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主な記事

・新職員紹介
・女性の力で地域を元気に！
全女連北海道総会で情報交換
・パークゴルフで会員交流 ～坂本さん優勝～
・福島県商工会議所連合会議員経済交流懇談会
「地域活性化フォーラム in 福島」開催
・店内をかぼちゃで装飾
女性会第 2 回ハロウィン事業
・育児・介護休業法改正のお知らせ
・平成 29 年度工業部会視察研修会実施
・山形屋商店 全国 V2 ～相馬の醤油「本醸造特選」～
・労働契約「無期転嫁ルール」のお知らせ
・トレンド通信 「『おいしいもの』を作れば売れるのか」
・会員ビジネスボード
（コートドール、BeautyStudio ―Chou Chou －）
・〔東北中央自動車道〕福島・米沢広域観光 PR
・11 月行事予定
・今月のふるさと行事
・会員ビジネスボードのご案内
・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！
・婚活事業のご案内

◆福引大会～共済加入者還元事業～◆
来る 11 月 17 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。
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
リスクや事業主の就業不能リスク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、共済加入者の皆さまは、福引券をお持ちのうえ、
お気をつけてお越しください。
●日時：11

月 17 日（金）9：30 〜 15：00
大会議室

●場所：相馬商工会議所
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員・顧客・地域住民等）が幸せになる経営が王道と指摘
し、参加者は、持続的経営の秘訣を学んだ。
交流会には約 200 名が参加し、地域間での親睦を図っ
た。

新職員紹介
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。
業務課書記 塩谷成美

10/20～31

（平成 29 年 9 月１日付採用）

10/6～7

女性の力で地域を元気に！

全女連北海道総会で情報交換

北海道札幌市において、第 49 回全国商工会議所女性
会連合会 北海道総会が開催され、当所女性会からは 6
名が参加した。6 日夜には札幌市内 5 会場にて懇親会が
行われ、北海道の味覚に舌鼓を打ちつつ、全国の女性会
メンバーと交流を深めた。翌 7 日の総会では、全国各
地の商工会議所女性会の会員 2,700 名超が参加し、女
性のパワーで地域を盛り上げよう！と絆を深めた。
記念講演会では、㈱ニトリホールディングス 似鳥 昭
雄氏による「お、ねだん以上。
」～ニトリの成長秘話～
と題した講演
が 行 わ れ た。
また、会場内
には北海道内
の物産販売
ブースも設け
られ、参加者
は土産品など
を購入してい
た。

10/17 福島県商工会議所連合会議員経済交流懇談会
「地域活性化フォ－ラム in 福島」開催

福島市のウェディングエルティに
おいて、福島県商工会議所連合会並
びに東北経済連合会の共催による
「地域活性化フォーラム㏌福島」が
開催され、当所からは草野会頭ほか
8 名が出席した。
今回のフォーラムでは、今後迎え
る本格的な人口減少社会において、
企業の持続的発展のための対策は重
要な課題であることから、その第一
人者である法政大学大学院政策創造研究科の坂本光司教
授を講師に招いた。演題は「人口減少社会における企業
経営の在り方」と題し坂本氏は人口が減少しても企業経
営の在り方は不変であり、企業に関わる全ての人々（社

店内をかぼちゃで装飾

女性会第２回ハロウィン事業

10 月末の 12 日間、市内参加店 16 店舗において「第
2 回ハロウィン事業」
（主催：当所女性会）が開催された。
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。
28・29 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。

