福島県発明協会 http// www. fukush ima- i .o rg

の について いたします！

福 島 県 知 財 総 合 支 援 窓 口 電話：０２４－９６３－０２４２
〒963-0215  郡山市待池台1-12福島県ハイテクプラザﾞ２F

■ 県 内 唯 一 の 知 財 ワ ン ス ト ッ プ 相 談 支 援 窓 口 ■ ま ず は お 気 軽 に ご 相 談 く だ さ い

知的財産って何？
うちの会社には関係ないのでは？

知的財産とは、「特許」等、限定的な特別なものでは
なく「アイディア」「デザイン」「商品の名前」「ノ
ウハウ」「企画書」「営業上の情報」等、多岐に渡る
もので全ての企業に関係するものです。

・有利な事業展開 ・自社ブランドの構築
・自社技術力の向上 ・社員のモチベーション向上

※「平成24年度中小企業実態基本調査」(中小庁)､「平成25年度企業活動基本調査速報」(経済産業省)より

※

特許を保有する中小企業は保有していない中小企業よりも従業員

一人当たりの営業利益率が約３倍という調査結果もあります。

知的財産活動のメリット
平成２７年度

相談実績
１,３００件

相馬商工会議所 “マル経資金 ”

★融資（貸付）限度額
★年利（Ｈ 28.9.9 現在）

★返済期間 ★担保・保証人

2,000 万円

運転資金
設備資金 1.3%

東日本大震災に対応する「災害マル経」
（金利－ 0.9%）「設備資金貸付利率特

例制度」（金利－ 0.5%）

運転資金　 ７ 年以内
設備資金　10 年以内 不　要

【ご利用できる方】
・１年以上事業を行い、商工会議所の経営指導を原則
　6 ヶ月以上受けている方
・所得税（法人税）、事業税、住民税を完納している方
　○商業・サービス業（従業員 ５ 人以下）
　○建設・製造業　他（従業員 20 人以下）
●問合せ先　中小企業相談所　志 36 － 3171

日（曜） 行　　　　　事 時間 場　　所
2（日）会員交流パークゴルフ大会 13:15 光陽パークゴルフ場
3（月）各部会開催（2 号議員の選任） 9:30 相馬商工会議所

相馬商工会議所女性会「相馬流れ山」講習会（第 3 回） 19:00 相馬商工会議所
4（火）日本政策金融公庫金融相談会 10:30 相馬商工会議所
5（水）正副会頭会議 11:00 相馬商工会議所

相馬市役所新庁舎落成式 14:00 相馬市民会館
相馬市役所新庁舎落成祝賀会 17:00 相馬フローラ

11（火）日本政策金融公庫金融相談会 10:30 相馬商工会議所
1 号議員立候補届出最終日 15:00 相馬商工会議所

14（金）1 号議員の選挙期日 10:00 相馬商工会議所
15（土）     
～ 16（日）福島フェス 2016 10:30 六本木ヒルズ

18（火）日本政策金融公庫金融相談会 10:30 相馬商工会議所
19（水）相馬商工会議所青年部 第 7 回理事会 19:00 相馬商工会議所

20（木）相馬商工会議所女性会 ハロウィン事業 
ジャック・オー・ランタン製作教室 10:00 相馬商工会議所

21（金）
～ 31（月）

相馬商工会議所女性会 ハロウィン事業
ジャック・オー・ランタン展示 －     市内各参加店

23（日）第 208 回珠算暗算検定試験 9:00 相馬商工会議所
25（火）日本政策金融公庫金融相談会 10:30 相馬商工会議所
25（火）

～ 26（水）福島道の駅物産展 11:00 宮城県仙台市・
仙台ＡＥＲ

30（日）第 16 回そうま市民まつり 9:00 市民のひろば

「商品券」の換金はお済みですか？
　本年 5 月に販売した「がんばろう相馬！スーパー
プレミアム商品券」の使用期限は、9 月 30 日（金）
で終了となりました。
　また、加盟店の方の最終換金日は以下の通りです。
換金忘れの無いようご確認をお願いいたします。
◆換金申請日：

平成 28 年 10 月 3 日（月）～ 7 日（金）

商工会議所共済制度普及キャンペーン
実施中！

　 相馬商工会議所では、共済制度の加入促進キャン
ペーンを 9 月 15 日～ 11 月 30 日までの 2 ヶ月半の
間実施しております。
　商工会議所は会員事業所の会費をもって地域に貢献
をする大きな役割を持つ総合経済団体で更に「事業資
金」や「納税に関する手続き」や「各種補助金の申請」
など、様々な問題を気軽に相談のできる機関です。
　また、事業主様の保障や従業員の福利厚生の充実を
図るための共済事業など利用できるメリットが沢山あ
ります。
　期間中、商工会議所職員・アクサ生命営業社員がお
伺いいたしますので、お気軽にご相談ください。
○問合せ先 相馬商工会議所 総務課　志 36-3171　

参加店を回ってお菓子をもらっちゃおう！！
合言葉は

ジャック・オー・ランタン展示期間 参加店を回ってお菓子をもらっちゃおう！！

トリック・オア・トリート

● 開  催  日　10 月５・12・19・26 日（水）
● 受付時間　午前 10 時～午後４時
● 会　　場　相馬商工会議所　第３会議室
● 問合せ先　志 0120 － 926 － 404


