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主な記事

・職務執行者変更のお知らせ
・人事異動のお知らせ
・新職員紹介
・市民が楽しんだ相馬桜まつり
・ビジネスマナーを学ぶ
・平成 29 年 相馬珠算連盟総会
・平成 29 年度 相馬観桜会
・春の交通安全運動を激励 相馬警察官友の会
・公正な採用選考のために～厚生労働省からのお願い～
・新「野馬追の里そうま共済」のご案内
・【東北中央自動車道】福島・米沢広域観光 PR
・おいしい晩御飯のおかず
・５月行事予定
・労働保険年度更新等のお知らせ
・原発事故による損害賠償相談会のご案内
・共済制度普及キャンペーンのご案内
・マル経資金のご案内
・会員ビジネスボード掲載企業募集のご案内

◆松川浦大橋ライトアップ◆
東日本大震災の津波で流出した照明装置が復旧した松
川浦大橋で、4 月 15 日にライトアップが再開し、通行
も可能となった。松川浦大橋は、尾浜地区と磯部地区を
つなぐ大須海岸への架け橋として、晴れた日はドライブ
やサイクリングが楽しめる道として市民に親しまれ、観
光のシンボル的存在でもあった。
県が復旧工事に着手し、発光ダイオード（LED）式の
装置を 8 本設置、3 月に試験点灯を行っていた。ライト
アップでは、白、オレンジ、緑の 3 色が橋を照らしている。
点灯時間は、季節によって変わるが、4 ～ 5 月の期間は、
午後 6 時 30 分から午後 9 時 30 分まで点灯予定。復旧
した松川浦大橋のライトアップを是非ご覧ください。
なお、松川浦大橋から大須海岸へ続く道路は、平成
29 年度工事完了に向け整備中です。
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議員職務執行者変更のお知らせ
㈱東邦銀行相馬支店
支店長

白井

（旧支店長

薫氏

澤田

誓氏）

新職員紹介

人事異動のお知らせ
◇事務局人事異動
下記の通り職員の人事異
動をお知らせいたします。
（平成 29 年 4 月 1 日付）
▽ 総 務 課 主 事： 菅 野 千 香
（旧・中小企業相談所補助員）
▽中小企業相談所補助員：
但野晴美（旧・総務課主事）
▽業務課書記：渥美李華
（新採用）

新しく入所いたしまし
た。どうぞよろしくお願
いいたします。

（平成 29 年 3 月 31 日付）
▽退職：菊地 淳

た。当初、16 日までの 13 日間を予定していたが、桜
の開花状況により 19 日まで延長された。桜まつりは、
初日にぼんぼりの点灯式が行われ、関係者 30 名が出席
した。点灯式では、草野清貴会頭が点灯式を無事に迎え
られたことに対する関係機関への感謝の言葉を述べ、立
谷秀清市長、斎藤勝利県議、植村恵治市議会議長が祝辞
を述べた。
来賓祝辞に続いて、草野清貴会頭、立谷秀清市長、植村
恵治市議会議長など 8 名が出席者を代表しスイッチを
入れ、191 本のぼんぼりに灯りが灯された。園内には、
約 600 本の桜が植えられており、いっせいに咲き乱れ
る姿は圧巻。ぼんぼりに照らされた夜桜も人々を魅了し
た。桜の名所として、週末は多くの花見客が訪れ、訪れ
た人々を楽しませた。

4/７ ビジネスマナーを学ぶ
～ 23 名の新入社員～

業務課書記

渥美

李華

4/4～23 市民が楽しんだ相馬桜まつり

新入社員セミナー（主催：相馬商工会議所、サービス
業部会、共催：相馬地区経営者協会、㈱東邦銀行）が当
所大会議室にて開催され、会員事業所から 23 名が研修
に臨んだ。
㈲すがわらアナウンスクラブ 代表取締役 菅原節子氏
を講師に迎え、ビジネスマナーの基本となる笑顔・挨
拶・言葉使い、名刺交換、来客対応、電話対応など実践
を交えての研修を行った。初めは緊張した面持ちだった
受講生もグループディスカッションでは笑顔でコミュニ
ケーションを図り、人前で堂々と意見を発表出来るよう
になっていた。
また、研修に先立ち、㈱東邦銀行が、限りある時間や
お金を無駄にしないために、新社会人のためのライフプ
ランニング・マネープランニンについての説明を行った。

平成 29 年度相馬桜まつりは、4 月 4 日に開幕し、23
日までの 20 日間、相馬市中村の馬陵公園にて開催され

特許

意匠

商標

営業秘密

著作権

地理的表示

技 術 ･ ネ ー ミング･デ ザイン ･ノウハ ウなど の保護･活 用方法 につい てお悩 みはあ りませ んか？

○窓口支援担当者がその場で適切なアドバイス ○高度な課題には必要に応じて専門家を活用
○県内の各中小企業支援機関と連携
○中小企業等への訪問も行います

■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
〒963-0215

電 話 ： ０２４－９６３－０２４２

郡山市待池台1-12

(独)工業所有権情報・研修館事業

■まずはお気軽にご相談ください

福島県ハイテクプラザﾞ２F

実施：一般社団法人福島県発明協会

http//www.fukushima-i.org
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4/14 春の交通安全運動を激励