育児・介護休業法が改正されます！
－平成 29 年 10 月 1 日施行－

保育園などに入所できず、退職を余儀なくされる事例
を防ぐため、育児・介護休業法の改正がなされ、平成 29
年 10 月 1 日から施行されます。
主な改正内容は以下のとおりです。
１. 育児休業の再延長
現 行 １歳以降も、保育園等に入れないなどの場合に
は、育児休業期間を最長１歳６か月まで延長可能。
改正後 １歳６カ月以降も、保育園等に入れないなどの
場合には、
育児休業期間を最長２歳まで再延長可能。
２. 育児休業等の制度周知
現 行
なし
改正後 妊娠・出産した労働者やその配偶者がいた場合、
個別に育児休業等に関する制度を知らせる努力
義務が創設。
３. 育児目的休暇の導入
現 行
なし
改正後 未就学児を養成する労働者が子育てをしやす
いように、育児に関する目的で利用できる休
暇制度を設ける努力義務が創設。
○問合せ先 福島労働局雇用環境・均等室 指導係
☎ 024 － 536 － 4609

‼
貸ふとんもやっております。

株式会社

菅原善治商店

相馬市沖ノ内三丁目 2-5
TEL：0244-35-0147
FAX：0244-36-6399
E-mail：sozokan@abelia.ocn.ne.jp
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平成 29 年度

工業部会視察研修会実施

工業部会（立谷重巳部会長）は去る９月 27 ～ 28 日
の２日間にわたり、青森県にある日本原燃㈱、リサイク
ル燃料貯蔵㈱を視察した。
１日目に日本原燃㈱の再処理工場について説明を聞き
見学コースの案内を受けた。その後、高レベル放射性廃
棄物貯蔵管理センター、低レベル放射性廃棄物埋設セン
ターなどを見学した。
２日目はリサイクル燃料貯蔵㈱を視察した。この施設
は東京電力ホールディングス㈱及び日本原子力発電㈱の
原子力発電所から発生するリサイクル燃料の貯蔵・管理
を目的として設立された。施設は厚さ１メートルのコン
クリートで覆われており、リサイクル燃料を安全に管理
する体制が取られていた。
今回視察した２つの施設は、東日本大震災に於ける原
子力発電所の事故の影響を受け稼働しておらず、原子力
規制委員会新規制
基準への適合に向
け申請中である。
参加者らは各施設
の現状や日本にお
ける原子力発電に
ついて理解を深め
た。

10/3

山形屋商店

頼を高め、消費者の安心につなげたい」と話した。山形
屋商店は創業 154 年の老舗醸造元。
「ヤマブン」は 18ℓ…700 円、360㎖…300 円。
お求めの際は山形屋商店☎ 0244（35）2966 まで

10/21 パークゴルフで会員交流

～ 60 名がプレー坂本さん優勝！～

平成 29 年度 相馬商工会議所「会員交流パークゴルフ
大会」が相馬光陽パークゴルフ場において開催され、雨
模様の中 60 名が参加し相互の交流を図った。
今回は、当所会員研修交流委員会（荒武士委員長）が
担当し、坂本健一会員交流パークゴルフ大会競技委員長
を中心に、事前の準備から当日の運営までを行った。
表彰式では、１・２・３位の入賞者に草野会頭からそ
れぞれに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 健一（㈱東北エスケー商会）
○準優勝
神尾 文江（フォルティシモ）
○第三位
木村 忠昭（木村ボデー）

全国 V ２

～相馬の醤油「本醸造特選」～

第 45 回全国醤油品評会にお
いて、当所会員である ( 資 ) 山
形屋商店の「ヤマブン本醸造特
選醤油」が最高位の農林水産大
臣賞を獲得した。受賞は２年連
続で通算４度目。福島県内から
の入賞数も東北最多となり、大
臣賞は全国約 230 点の上位４
点のみ。香りと味のバランスが
高評価を受けた。
醤油の風味は、
調味料を加えた最終段階の加熱
処理で大きく左右される。同社
は福島県内の同業者と一緒に研究を重ね、新技法で豊か
な香りを引き出すことに成功した。
福島産の醤油は原発事故後、販売量が４割以上減少し
ており、風評による贈答品需要の落ち込みなどが響いて
いるとみられる。代表者の渡辺さんは「受賞で商品の信
家電販売・修理
代表取締役

