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・商工業の現状をヒアリング
産業建設常任委員会が当所を訪問
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スポーツを通じた婚活事業
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・【東北中央自動車道】福島・米沢広域観光 PR
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（サロン・ド・グムライ、相馬珠算連盟）
・おいしい晩御飯のおかず
・トレンド通信
「ストーリーが大事って言うけれど」
・小規模企業共済のご案内
・3 月行事予定
・マル経資金のご案内
・原発事故による損害賠償相談会日程
・放射性セシウム検査実施中
・相馬桜まつりボンボリ協賛募集案内

◆和田観光いちご園◆
相馬の冬の観光スポットといえば、和田観光いちご園
のいちご狩りが挙げられると思います。震災により、大
きな被害を受けたいちごハウスも復旧され、おいしいい
ちごが実っております。いちごと言っても非常にたくさ
んの種類があり、和田観光いちご組合では、主に章姫や
さちのか、とちおとめ等を含めた６品種を栽培していま
す。いちご狩りは、5 月いっぱいまで楽しめ、30 分食
べ放題となっております。25 名以上で団体割引もあり
ます。また、バーベキューを楽しめる施設も併設してお
り、4 名様から予約を受け付けています。こちらは、一
人 1,200 円からとなっております。今が旬のいちごを
是非、和田観光いちご園でお楽しみください。

【入園料】（※小学生未満半額）
● 1/15 〜 3/31
1,500 円
● 4/1 〜 5/7
1,200 円
● 5/8 〜 5/31
900 円
【問合せ先】 和田観光苺組合

志 36-5535
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１/30 商工業の現状をヒアリング
産業建設常任委員会が当所を訪問

相馬市産業建設常任委員会（只野敬三委員長）が議会
調査活動の一環で「商工業の現状と課題について」相馬
商工会議所がヒアリングを受けた。当所からは草野会頭
はじめ副会頭及び各部会長と事務局が出席し、
「プレミ
アム商品券事業」や商業部会が実施する「賑わい創出事
業」、
復興へ向けた「要望活動」等について説明を行った。
これを受け出席の各産建委員からは活発な意見交換が
なされ、
共に情報の共有を図りながら会議が運営された。
今後は、相馬市地方創生のために一躍を担う商工会議所
事業の充実のために必要に応じ情報の交換会などを実施
することとした。

２/4 ７組のカップル誕生！
スポーツを通じた婚活事業

今年で 7 回目の開催となる若者交流促進事業（婚活
事業）が相馬こどもドーム（楽天ドーム）並びにヒルトッ
プ Ｎリゾート Fukushima（旧 相馬フローラ）において
開催された。
今回は「スポ婚 恋する運動会」と銘打って、
こどもドー
ムにて簡単で楽しめる “ ゆるスポーツ ” で交流を図った
のち、Ｎリゾートに会場を移し、パーティー形式でトー
クや料理を堪能した。
当日は、この時期にしては温暖な気候に恵まれ、心配
された寒さもなく、参加者は季節外れの運動会を楽しん
でいた。参加者は男性 20 名・女性 18 名で、7 組のカッ
プルが成立し、記念品が贈られた。

2/12～13

平成 28 年度

商業部会視察会実施

商業部会（只野泰正部会長）は去る２月 12 ～ 13 日
の２日間にわたり、米沢市雪灯篭まつり・㈱シベールの
工場見学及び、米沢と福島の各商工会議所に於いて商業
部会との懇談会を実施した。
１日目は、米沢市で開催された上杉雪灯篭まつりを視
察した。会場では雪で作られた灯篭約 200 基が上杉神

平成 29 年３月１日発行
社参道などに設置され、物産販売など数多くのブースが
出店し、来場者を楽しませていた。
また、午後からは、洋菓子のラスクなどで知られる㈱
シベールを訪れ工場見学をした。
その後、上山温泉日本の宿 古窯に移動し、視察研修
を振り返りながら親睦を図った。
２日目は、米沢と福島の商工会議所を訪れ、両会議所
商業部会との懇談会を実施した。内容は、東北中央道の
段階的開通に合わせ、商業部会同志の事業連携や、経済
交流の可能性について意見交換を行った。
今後も継続的に交流を図り、中央道活用策を検討して
いくことを確認した。

