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函館市内を視察 当所議員 20 名が参加
女性の力で地域を元気に！
全女連徳島総会で情報交換
パークゴルで会員交流 ～坂本さん優勝～
かぼちゃのランタンを展示 女性会ハロウィン事業
「ポケモン GO」で相馬に 200 人
地域活性化への活用策を検証
次年度会長に杉本智美氏 県青連臨時総会で選任
山形屋の醤油 最高賞 ～ 3 度目の快挙達成～
福島フェス 2016 ＠六本木ヒルズ
トレンド通信
「フライパン騒動から見えてくるもの」
会員ビジネスボード（和心、カフェ DOMANI）
おいしい晩御飯のおかず
１1 月行事予定
「営業状況アンケート調査」ご協力お願い
放射性セシウム検査実施中
原発事故による損害賠償相談会日程
共済制度普及キャンペーン実施中！
最低賃金改正のお知らせ

◆福引大会

〜共済加入者還元事業〜◆

来る 11 月 18 日共済制度加入者還元事業として、恒
例の福引大会を実施致します。
当所では共済制度にご加入頂いている皆さまに日頃の
ご愛顧と感謝の意を込め、福引大会を毎年実施しており
ます。豪華家電製品をはじめ相馬市の特産品や、参加者
から人気の現金つかみどりなど景品を多数ご用意してお
ります。また、お子様向けに、わたあめやポップコーン
などもございます。共済加入者の皆さまは、福引券をお
持ちのうえ気をつけてお越しください。
当所共済制度は、会員事業所の福利厚生の充実を図る
もので、事業主・役員・従業員及びそのご家族の皆さま
に生命共済をはじめ特定退職金共済、医療保障など労災
リスクや退職金への備えとしてご利用頂けます。また、
会員事業所の皆様には団体扱いとして割安でご加入頂け
ます。
当日は相談窓口等も設置しておりますので、お気軽に
ご相談ください。
●日時：11

月 18 日（金）9：30 〜 15：00
大会議室

●場所：相馬商工会議所
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函館市内を視察

当所議員 20 名が参加

相馬商工会議所議員研修は 3 年に 1 度役員改選期に
行われるもので、北海道函館方面へ出かけ、20 名が参
加し行われた。
今回は、JR 北海道新幹線（新青森～新函館北斗間）開
業に伴う函館市への観光客の入れ込み状況や、経済効
果、新幹線を活用した観光の取り組みなどについて視察
を行った。
ま た、22 日 の 夜
に行われた懇親会
では、函館の海の
幸を楽しみつつ 3
年間の慰労と親睦
を深めた。

9/26〜28

平成 28 年 11 月 2 日発行
やかにパークゴルフを楽しみながら交流を図った。
表彰式では、１・２・３位の入賞者に新妻会頭から楯
が手渡されたほか、特別賞を含む入賞者には、相馬市の
特産品をはじめとする副賞も贈られた。また、参加者全
員が参加できる「お楽しみ抽選会」もあり、最後まで楽
しい会員交流事業となった。
競技結果は下記のとおりです。（敬称略）
○優 勝
坂本弘子（㈱東北エスケー商会）
○準優勝
加藤宏行（あくあ）
○第三位
久田利則（医療法人社団茶畑会）
○特別賞
㈱菅野漬物食品（参加者最多事業所）

女性の力で地域を元気に！

全女連徳島総会で情報交換

徳島県徳島市において、第 48 回全国商工会議所女性
会連合会 徳島総会が開催された。全国各地の商工会議
所女性会の会員 2,300 名超が参加、当所女性会からも 6
名が参加した。
記念講演会では、昭和女子大学理事長 坂東眞理子氏
による「女性の経営 －新しいビジネスの地平を拓く－」
と題した講演が行われた。また、会場内には徳島県内の
物 産 販 売 や、
様々なアトラ
クションが催
され、大いに
盛り上がっ
た。参加者ら
は、女性のパ
ワーで地域を
盛り上げよ
う！と絆を深
めた。

