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〈ひな茶会〉

〈つるしびな展示〉

◆ひなめぐり◆

相馬商工会議所では、中心市街地及び地域活性化のた
め、女性会主管で「ひなめぐり」事業を実施しています。
今回で 8 回目となる当事業は、市内の各商店につる
し雛やお雛様を店頭に展示し、来客者に楽しんでもらい
つつ、参加店の販売促進を目的に実施しております。3
店舗を巡って応募すると、2,000 円分の商品券が当たる
スタンプラリーなども開催しており、大変好評をいただ
いております。さらに、2 月 19 日（日）には、雛飾り
を見ながらのお茶会や琴の演奏会なども開催する予定と
なっておりますので、ぜひ足をお運びください。
◆スタンプラリー
期 間：平成 29 年 2 月 19 日（日）～ 3 月 3 日（金）
場 所：市内各参加店
◆ひな茶会・箏（こと）の演奏会・つるし雛展示・
華道作品展示・とん汁無料配布
開催日：平成 29 年 2 月 19 日（日）10 時～ 15 時
場 所：相馬市民会館
※スタンプラリー参加店や各イベントの時間などの詳細
は同封のチラシをご覧ください。
○問合せ先 中小企業相談所 菅野 志 36-3171
思 36-3184
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12/19 警察署員を激励

相馬地区警察官友の会

相馬地区警察官友の会は、年末年始特別警戒及び駐在
所勤務職員に対する激励、永年勤続署員並びに優良署員
に対する感謝状贈呈のため、昨年 12 月 19 日草野清貴
会長、梅澤国夫副会長らが相馬警察署を訪問した。
激励会では草野会長より日頃の地域治安維持に対する
活動や津波被害者の月例捜索に対し感謝の念が伝えられ
た。続いて、年末年始特別警戒に対する激励、永年勤続
署員・優良署員に対する感謝状と記念品が贈呈された。
また、管内 5 駐在所に対し梅澤副会長よりポインセ
チアが贈られた。
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な取り組みなどをそれぞれの政策に反映させるための情
報共有の場としている。
当日も出席者全員から現状や課題などについて活発に
意見が交わされ、風評や労働力不足問題もあるが、相馬
福島道路全開通に期待を寄せる意見が多かった。

1/21 6 次化商品開発のポイントを学ぶ
当所水産業部会共催のセミナー

1/5

平成 29 年 相馬市新春のつどい

相馬市新春恒例の「新春のつどい」は、市内のゲスト
ハウスヒルトップ N リゾート福島で開催され、当所か
らは、草野会頭をはじめ多くの役員議員が参加、各界各
層から 380 名を超える方々が出席、賀詞を交換した。
開催に先立ち、エル・システマジャパン 相馬子ども
オーケストラによる吹奏楽演奏が行われ、相馬市民の歌
を参加者全員で斉唱した。続いて、立谷相馬市長・草野
会頭が年頭の挨拶をし新年の抱負を語った。
来賓からは、
衆議院議員金子恵美氏、真山祐一氏、福島県議会議員斎
藤勝利氏が祝辞を述べ、主催者来賓一同で威勢良く鏡開
きをした。その後、
植村恵治市議会議長の発声で乾杯し、
新年のスタートを祝った。出席者らは市の復興を誓い和
やかに歓談した。中締めは、ふくしま未来農業協同組合
星常務理事が相馬市の復興への言葉を述べ、会は盛況の
内に閉会した。

当所水産業部会と中小企業相談所の共催による水産業
界販路回復・拡大セミナーが相馬双葉漁協の大会議室に
おいて開催され、25 名が参加した。
セミナーでは、水産庁の髙瀨力氏が「水産物の放射性
物質の調査について」と題し、県や各漁協での検査状況
とその結果について説明した。また、水産業地域活性化
研究会・静岡 代表の山下光夫氏が「水産業の現状と 6
次化商品の開発・流通について」と題し、“ 漁業用水の
流入量の減少 ” が原因とみられる地元浜名湖の水産資源
枯渇の問題や、エイを使用した 6 次化商品の開発・流
通についてわかりやすく説明し、6 次化商品作成のポイ
ントついて語った。参加者は、本格操業へ向けて今後取
組むべきことについて、改めて認識を深めた。