2/19 ～ 3/3 第 8 回ひなめぐり
第 8 回ひなめぐり（主催：相馬商工会議所、主管：
相馬商工会議所女性会、共催：相馬商工会議所青年部・
相馬市連合商栄会）が、参加店 40 店舗で 2 月 19 日か
ら 3 月 3 日まで開催された。
期間中、ひな飾りを展示してある店舗を 3 個所めぐっ
てスタンプを集めると応募できるスタンプラリーが行わ
れ、多くの方々がまちなか散策を楽しんでいた。展示ひ
なの中には代々各個店に受け継がれた雛人形や、このイ
ベントに向け新たに制作されたオリジナルのものなど、
参加店それぞれに工夫展示されており来店者をもてなし
た。
2 月 19 日には相馬市民会館において、例年実施して
いる「ひな茶会」「箏の演奏会」「つるし雛展示」に加え
て「華道作品展示」が行われ、参加者たちは優美で雅や
かなひと時を過ごした。その他、相馬商工会議所青年部
によるとん汁の無料振舞など様々なイベントが行われ大
勢の人でにぎわった。

平成 29 年３月１日発行
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三村日商会頭へ要望

２/14 第 23 回相馬商工会議所・新地町商工会

沿岸部の被災会議所連絡会

地域開発懇談会開催

東日本大震災沿岸部被災地区商工会議所連絡会では、
去る 2 月 3 日に日本商工会議所三村会頭との懇談会を
行い、震災から 6 年経過した現在の様々な問題を打開
するため要望活動を行った。当所からは草野会頭と和田
山専務理事が出席し、
「復興支援道路相馬福島道路及び、
国道 115 号の整備促進」と「常磐自動車道の早期 4 車
線化」が、風評の払拭と交流人口の拡大のためには不可
欠として、日商会頭に強い働きかけを要望した。
これに対し三村日商会頭は、福島の復興再生のため抜本
的な問題解決に向けて日商としても政府に強く要望して
いくとコメントした。
更に、東北六県商工会議所連合会でも確実な復興・創
生の実現に向けた各地域の要望書を三村会頭に提出し
た。

新地町役場 農村環境改善センターにおいて第 23 回相
馬商工会議所・新地町商工会地域開発懇談会が開催され
た。この事業は相馬商工会議所と新地町商工会が、両地
域で抱える大局的な課題を共有し、地域経済の発展を図
るのために平成 6 年から毎年開催している。
本年度は新地町商工会が主管となり、明星大学経済学
部教授・一橋大学名誉教授 関満博氏を講師に迎え「東
日本大震災からの地域産業振興」をテーマに被災地域を
支える中小企業の現状、人口減少・高齢化を迎えた地域
社会の課題などについて講演が行われた。
当日は、32 名（相馬会議所 21 名・新地商工会 11 名）
の参加のもと実施され、講演会終了後には相馬六万石に
場所移動し交流懇親会が行われ、講師を囲みながら終始
和やかに親交を深め有意義な地域開発懇談会を終了し
た。

優良従業員を推薦してください

青色申告決算個別指導会のご案内

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 7 日（火）
●お 問 合 せ 中小企業相談所 杉岡 志 36-3171

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ております。
●開催日時
○個別相談会 平成 29 年 3 月 15 日（水）まで
午前 9 時～午後 4 時まで
○夜間相談会（要予約）平成 29 年 3 月 2 日・9 日
（木）
午後 5 時 30 分～午後 8 時まで
● お 問 合 せ 中小企業相談所 秋山 志 36-3171

28年度最終のご案内

ニーズに応じた

県ふくしま復興資金
低保証料率0.5％で復興を応援、当協
会利用率№1の制度！

お問い合わせは

お問い
合わせは

「保証制度」

県起業家支援保証
より利用しやすい制度へ条件良化
し 、利用急増中。

※他にも多様な制度をご用意しております。

相双支店

℡0244-23-5105

で資金調達をサポート！

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。
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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。

花見山

米沢上杉まつり

「福島に桃源郷あり」と絶賛された里山で爛漫と咲き誇る花々を愛でる
写真家の故・秋山庄太郎氏が毎年のように訪れた場所
で、今では全国から毎年たくさんの方々が訪れる観光名
所となった花見山。ここは、
花木農家が点在する地域で、
中でも花見山公園は「きれいな花をたくさんの人に見て
欲しい」との思いから、昭和３４年頃より私有地を初代
園主から代々無料で一般公開されています。
■見ごろ

４月上旬～下旬

■交

JR 福島駅からバスで１５分
東北自動車道福島西 IC から車で３０分
※開花期間中は周辺で交通規制あり

通

■お問合わせ

福島市観光案内所

志 024-531-6428

春になると梅・ハナモモ・桜・レンギョウ・ボケ・モクレン
などの花々が次々と咲き競い、周辺の花木農家の畑と共に山全
体が淡いピンク色に染まって見える様はまさに〝桃源郷″
。天
気の良い日には、吾妻連峰や吾妻山の雪うさぎを観ることがで
き、美しい風景が眼下に広がります。