10/2 パークゴルフで会員交流
～坂本さん優勝！～

平成 28 年度 相馬商工会議所「会員交流パークゴルフ
大会」を相馬光陽パークゴルフ場にて開催した。
当日は 43 名の会員の方にご参加頂き、晴天の中、和

新発売

抹茶入お得用茶

松川みどり
200ｇ 1,296 円

宇治甘露園
〒976-0042 相馬市中村字大町 39-5

TEL 36-5620
FAX 26-6012

メールアドレス ujikanroen@sky.plala.or.jo
ホームページ http://www.ujikanroen.jp
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かぼちゃのランタンを展示

女性会ハロウィン事業

10 月 21 日 か ら 31 日 ま で の 11 日 間、 市 内 参 加 店
18 店舗において「ハロウィン事業」（主催：当所女性会）
が初めて開催された。
これは、期間中「ジャック・オー・ランタン」を展示
し、街中をハロウィンで彩るといったもので、賑わい創
出を目的として実施した。このランタンは女性会会員の
手作り。
29・30 日 の 土 日 に は、
来店し「Trick or Treat」と合
言葉を発したお客様へ、お
菓子のプレゼントサービス
も行われた。
各参加店は趣向を凝らし
て店内外を飾りつけ、中に
は仮装したお客様も訪れる
など、街なかが
ハロウィンでに
ぎわった。
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9/19「ポケモン GO 」で相馬に 200 人
地域活性化への活用策を検証
当所商業部会主催の「ポケモン GO in SOMA」を相馬
市民会館周辺に於いて実施した。
現在、「ポケモンＧｏ」を活用した地域活性化策は各
地で実施・検討されている。そのような背景の下、今回
試験的にその効果を測る目的
で実施された。
当 日 は、 午 前 9 時 か ら 午
後 5 時までの 8 時間ポケモ
ンが出現しやすい環境をつく
り、ポケモン Go ユーザー約
200 名がプレイした。
今後、当所商業部会では、
今回の試みを活かし、より効
果的な地域活性化事業の実施
にむけ検討していく。

9/24

次年度会長に杉本智美氏

県青連臨時総会で選任

福島県商工会議所青年部連合会 平成 28 年度臨時総会
が相馬フローラにて開催され、平成 29 年度県青連会長
に当所青年部の杉本智美氏（㈲杉本鉄工所）が選任され
た。
また、臨時総会終了後には県内青年部メンバー同士の
交流を図る会員大会が行われ、記念式典および研修会と
して菊地大介県青連会長（松明家五老介・たいまつやご
ろすけ）による寄席が披露された。懇親会では、新妻良
一会頭、立谷秀清相馬市長による来賓祝辞、次年度県青
連執行部の紹介や県内商工会議所青年部の事業ＰＲ等が
行われ、約 130 人の出席者が親睦を深めた。
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山形屋の醤油

最高賞

～ 3 度目の快挙達成～

日本醤油協会主催の「第 44 回全国醤油品評会」で最
高賞の農林水産大臣賞に（資）山形屋商店の「ヤマブン本
醸造特選醤油」が選ばれた。
品評会には、全国から 247 点の醤油が出品された。
（資）山形屋商店は、平成 25 年から同品評会に出品をし
ており、平成 25・26 年に続き、今回で 3 度目の農林
水産大臣賞の受賞となる。10 月 3 日、
（資）山形屋商店
の渡辺代表は、当所新妻会頭に受賞の報告に来所され
「県
産醤油の品質の高さ
を証明できた。福島
県産醤油の安全性と
品質の良さを PR し、
風評払拭につなげた
い」と話した。ぜひ
一度、日本一の醤油
をご賞味ください。
市内各スーパー等の
取扱店で販売中。１
渥 432 円（税込）
。

10/15〜16 福島フェス 2016
＠六本木ヒルズ
首都圏で県内の食や文化の魅力を発信する「福島フェ
ス 2016」が１０月 15・16 日の 2 日間、昨年に続いて
東京の六本木ヒルズで開催された。実行委員会の主催、
復興庁、県、東京都などの後援。六本木ヒルズ内会場に
は約 30 のブースが設けられ、県内の企業や団体が郷土
料理や加工食品、観光ＰＲなどを繰り広げ、約 2 万人
の来場者でにぎわった。当所からは今季水揚げされたし
らす・小女子など海産物を持ち寄り見事完売。相馬の食
と物産のＰＲを大いに行った。