4/10 平成 29 年相馬珠算連盟総会
当所第 3 会議室において相馬珠算連盟平成 29 年通常
総会が開催された。
総会には会員 3 名が出席し、和田山雄康会長（当所専
務理事）の挨拶の後、議事に入った。平成 28 年度事業
報告並びに収支決算、平成 29 年度事業計画（案）並び
に収支予算（案）について協議され、原案どおり承認さ
れた。また、本年は役員の改選期に当たるため、協議し
た結果、役員全員の再任が承認された。

相馬警察官友の会

相馬地区警察官友の会は春の交通安全運動激励のた
め、草野清貴会長、後藤顕一副会長、梅澤国夫副会長ら
が相馬警察署を訪問した。村上祐司相馬警察署署長との
懇談の後、草野会長が日頃の相馬管内の治安維持活動並
びに交通安全運動に対する激励と感謝の言葉を述べ、激
励金を贈呈した。

4/12 平成 29 年度相馬観桜会
「相馬観桜会」が N リゾート福島で開催され、約 300
名が参加した。
この催しは、地域の更なる発展を願い、相馬市 5 団
体（相馬市／相馬市議会／相馬商工会議所／相馬双葉漁
業協同組合／ふくしま未来農業協同組合）が実行委員会
を構成し、本年も盛大に実施した。
植村恵治相馬市議会議長の開会に続き、主催者である
草野清貴実行委員会委員長と佐藤憲男相馬市副市長が挨
拶を行った。続いて、ご来賓からは衆議院議員金子恵美
氏と福島県議会議員齋藤勝利氏が祝辞を述べた。
乾杯の発声は、ふくしま未来農業協同組合の星保武常
務理事が福島県オリジナル米「天のつぶ」を 100％使
用した特別純米酒「天のつぶ」をＰＲしながら行った。
乾杯後には相馬民謡（相馬民謡同好会）
、琴演奏（生田
流 そう美会社中）、甚句（そうま相撲甚句会）などの余
興が披露され、来場者は会場中央に設置された豪華な桜
の盛花を眺めながら地域の更なる発展へ想いを新たにし
た。

公正な採用選考のために
～厚生労働省からのお願い～
厚生労働省では、応募者の基本的人権を尊重し、
広く応募者に門戸を開くとともに、適正・能力に基
づく採用選考を行うよう啓発を行っています。
まず、公正な採用選考を行うためには、応募者本
人が職務遂行上必要な適性や能力を持っているかど
うかを採用基準とし、適正・能力に関係のない事由
（以下の★）を応募条件や採用基準としないように
する必要があります。
具体的には、★本籍・出生地に関すること★家族
に関すること（職業・続柄・健康・地位・学歴など）
★生活環境・家庭環境などに関すること★宗教や支
持政党に関することです。
各企業におかれましては、就職の機会均等が確保
され、公正な採用選考が実施されますようご配慮を
賜りますことをお願い申し上げます。

ISO 9001・14001 認証取得

そこに住む人の為の、確かな技術。

小野建設株式会社
代表取締役 小 野 貞 人
〒976-0042

福島県相馬市中村字荒井町 12 番地
TEL 0244-36-2125

FAX 0244-36-5316

ライファ相馬
〒976-0042

福島県相馬市中村１丁目 5-2
0120-37-2872

家庭で古い消火器はございませんか？
消火器リサイクルは当店で‼
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ので、

アクサ生命保険㈱相双営業所

リニューアルにより充実される
志 35-6945

相馬商工会議所

志 35-3171
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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。
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を継続して行うこととしております。

福島市政 110 周年・福島商工会議所創立 100 周年・福島民報創刊 125 周年

第 10 回ふくしま山車祭り

福島県北エリアから総勢 20 台以上の山車が一堂に
集結し、太鼓やお囃子を披露しながら福島市中心市街
地を練り歩きます。また、盛岡さんさ踊りや飯坂けん
か祭りも特別出演します。
■開催日時：
平成２９年６月３日
（土）
１７: ４０～２０: ３０
■会
場：
国道 13 号信夫通り
■お問合せ：
ふくしま山車祭り
実行委員会
TEL:024-531-4171
会

晩御飯のおかず
アスパラとタケノコの
中華風ピリ辛炒め

おすすめ
ポイント

上杉の城下町の米沢がもっと輝くように、市民参加に
よる新しい『市』その名も「ドラマチック戎市」が今年
も 5 月からスタートします！古くは穀物問屋町として
栄えた粡町通りが多くの人々でにぎわう「夢と感動」の
エリアへ。オープンカフェでゆっくりと、ストリートパ
フォーマンスでうきうきと、市民が出店するお店でわく
わく買い物を。ぜひ、ご家族や友人と米沢の戎市へ、お
でかけください！
■第 56 回 5 月 21 日（日）10:00 ～
・北部小学校 マーチング
・はたらく車大集合
・米沢第四中学校吹奏楽部
・バルーンたけさん
■第 57 回 6 月 11 日（日）10:00 ～
・いす－１GP 山形米沢大会
・東高書道部パフォーマンス
・九里学園ダンス部
■場
所：山形県米沢市中央 3・4 丁目近辺
（米沢粡町商店通り商店会）
■お問合せ：ドラマチック戎市平成 29 年度実行委員会
事務局 090-5230-3030
URL：http://aramachi.yonezawa-shop.com/
OR 「ドラマチック戎市」で検索！