Lobo

幻想と興奮 現代に蘇る“上杉絵巻”
米沢に春の訪れを告げる「米沢上杉まつり」が今年 4
月 29 日～ 5 月 3 日まで盛大に開催されます。
【主な見どころ】
■ 4 月 29 日（土）開幕祭〔伝国の杜前広場〕
オープニングセレモニー・上杉神社例大祭・ステージイベント
民踊流し ( 米沢新調・花笠音頭の交互パレード )
■ 5 月 2 日（火）武禘式 ( 謙信公出陣の儀式 )〔松川河川敷〕
上杉謙信公が合戦前に必ず行ったという、軍の守護神
を招く必勝祈願の儀式を再現。
■ 5 月 3 日（水）上杉行列〔市街地一円〕
上杉・松岬両神社信仰会による“ 上杉神社みこし渡御 ”
と、川中島へいざ出陣 !! 威風堂々たる“ 上杉軍団 行列 ”
■お問合わせ 米沢上杉まつり実行委員会
志 0238-22-9607

川中島合戦〔松川河川敷〕
戦国史上最大といわれた上杉・武田の激突、永禄四年秋の川
中島合戦。一騎打ちの再現。

商工会議所早期景気観測

（1 月調査結果）

１月の全産業合計の業況ＤＩは、▲23.0 と、前月から▲1.3 ポイントの悪化。寒波
などの天候不順に伴う客足減少や消費者の節約志向、人手不足の影響から、小売
業、サービス業などの業況感が悪化した。また、円安進行による原材料価格の値
上りを指摘する声が聞かれた。

建設業

製造業

卸売業

小売業

サービス業

前年度同月比（業況DI）

前年度同月比（業況 DI）

前年度同月比（業況 DI）

前年度同月比（業況 DI）

前年度同月比（業況DI）

▲8.7

▲21.1

▲43.8

▲41.9

・
「民間工事は多く、売
・「取引先の輸出増もあ
・「前年に比べて年始の
・「消費者の需要は、二
り、引き続き業績は順
上は安定しているもの
売れ行きが悪く、在庫
極化している。特に中
調に推移している。米
の、流通在庫の減少に
水準が上がってきてお
間層の需要が減退し、
国の新大統領の政策次
より、鋼材価格が上昇
り、過剰感が出ている」 低価格商品へと流れて
第では自社に影響があ
しており、採算は改善
（飲食料品卸売業）
いることで、売上は悪
るかも知れず、動向を
しない」（一般工事業）
・「秋頃からの農産物の
化した」
（衣料品小売業）
注視している」（自動車
・「公共工事全体では一
価格高騰が落ち着き、
・「初売り商戦では、来
部品製造業）
服感が出ているが、熊
平年並みに戻った。高
店客数、売上高ともに
・「原油価格上昇を見込
本地震関連の復旧工事
値で落ち込んでいた消
前年を下回ったが、高
んで取引先から発注の
は徐々に本格化してい
費者の需要も徐々に戻
級ブランド品などでは
前倒しがあったため、
る。一方、県外にも求
りつつある」（農産物卸
売上が増加し、明るい
売上は改善した。今後
人募集をかけているに
売業）
兆しが見られる」（百貨
の受注も確保しており、
もかかわらず、人手不
店）
足は一向に改善しない」 しばらく売上は堅調に
推移する見通し」（プラ
（土木工事業）
スチック製造業）

▲35.0

・「寒波による大雪が続
き、予約のキャンセル
による客数減少に加え、
高価格メニューの売れ
行きも悪く、売上は悪
化した」（飲食業）
・「荷動きが活発で、売
上は安定しているが、
ドライバー不足やガソ
リン価格の上昇などが、
引き続き足かせとなっ
ている」（運送業）

平成 29 年３月１日発行
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無料
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会員ビジネスボード

Business Board

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

「皆様の婚活を全力でサポート！」

「そろばんで未来を切り開く！」
私たちは相馬珠算連盟公
認塾として相馬市内外の生徒と
ともにそろばん教育に務めてい
ます。
現在、
そろばんは海外でもそ
の効果が認められ、
20カ国以上
の子ども達がそろばんを学んで
います。
そろばんによる効果は
計算力や暗算力の向上はもちろんのこと、
集中力や記憶力、
またイメ
ージやひらめきの力を高めると注目され、
教育の現場でも採用されて
います。
今後も学習に励む子ども達に寄り添い、
その未来の可能性を広げて
参ります。
ご興味のある方はぜひお気軽に各塾へお越しください。