1/23 1 月常議員会

1/10 現状や課題解決に向け意見交換
福島県・相馬市・会議所の３者

福島県相双地方振興局主催により当所と福島県及び相
馬市との意見交換会を開催した。
県からは御代振興局長・
新関次長・高橋主幹と田原副主査、相馬市からは渡部産
業部長・佐藤商工観光課長が出席し、当所からは草野会
頭、菊地・梅澤・中澤副会頭及び和田山専務理事、吉田
事務局長と大槻相談所長が参加した。
この 3 者による意見交換会は、震災以降毎年定期的
に開催しており、復興へ向けた地域や業界の課題、新た

常議員会は、常議員 15 名の出席のもと なぎさの奏夕
鶴にて開催された。
報告事項では、部会長・委員会長より各部会・委員会
の会議並びに事業の活動報告や、要望活動報告など計 6
項目が報告された。
議事では（1）新規会員加入承認（2）平成 29 年度桜
まつり実施についての計 2 項目の議案が提出され各々
原案通り承認された。
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火災時の対応を確認

道の駅「そうま」消防避難訓練

道の駅「そうま」において消防避難訓練を実施した。
火災発生時の通報方法や来客者の避難誘導、初期消火な
どの訓練を行った。
消防署からは、
「来客が多数ある施設であるため、来
客者の避難・安全を優先しながら落ち着いて対応にあ
たってほしい」との教示があり、今後の教訓とした。
道の駅は現在有事の際の防災拠点としての役割も担う
ことから、参加したスタッフも真剣に取り組んだ。
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事が厳かに行われた。午後 5 時には、西村年晴相馬市
連合商栄会会長、立谷秀清相馬市長、斎藤勝利福島県議
会議員、植村恵二相馬市議会議長、只野敬三産業建設常
任委員長、草野清貴相馬商工会議所会頭・相馬市観光協
会会長、菅野忠孝相馬消防署長、飯土井光毅相馬市区長
会会長、三國実加相馬商工会議所女性会会長、中丸英樹
相馬消防署地域課長の 10 名が火入れを行い、お焚き上
げが始まった。
時おり雪も降る寒い１日となったが、多くの市民が来
場し、一年間の無病息災・心願成就を願っていた。

1/15 長井商工会議所青年部が来相
1/13「（仮称）そうま朝市開催」に向けて
第 1 回まちづくり委員会

当所役員室において「第 1 回まちづくり委員会」が
開催された。会議には草野清貴会頭、武島昭良委員長ほ
か、まちづくり委員ら計 12 名が出席した。武島委員長
が議長となり議事に入り、
草野会頭より委員会へ
「（仮称）
そうま朝市開催」についての諮問が行われた。今後、委
員会にて検討し、答申を行う事となった。

1/14 第 38 回どんと祭
恒例のどんと祭が、相馬市連合商栄会主催により、長
友グラウンドにて開催された。当日は大寒波の影響で大
変寒い朝となったが、朝早くから役目を終えたお札・破
魔矢・門松などが市内の各家庭・企業から持ち込まれ、
たちまち 3 メートル以上の山を作り上げた。
また、会場では、相馬商工会議所女性会による出店や、
福餅の販売、甘酒の振舞などが行われた。
午後 4 時からは、相馬高校太鼓部による相馬太鼓の
演奏が行われ、30 分から市内神社の宮司 4 名による神