OA機器･事務用品･スチール製品･印章
学校体育用品･コピーサービス

(資) 錦 尚 堂
相馬市中村字大手先9
(相馬市役所前)

TEL
FAX

(0244) 36-7311
(0244) 36-6262
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「フライパン騒動から
見えてくるもの」
2016 年９月１日、消費者庁は「50 万回こすっても
傷が付かないフライパン」との宣伝文句は誇大広告に当
たるとして、名古屋市にある販売会社に対して措置命令
を出しました。表面に傷が付かないため、焦げ付かない
で長期間使えるというのが受けてテレビ通販のヒット商
品になっていました。延べ 76 万人が購入し、120 億円
以上を売り上げたそうです。単純に売り上げを購入人
数で割って商品単価を計算すると約１万 5000 円になり
ます。ホームセンターやスーパーで樹脂加工の製品が
3000 円程度で買える中で、これはフライパンとしては
かなり高価な部類だと思います。
私が興味を持ったのは、その商品の機能がどうだった
かよりも、焦げ付かないフライパンをこれだけの金額を
支払っても欲しいと思う人がたくさんいるという事実で
した。テレビ通販が中心ですから当然、それを見なかっ
た人もいますし、欲しいと思っても高価なので購入に二
の足を踏んだ人もいるでしょう。
おそらく購入者の何倍もの人が「焦げ付かないフライ
パンが欲しい」
とのニーズを持っていると考えられます。
料理のプロなら昔のように鉄製のフライパンを焦げ付か
ないようにちゃんと手入れしながら使いこなします。一
般家庭では面倒なことはしません。またダイエットが意
識されるようになって調理の際に昔ほど多くの油を使わ
なくなったのも焦げ付きやすくなった原因かもしれませ
ん。老若男女いろいろな人に今回の「フライパン騒動」
について聞いてみるとさまざまな意見がありました。
「最
近は和食の煮ものにもフライパンを使うようになった」
「焦げ付きはがんのもとになるから、なるべく避けたい」
「焦げ付いたものを洗う時間がもったいない」
「焦げ付か
せてしまうと、調理に失敗したという気持ちになり落ち
込みが激しい」「少しでも焦げ付くようになるとどんど
ん買い替えるため、本当に長く使えるなら高くない」な
どがありました。

これらから現代の消費者の生活スタイルが、より “ 手
抜き志向 ”“ 健康志向 ”“ 節約志向 ” になり無駄や失敗を
恐れる方向に向いていることが読み取れます。一般家庭
で求められる料理と生活スタイルの変遷については『小
林カツ代と栗原はるみ 料理研究家とその時代』（阿古真
理著・新潮新書）が面白くまとめています。料理専門家
として時短料理を追究した小林カツ代、カリスマ主婦と
して和食や中華などジャンルを超えた新しい感覚のレシ
ピとスタイルを提案した栗原はるみ。それぞれ一時代を
象徴する存在となりました。いまはさらに「男子ごはん」
がはやっています。
これからの時代に通用するヒット商品を生み出してい
くためにはこうした消費者のニーズや生活スタイルの変
化に敏感でないといけません。もちろん後からメッキが
剥げるようなものではなく、本当に良いものをつくる必
要がありますが。

日経ＢＰヒット
総合研究所
上席研究員

渡辺

◇渡辺

和博

和博／わたなべ・かずひろ

日経ＢＰ社 日経ＢＰヒット総合研究所上席研究
員。1986 年、筑波大学大学院理工学修士課程修了。
同年、日本経済新聞社入社。日経パソコン、日経ビジ
ネス、日経トレンディなどＩＴ分野、経営分野、コ
ンシューマ分野の専門誌編集部を経て現職。全国各地
の商工会議所などで地域振興や特産品開発のための講
演・コンサルを実施。消費者起点のものづくりをテー
マに地域発のヒット商品育成を支援している。