場

おいしい

5

市民が主役の路上大テント市

『ドラマチック 戎市
（えびすいち）』

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、
タケノコを使った
「アスパラとタケノコの中華風
ピリ辛炒め」
をご紹介します。春の食材といえば、
タラの芽・
フキ・ウドなどの山菜が豊富な季節で、
どれもおいしいです
が、
タケノコもこの時期が旬になります。定番の煮物やタケ
ノコご飯ではなく、中華風の炒め物にして食してみてはい
かかでしょうか。

（2 人分）
・乾燥きくらげ
7g
・豚バラ肉
150g
・アスパラガス
3本
・たけのこ
200ｇ
・塩コショウ
少々
・中華スープの素
小さじ 1
・酒
大さじ 1
・みりん
大さじ 1
・唐辛子 2 本
・しょうが ( すりおろし ) 少々
・ごま油
大さじ 1

①きくらげを、たっぷりの水で、45 分程度
水戻しする。
②アスパラガスの下の固い皮をむき、野菜
類を食べやすい大きさにカット。
③フライパンにごま油を入れ、ショウガと
唐辛子を中火で軽く炒める。
④豚バラ肉、タケノコ、きくらげ、アスパ
ラガスの順で炒める。
⑤塩コショウ、酒、みりん、中華スープの
素で味を調え完成。

④以降の手順は、強火で一気に仕上げると、本格中華っぽい味付けになります。
こってりした
味わいで、
ご飯のおかずにぴったりです！
！
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５月 行事予定
日（曜）

行

事

時間

場

所

2（ 火 ）日本政策金融公庫金融相談会

11:00 相馬商工会議所

8（ 月 ）正副会頭会議

15:00 相馬商工会議所

相馬商工会議所女性会
第 2 回「相馬流れ山」講習会

19:00 相馬商工会議所

9（ 火 ）日本政策金融公庫金融相談会

11:00 相馬商工会議所

福島県商工会青年部連合会
第 50 回通常総会

西郷村・東京第一
17:30
ホテル新白河

11（ 木 ）NTT ユーザ協会相馬地区理事会・総会 10:00 相馬商工会議所
平成 29 年度
12（ 金 ）
11:00 福島商工会議所
福島県珠算連盟理事会・定時総会
ゲストハウス
13（ 土 ）福島県商工会議所青年部連合会役員会 10:30
ヒルトップ N リゾート福島
国際ソロプチミスト 20 周年記念チャリティーコンサート
ゲストハウス
15（ 月 ）
18:00
「サウンド・オブ・ミュージック」
ヒルトップ N リゾート福島
16（ 火 ）日本政策金融公庫金融相談会

11:00 相馬商工会議所

20（土）
道の駅そうま感謝祭
9:00 道の駅そうま
～ 21（日）
相馬商工会議所女性会
22（ 月 ）
13:30 相馬商工会議所
第 1 回総務・事業・教養委員会
相馬商工会議所女性会 第 2 回役員会 14:30 相馬商工会議所
23（ 火 ）日本政策金融公庫金融相談会

11:00 相馬商工会議所

25（ 木 ）福島県青色申告会連合会 定時総会 16:00 郡山市・青色申告会館
27（ 土 ）福島県商工会議所青年部連合会通常総会
福島県商工会議所青年部連合会
第 1 回若手後継者等育成事業
30（ 火 ）日本政策金融公庫金融相談会

音屋ホール
音屋ホール
11:10 相馬商工会議所

－ 事業主の皆さんへ －
労働保険年度更新等のお知らせ
平成 29 年度の労働保険の年度更新の申告期限
は 7 月 10 日です。
期限までに、最寄りの銀行、郵便局、労働基準
監督署において手続きをされますようお願いいた
します。
・労働保険の年度更新は電子申請を、労働保
険料等の納付は口座振替をご利用下さい。
●問合せ先 福島県労働局 総務部
労働保険徴収室
志 024-536-4607

掲載
無料

会員ビジネスボード

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 ５月 10・17・24・31 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

商工会議所会員・共済制度
普及キャンペーン実施！
相馬商工会議所では、新規会員および共済制度の
加入促進キャンペーンを 4 月 17 日～ 6 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ありま
す。更に「事業資金」や「納税に関する手続き」や
被災からの再生用補助制度など、様々な問題も気軽
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

相馬商工会議所 “ マル経資金 ”
★年利（Ｈ 29.4.12 現在）
運転資金
設備資金 1.11%

★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
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

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）
。

郡山支社 相双営業所 相馬分室
〒976-0042 相馬市中村字桜ケ丘 71

発行所

相馬商工会議所

TEL 024 4-35-6945

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