相馬の青年部と交流

長井商工会議所青年部（長井ＹＥＧ）が他団体交流事
業として相馬市視察に来られた。以前から交流のあった
長井ＹＥＧの皆様には東日本大震災の際に募金や炊き出
しなど、温かいご支援を頂戴した。この視察は、相馬市
の復興状況の確認と相馬ＹＥＧとの意見交換を目的に企
画された。
当日は 22 名が来相され、相馬歴史資料収蔵館見学・
お食事処 たこ八での昼食後、相馬市内を視察した。また、
夜には手づくりの湯 栄荘で意見交換ならびに懇親会を
行い、相馬・長井ＹＥＧは、更なる交流を深めた。

（4） 第 349 号

平成 29 年２月２日発行

青色申告決算個別指導会の
ご案内
本年も確定申告の時期となりました。相馬商工会議所
では、正しい決算と期限内納税の為、下記の日程にて決
算個別指導会を実施致します。事前に相談日をご通知申
し上げた方は、なるべく期日に厳守にて準備を進めご来
所下さるようご案内申し上げます。
また、毎週木曜日には、夜間相談会も開催しておりま
す。詳しくは中小企業相談所までお問い合わせください。
開催日時
○個別相談会
平成 29 年 2 月 7 日
（火）
～ 3 月 15 日
（水）
午前 9 時～午後 4 時まで
○夜間相談会（要予約）
平成 29 年 2 月 16 日
（木）
～3月9日
（木）毎週木曜日
午後 5 時 30 分～午後 8 時まで
○問合せ先 中小企業相談所 秋山 志 36-3171
思 36-3184

優良従業員を
推薦してください

平成 28 年度優良従業員表彰式を開催致します。
つきましては、永年従業員の模範となる方をご推薦く
ださい。
○勤続年数
10 年以上
○開催日時
平成 29 年 3 月 27 日
（月）午後 3 時より
○開催場所
相馬商工会議所
○申込締切日 平成 29 年 3 月 3 日（金）
○問合せ先
中小企業相談所 杉岡 志 36-3171
思 36-3184
※詳細は同封チラシをご覧下さい。

「助成事業・研修会
情報速報サービス」
ご登録のお願い
現在、国や県が行う助成事業や研修会の情報は、各部
局から個別に発信されておりますので、個人でその情報
をまとめて素早く入手するのは難しい状況です。
そこで、福島県では、まちなか活性化の担い手を育成
するため、若手後継者の方などを対象として電子メール
で情報を迅速に届けるための「助成事業・研修会情報速
報サービス」を行います。
※当サービスでお知らせする情報は、主に以下の団体の
ものを予定しております。
（福島県、東北経済産業局、経済産業省、中小企業庁
など）
必要事項をご入力の上、以下のアドレスにメールをご送
信ください。
皆様のご登録、お待ちしております。
■ご登録先メールアドレス
koriyama@landbrains.co.jp
（担当：水坂）
お送りいただくメールには、以下の内容をお書きくださ
い。
□件名：メール登録について
□本文：お名前・所属（店名）・メールアドレス・年齢
福島県「まちなか活性化担い手育成事業」における
「助成事業・研修会情報速報サービス」のご案内及びご登録のお願い

の皆さん！
若手後継者
をいち早く
役立つ情報
ます
でお届けし
電子メール
現在、国や県が行う助成事業や研修会の情報は、各部局から個別に発信されてお
りますので、個人でその情報をまとめて素早く入手するのは難しい状況です。
そこで、福島県では、まちなか活性化の担い手を育成するため、若手後継者の方
などを対象として助成事業や研修会等の情報を電子メールで迅速に届けるための「助
成事業・研修会情報速報サービス」を行います。
※「助成事業・研修会情報速報サービス」でお知らせする情報は、主に以下の団体の
ものを予定しております。
（福島県、東北経済産業局、経済産業省、中小企業庁など）
相双支店（相馬）２月号
必要事項をご入力の上、以下のアドレスにメールをご送信ください。
皆様のご登録、お待ちしております。
※２月頃から、順次情報を発信する予定ですので、お早めにご登録下さい。
28年度最終のご案内
■ご登録先メールアドレス