2012 年に相馬市にエステサロンを
開業しました。以来、お客様のご相
談に応じながら、皆様がより素敵な
女性になっていただくお手伝いをし
ています。
お客様との会話の中で、
「良きパー
トナーとの出会い」を求めている方々
が多くいらっしゃることを知りました。
そこで「婚活」のサポートをする「結婚相談所」も始めました。
地元密着の当サロンで良きパートナーに出会っていただき、
お二人で素敵な人生を築いてみませんか。
親御さんからのご相談も歓迎します。
詳しくは HP をご覧ください。
ご利用料金
入会金
月会費

結婚相談

30,000 円
5,000 円～

登録料
成婚料

5,000 円
100,000 円

サロン・ド・グムライ
Ｎ

住

国道６号

所：〒976-0026
相馬市南飯渕字明神２９－８
電
話 ：090－2990－3989
HP アドレス ：gemulai.jimdo.com
営 業 時 間 ：9：00 ～ 22：00
定 休 日 ：不定休

問い合わせ先

●大橋学習塾
電話：36-1644
住所：相馬市中野字寺前 276
●水戸そろばん教室
電話：36-1833
住所：相馬市中村字外並田 51-3
●山下珠算塾
電話：36-6114
住所：相馬市新沼字観音前 460-1

宇多川

至 岩子

掲載企業募集中！ 【問合せ先】相馬商工会議所 TEL３６ー３１７１
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）
。

おいしい

晩御飯のおかず

4

厚揚げとキャベツの
甘ピリ辛みそ炒め

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、
キャベツを使った
「厚揚げとキャベツの甘ピリ
辛みそ炒め」
をご紹介します。
キャベツは、年中スーパー
に並ぶ野菜ではありますが、
これからが春キャベツの季
節。葉が柔らかく甘みの多い旬の食材です。今回の料理
は、厚揚げとキャベツのみで作る、
シンプルであっさりめ
の回鍋肉風です。
レンジ使用で時短も可能です。

①厚揚げは油抜きをして、食べやすい大き
（2 人分）
さに切る。キャベツも食べやすい大きさ
・厚揚げ
１/2 丁
にざく切りする。
・キャベツ 100ｇ位
②キャベツを耐熱容器に入れて軽くラップ
カフェ
★あわせ味噌 小さじ２
DOMANI（ドマーニ）
カ フ ェ
をして、レンジで 2 分加熱する。
★砂糖
大さじ 1/2
③★の材料を混ぜ合わせておく。
★醤油
大さじ 1/2
④フライパンにキャベツ、厚揚げ、③を入れ
★豆板醤
小さじ約１/２
て炒める。仕上げに、お好みでごま油を
★酒
大さじ 1
加えて風味づけする。
★すりおろし生姜 小さじ約 1
⑤器に盛り、完成。お弁当や時間をおいて
ごま油
～小さじ１
食べる場合は、仕上げに水溶き片栗粉を
（風味づけ程度）
加えて、たれを絡めて下さい。

おすすめ
ポイント

★の調味料は、
レシピ分量を参考にお好みで調節
下さい。
ピーマン、きのこ等お好みの食材を加えてアレン
ジしてもいいかもしれません。
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「ストーリーが大事って言うけれど」
地域発のヒット商品開発というテーマで話題になる
キーワードの一つに「ストーリー」があります。今回は
商品やサービスに関するストーリーを消費者目線で考え
てみます。
「この商品にはストーリーがあるんですよ」
。話を伺う
と、希少性や作るのにどれだけ手間がかかっているかを
長々と説明されることがかなりあります。正直な感想を
言うと、これらは確かに差別化の要因ではありますが、
他と違っているだけでは消費者から選ばれる理由になり
ません。違っている内容が、
消費者にとって意味があり、
何らかのメリットをもたらすものでなければ商品として
の付加価値にはなりません。
作り手目線のストーリーと買い手が求めるストーリー
は似て非なるものです。
作り手目線のストーリーは、往々
にして「価格が高いことに対する言い訳」と捉えられが
ちです。実際にそういうつもりで語られることも多いよ
うです。
では、消費者が求めるストーリーとは何なのでしょう
か。モノを買うという行為をもう一度見直してみましょ
う。世の中にはモノやサービスがあふれています。さら
にインターネットの普及で選択に関する情報もいくらで
も入手できる環境になりました。そうした環境の中で一
つの商品を選ぶことは消費者にとって楽しさとストレス
の両方をもたらします。特に若い世代や高齢者の間では
モノ選びで失敗したくないという心理も強く働いていま
す。そのため「ＡではなくＢを選んだ」ということを自
分に納得させるための理由が必要なのです。ストーリー
はそのために存在しています。
「品質の割に安かった」や「身体によい」とか「プレ
ゼントするときっと喜ばれる」
「まだ世間にあまり知ら
れていない」「こだわりの職人さんが作っている」など
消費者がモノを選ぶにはさまざまな理由があります。最
近ではインスタグラムやフェイスブックなどで写真付
きで情報発信すること自体を目的とした消費が増えてい