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

日中お忙しい方のために

窓口相談
夜間相談会

夜間相談は要事前予約

お問い
合わせは

相双支店 ℡0244-23-5105
経営支援室 ℡ 024-526-1520

のほか、

経営上の悩みごと、創業時の困り
ごとはございませんか？

（毎月第２木曜日17：15～19：45） を実施します。
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掲載
Business Board
会員ビジネスボード
イチオシ商品・サ－ビス情報満載！ビジネスパートナー探しにも
無料
きのこと鮭のバターじょうゆ炒め
材料 （2 人分）
生鮭（切り身）2 切れ
お陰様まで、5 年目を迎えます
薄力粉 適量
しめじ 1 パック
エリンギ 1 パック
サラダ油 大さじ震災後、お店をオープンしまもな
1
く 5 年を迎えるうどん・そばのお店で
しょうゆ 大さじ 1
す。当店では、定番メニューから、オ
バター 15g リジナル、ご飯物、お惣菜まで、幅広

小さなおうちカフェです！

当店は、ムーミンをイメージした小さなお
うちカフェです。
ランチタイムは、
2種類のランチを提供
（焼きパ
スタやカレーやハンバーグなど）
。11月末ま
く取り揃えております。特に人気なの
で、
メガ得1000（クーポン）
ご利用で、通常
が天ざる蕎麦で、揚げたてサクサクを
1,200円のランチを1,000円にてご提供します。
楽しめます。また、ここでしか食べら
また、北海道産小麦粉を100％使用したパ
れない季節限定のメニューもございま
ンやマフィンなどのお菓子も手作りしています。
1
すので、イオン相馬店にご来店の際は
ムーミンワールド全開のお店でランチやコ
しめじは小房に分ける。エリンギは半分に切り、1/4
～ 1/6 のくし切りにする。 ーヒータイムを楽しんでいただきたいと思い
是非お立ち寄り下さい。明るく楽しい
スタッフがお迎え致します。
ますので、
皆様のご来店をお待ちしております。
天ざるそば
2

イオン相馬店

国道６号

営 業 時 間：10：30 ～ 19：00
定 休 日：年中無休

メニュー
コーヒー
紅茶
ランチ ￥1,200
（※サラダ・スープ・飲み物・デザート付き） ケーキセット

カ フ ェ

カフェ

DOMANI（ドマーニ）

所 ：〒976-0034
相馬市柏崎字中台 256
電
話 ：0244-26-8234
ホームページアドレス ：http://www.bb.soma.or.jp/~kawai-n/
営 業 時 間 ：11：00 ～ 16：00
定 休 日 ：日曜日・月曜日
住

￥400
￥400
￥750

Ｎ

Ｎ

生鮭はひと口大に切る。
主なメニュー
肉なめこうどん ￥650
3
天ざるそば
￥850
坦々うどん
￥780
②の鮭に薄力粉をまぶす。
カレーうどん ￥530
天丼
￥700
4.
うどん・そば処①を加えて炒める。
和心 ( わごころ )
飲 食 店 ③を中火で両面焼き、
フライパンに油を熱し、
5
相馬警察署●
火が通ったら生しょうゆを加えて炒め、バターを加えて絡め合わせる。
住
所：〒976-0036
相馬市馬場野字雨田 51
6
イオン相馬店１F フードコート内
器に盛り付けて、フライパンに残ったたれをかける。
●ＧＳ

ランチセット

●
飯豊郵便局

日吉神社
天王院

掲載企業募集中！ 【問合せ先】相馬商工会議所 TEL３６ー３１７１

コツ・ポイント

粉はビニール袋に入れてまぶすと、簡単にまんべんなくまぶせます。
掲載情報の詳細や取引に関しては、取引当事者間で直接連絡・交渉をお願い致します。
（トラブルが生じた場合、当会議所では責任を負いかねます）
。
粉をまぶした鮭は、しっかりと香ばしく焼くのがポイント！しょうゆの香りとあいまって、皮までおいしくいただけます。

おいしい

晩御飯のおかず
2

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、秋鮭を使った
「きのこと鮭のバターしょうゆ炒め」
をご紹介します。
はらこ飯やホイル焼き、
ムニエルといった
定番料理に飽きたら、バターしょうゆの風味で鮭を食して
みてはいかがでしょうか。
しょうゆの香ばしさとバターの風
味が食欲をそそる一品です。