ニーズに応じた

koriyama@landbrains.co.jp

お送りいただくメールには、以下の内容をお書きください。
福島県立自然公園／相馬市・松川浦

メールアドレス
QR コード

「保証制度」

（担当：水坂）

□件名：メール登録について
□本文：お名前・所属（店名）
・メールアドレス・年齢

県ふくしま復興資金

ご登録いただいたメールアドレスは、福島県商工労働部商業まちづくり課が管理し、
研修会等の情報提供にのみ使用します。

■事業受託者
ランドブレイン株式会社 郡山事務所
〒963-8041 福島県郡山市富田町字稲川原 49
TEL:024-927- 1585 FAX:024-927- 1586

低保証料率0.5％で復興を応援、当協会利用率№1の制度！

17001479(02)

■事業主体
福島県商工労働部商業まちづくり課
より利用しやすい制度へ条件良化し 、利用急増中。
〒960-8670 福島市杉妻町 2 番 16 号（西庁舎
10 階）
低保証料0.5％で復興を応援、当協会利用率№1の制度！
TEL：024-521-7299 FAX：024-521- 8886

県起業家支援保証

本事業は、福島県商工労働部商業まちづくり課主催の
「まちなか活性化担い手育成事業 ( 平成 28 年度 )」で実施しています。

設備応援特別保証
超低金利状況の今が、設備投資のチャンス！協会独自に保
証料率0.1％割引し応援。

※他にも多用な制度をご用意しております。
お問い合わせは

で

資金調達をサポート！

相双支店 ℡ 0244-23-5105

平成 29 年２月２日発行
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【東北中央自動車道】福島・米沢広域観光ＰＲ
福島・米沢・相馬の商工会議所は、３市の地域発展を目的に昭和 57 年より『福島・相馬・米沢地域経済開発懇談会』
として活動を続けています。特に、平成 29 年度に供用開始される「東北中央自動車道」が３市にとって不可欠な高
速道路であることから、その早期完成と重要性を強く働きかけています。
このたび、３商工会議所では交流人口の促進を目的に会報誌での相互ＰＲを行うことになりました。

信夫三山暁（しのぶさんざんあかつき）まいり
福島市のシンボル信夫山に鎮座する羽黒神社の例祭
で、長さ 12m、幅 1.4m、重さ 2t の日本一の大わらじ
を約 100 人で担ぎ上げ、福島駅前など市内目抜き通り
を練り歩いた後、奉納して健脚と無病息災を祈るお祭り
です。大わらじを是非ご覧ください。
■開催日：平成 29 年 2 月 10 日（金）
・11 日（土・祝）
イベントスケジュール
10 日 午前９時大わらじ出発～
午後３時大わらじ奉納（羽黒神社）
■交 通：
〇電車：ＪＲ福島駅下車→福島交通 バス市内循環
「ももりん」2 コース→福島テレビ下車→
徒歩 30 分（羽黒神社まで）
〇車： 福島飯坂 IC から 15 分（臨時駐車場まで）
臨時駐車場から徒歩 40 分
■問合せ先：信夫三山奉賛会（福島市商業労政課内 )
志 024-525-3720

第 40 回 上杉雪灯篭まつり
松が岬公園一帯を主会場に 約 300 基の雪灯篭と、
1,000 個の雪ぼんぼり
（雪洞）に 燭が灯されます。やわ
らかな灯りが揺らぐ情景には温もりと美しさがあり、幻
想の詩情を添えて人々をメルヘンの世界へと誘います。
イベントや物産展なども開催され、見どころ満載！
■開催日：平成 29 年 2 月 11 日 ( 土 )・12 日 ( 日 )
イベントスケジュール
10 日 17：30 ～ 20：00 雪灯篭プレ点灯
11 日 11：00 ～ 21：00 テント村物産展
17：00 ～
鎮魂祭
17：30 ～
雪灯篭・雪ぼんぼり他点灯
12 日 11：00 ～ 20：00 テント村物産展
17：30 ～
雪灯篭・雪ぼんぼり他点灯
■会 場：雪灯篭まつり会場
（伝国の杜～おまつり広場周辺）
■問合せ先：上杉雪灯篭まつり実行委員会（米沢観光コ
ンベンション協会内） 志 0238-22-9607