の

ることも侮れません。これらに求められるのは、見栄え
の良さや短く特徴が語れることや自慢できることなどで
す。
身もふたもない言い方ですが、品質や商品内容自体が
消費者のストーリーに大きな割合を占めないことすらあ
ります。例えば、行列のできるラーメン屋や予約の取れ
ないレストランになぜ人は行くのでしょうか。それは多
くの人がそこを評価している理由が知りたいからであ
り、そのものが希少であるからというよりはそれを体験
した自分が周囲に対して希少だという立場で語れるから
です。ついでにそこで食べたラーメンには「こういうス
トーリー（特徴や誕生秘話など）があってね」と言えれ
ばいいのです。
作り手にとってのストーリーはその商品が誕生したい
きさつや特徴ですが、消費者にとってのストーリーは、
自分がそれを選ぶための納得できる理由です。ブランド
と同様にストーリーも消費者の頭の中に形作られるもの
なのです。

日経ＢＰヒット
総合研究所
上席研究員

渡辺

◇渡辺

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。

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。

和博

・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

実施：一般社団法人福島県発明協会

http//www.fukushima-i.org
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3 月 行事予定
日（曜）
行
事
時間
1（火）福島県立相馬高等学校 卒業証書授与式 9:30
福島県立相馬東高等学校 第 14 回卒業式 10:00
１（水）
平成 28 年度青色申告決算指導会 9:00
～ 15（水）
6（月）第 8 回ひなめぐりスタンプラリー抽選会 14:30
正副会頭会議
15:00
工業・建設業・サービス業部会 合同視察研修
7（ 火 ）
8:00
会
日本政策金融公庫金融相談会
10:30
8 （水）アクサ生命保険㈱社長被災地訪問 9:00
平成 28 年度福島県商工会議所連合会「議員大会」 15:00
12（日）平成 28 年度 珠算学習優良生徒表彰式
10:00
14（火）日本政策金融公庫金融相談会
10:30
19:00
15（水）相馬商工会議所青年部 第 13 回理事会
16（木）福島県商工会議所女性会連合会 正副会長会議 13:30
21（火）日本政策金融公庫金融相談会
10:30
27（月）正副会頭会議
12:00
常議員会
13:30
平成 28 年度優良従業員表彰式 15:00
第 136 回通常議員総会
15:30
第 136 回通常議員総会懇親会
17:30
28（火）日本政策金融公庫金融相談会
10:30

場
所
福島県立相馬高等学校
福島県立相馬東高等学校
相馬商工会議所
相馬商工会議所
相馬商工会議所
いわき方面
相馬商工会議所
相馬商工会議所
福島市・ウェディングエルティ
相馬商工会議所
相馬商工会議所
相馬商工会議所
福島市・コラッセふくしま
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
音屋ホール
相馬商工会議所

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 ３月 1・8・15・22・29 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

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。

相馬桜まつり
ボンボリ
協賛募集案内
馬陵公園内にて恒例の相馬
桜まつりを開催致します。
本年も皆様のご協力をお願い
致します。

相馬商工会議所 “ マル経資金 ”
★年利（Ｈ 29.1.16 現在）
運転資金
設備資金 1.16%

★融資（貸付）限度額

2,000 万円
★返済期間
運転資金
設備資金

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%）

７ 年以内
10 年以内

★担保・保証人

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

発行所

相馬商工会議所

ボンボリ 1 本

4面
2面

10,000 円
5,000 円

■ボンボリ設置期間
平成 29 年 4 月 4 日（火）～ 16 日（日）
※桜の開花状況により変更になる場合があ
ります。
■募
集 平成 29 年 2 月 2 日（木）より
■申込締切 平成 29 年 3 月 8 日（水）
■お問合せ 相馬商工会議所 業務課
（志 36-3171 思 36-3184）

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