（2 人分）
・生鮭（切り身）2 切れ
・薄力粉 適量
・しめじ 1 パック
・エリンギ 1 パック
・サラダ油 大さじ 1

}

（たれの材料）
・しょうゆ 大さじ 1
・バター 15g

おすすめ
ポイント

①しめじは小房に分ける。エリンギは半分
に切り、1/4 ～ 1/6 のくし切りにする。
②生鮭はひと口大に切る。
③②の鮭に薄力粉をまぶす。
④フライパンに油を熱し、
③を中火で両面
焼き、
①を加えて炒める。
⑤火が通ったらしょうゆを加えて炒め、
バターを加えて絡め合わせる。
⑥器に盛り付けて、フライパンに残った
たれをかける。

粉はビニール袋に入れてまぶすと、簡単にまんべんなくまぶせます。
粉をまぶした鮭は、
しっかりと香ばしく焼くのがポイント！しょうゆの香りとあいまって、皮まで
おいしくいただけます。

（6） 第 345 号

平成 28 年 11 月 2 日発行

11月 行事予定
日（曜）
行
事
時間
10:30
1（火）日本政策金融公庫金融相談会
第 134 回臨時議員総会
10:30
3（木）平成 28 年度相馬市表彰式
10:00
10:30
8（火）日本政策金融公庫金融相談会
結の場 in 相馬市
13:00
10（ 木 ）平和を願い戦没者を追悼する市民の式典 13:30
11（金）
全国街道交流会議 第１１回全国大会「福島大会」 13:30
～ 12（土）
11（金）第 11 回 e 顔プロジェクト
9:30
12（ 土 ）ふくしま道の駅・空の駅まつり
9:30
14（月）相馬商工会議所女性会 第 3 回総務・事業・教養委員会 13:30
相馬商工会議所女性会 第 4 回役員会 14:30
10:30
15（火）日本政策金融公庫金融相談会
16（水）相馬商工会議所青年部 第 8 回理事会 19:00
18（金）共済加入者福引大会
9:30
20（日）第 144 回簿記検定試験
9:00
22（火）平成 28 年度道の駅「そうま」視察研修 7:30
日本政策金融公庫金融相談会
10:30
28（月）相馬港セミナー in ふくしま
16:30
29（火）日本政策金融公庫金融相談会
10:30
第 35 回福島・相馬・米沢地域経済開発懇談会 13:30

場
所
相馬商工会議所
相馬商工会議所
相馬市役所
相馬商工会議所
相馬フローラ
相馬市総合福祉センター はまなす館
福島市・パルセ飯坂
相馬商工会議所
福島空港
相馬商工会議所
相馬商工会議所
相馬商工会議所
相馬商工会議所
相馬商工会議所
相馬商工会議所
喜多方市・道の駅喜多の郷ほか
相馬商工会議所
福島市・ホテル福島グリーンパレス
相馬商工会議所
相馬フローラ

東京電力㈱原発事故による
損害賠償相談会のご案内
● 開 催 日 11 月 2・9・16・30 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

商工会議所共済制度普及キャンペー実施中！
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す。「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。
更に、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

「営業状況アンケート調査」ご協力のお願い
現在、当所では、東日本大震災発生 5 年後の会員
の営業状況を把握し、今後の「復興・創生」に向け必
要とされる施策を継続的に行ってゆく為、
「東日本大
震災発生 5 年後営業状況アンケート調査」を実施し
ております。アンケート調査票は先月号の会報に同封
させて頂いております。又、当所ホームページにも掲
載しておりますので、ご回答頂けますよう、ご協力を
お願い致します。
●問合せ先 中小企業相談所 志 36-3171

放射性セシウム検査実施中 !!
市内の食品加工業者を対象に、無料で検査を実施
しています。 どうぞご利用ください。

の

について

知的財産って何？
うちの会社には関係ないのでは？

いたします！
平成２７年度
相談実績
１,３００件

知的財産活動のメリット

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
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。
※「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

■県内唯一の知財ワンストップ相談支援窓口

福 島 県 知 財 総 合 支 援 窓 口

■まずはお気軽にご相談ください

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
（独）工業所有権情報・研修館事業

発行所

相馬商工会議所

実施：一般社団法人福島県発明協会
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