相馬福島道路「阿武隈東道路」３月 26 日開通
国が復興支援道路として整備を進める東北中央道「相馬福島道路」の阿武隈東道路（延長 10．5 キロ）が３月 26 日
に開通することになりました。国土交通省磐城国道事務所が１月 12 日発表しました。相馬福島道路（総延長 45 キロ）
間では悲願の初開通と
なります。
相馬福島道路は、道
幅が狭く急カーブや
勾配の多い現行の国
道 115 号 に 代 わ る 主
要道路として整備され
ている自動車専用道路
で、通行は無料となり
ます。開通日が示され
た同区間は、大雨や豪
雪で通行止めがたびた
び発生していたため、
他の区間に先駆けて平
成 16 年から整備を進
めてきました。今後地
域内外の物流、交流人
口の拡大に大きな期待
が寄せられます。
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２ 月 行事予定
日（曜）
行
事
1（水）相双地区税務関係団体協議会 平成 28 年定例会
2（木）水産業部会
ふるさと応援
在京福島県経済人の集い
3（金）日本商工会議所 三村会頭と東
日本大震災沿岸部被災地区商工
会議所連絡会との懇談会
相馬商工会議所
4（土）
「若者交流促進事業」
5（日）

福島県商工会議所青年部連合会
三役会・役員会ほか

福島県走行会議所青年部連合会
第 4 回若手後継者等育成事業
6（月）正副会頭会議
7（火）日本政策金融公庫金融相談会
相馬商工会議所女性会
8（水）
総務・事業・教養委員会
相馬商工会議所女性会 第 5 回役員会
12（日）～
商業部会視察研修会
13（月）
12（日）第 209 回珠算暗算検定試験
14（火）日本政策金融公庫金融相談会
15（水）第 79 回販売士検定試験
相馬商工会議所青年部 第 12 回理事会
第 4 回道の駅「そうま」物産館
16（木）
連絡会議（予定）
18（土）青年部杉本氏 県連会長就任激励会
19（日）第 8 回ひなめぐりイベント
20（月）相馬珠算連盟役員会
21（日）日本政策金融公庫金融相談会
26（日）第 145 回簿記検定試験
28（火）日本政策金融公庫金融相談会

新入会員紹介
事
双

相

東京電力㈱原発事故による
損害賠償相談会のご案内

時間
場
所
11:00 ホテル ふたばや
13:30 相馬商工会議所
東京都千代田区
18:00
帝国ホテル
9:30

丸の内
コンファレンススクエア

14:00

相馬こどもドーム
ヒルトップ N リゾート福島

9:50

● 開 催 日 ２月 1・8・15・22 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

会津喜多方
商工会議所

喜多方市
喜多方プラザ文化センター
15:00 相馬商工会議所
10:30 相馬商工会議所

14:00

13:30 相馬商工会議所

※詳細は同封チラシをご覧ください。

14:30 相馬商工会議所
8:00 米沢・福島方面
9:00
10:30
9:50
19:00

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 “ マル経資金 ”

13:30 相馬商工会議所
18:00
10:00
9:30
10:30
9:00
10:30

遊
相馬市民会館
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

★融資（貸付）限度額

2,000 万円
★返済期間
運転資金
設備資金

平成 28 年 12 月 27 日～平成 29 年１月 20 日

業
所
名
代表者
復
興
㈱ 小野春樹 建

業

種
設

業

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

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%）

★担保・保証人

７ 年以内
10 年以内

不

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。

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

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？

★年利（Ｈ 29.1.16 現在）
運転資金
設備資金 1.16%

・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

http//www.fukushima-i.org

広報委員会 〒 976-0042 福島県相馬市中村字桜ヶ丘 71 TEL（0244）36-3171
ホームページ http://www.somacci.com e-mail info@somacci.com

FAX（0244）36-3184