ー IDOBATA

青

田

由

広

「はじまります、無期転嫁ルール」

平成 30 年 4 月まであとわずか！

－厚生労働省福島労働局からのお知らせ－
労働契約が更新されて通算 5 年を超えたときは、
労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約
（無
期労働契約）に転換できるルールです。通算 5 年の
カウントは平成 25 年 4 月 1 日以降に開始した有期労
働契約が対象です。
◇対象となる労働者
原則として、契約期間に定めがある「有期労働契約」
が同一の会社で通算 5 年を超える全ての方が対象で
す。契約社員やパートタイマー、アルバイト、派遣社
員などの名称は問いません。
○問合せ先 福島労働局雇用環境・均等室
☎ 024 － 536 － 4609

リフォーム

YOSHIO－

〒976-0036 福島県相馬市馬場野字岩穴前202

Tel/Fax

0244-26-8179

代表
O T O Y A

H A L L

相馬市馬場野字岩穴前202
TEL．0244（32）1717
FAX．0244（32）1718
公演情報など詳細は「音屋ホール」で検索‼

武田一奉

相馬市中村字新町 57-1
TEL.0244―35－2245
FAX.0244－35－1008

港から世界へ 港から未来へ
安全で確実な物流サービスの提供
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「『おいしいもの』を
つくれば売れるのか」
全国各地の事業者さんとお話ししていて戸惑うことの
一つが「おいしさとは何か」の考え方の違いです。地域
特産の野菜や果物、海産物などを使った加工食品や食材
はたくさんあります。これを地産地消だけでなく遠くま
で運んで価値ある商品にするためには、いくつか越える
べきハードルが存在します。相談会などで事業者の皆さ
まとお話しすると「まず食べてみてください。おいしい
でしょう？」と言われて、後は「おいしいから、市場や
取引条件はこちらの思うままに売れるはず」といった結
論に導く人がいます。
食べ物はおいしければ売れるというのは間違いだと
真っ向から否定するのは、全国にイタリアンレストラン
を展開するサイゼリヤの創業者、正垣泰彦氏です。『お
いしいから売れるのではない 売れているのがおいしい
料理だ』という著作まであります。正垣さんは、料理の
おいしさにとって見た目、香り、味、後口、それに価格
も大事な要素だと言います。これらがちゃんと整って初
めて人はおいしいと感じるのだそうです。また、先日お
会いした食材通販のオイシックスのバイヤーは、近ごろ
の消費者は「口よりも頭でおいしさを感じている」と言
います。単に口に入れたときの味だけでなく、自分が求
めている用途やシーンに対してその食品がマッチしてい
るかが重要とのことです。
サイゼリヤはコストパフォーマンスを理論的に追求し
て実践するチェーンストア理論の体現者です。例えば、
ライスをのせるお皿を洗う際は、お皿を左手で持ちスポ
ンジを３回転させるとか、テーブルは左右に４往復して
満遍なく拭くといったように、行動を細分化して品質と
時間をコントロールしています。また、オイシックスは
インターネット通販という売り方の特性を生かして、同
じようなカテゴリーで同じような価格帯の商品を二つ同
時に売ってみてどちらが売れるか、いわゆる「ＡＢテス
ト」を徹底的に繰り返して消費者が求めているニーズの

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。

高 山克男

〒976-0002
福島県相馬市椎木字北原 371－1
ＴＥＬ ０２４４－２６－５７６０
ＦＡＸ ０２４４－２６－５７６１
E-mail:takaden@fork.ocn.ne.jp

ＩＳＯ１４００１認証

設計・施工

高山電業株式会社
代表取締役

976-0042
相馬市中村字大町41番地
TEL（0244）
３６－４４４４

上席研究員

ＭＳＡ Ｅ
―Ｓ ５―６３

シーメンス補聴器取扱店

電気設備

日経ＢＰ総研
マーケティング戦略研究所

相馬環境サービス株式会社

補聴器相談会
耳のお悩みご相談下さい
検聴・視聴もできます

核心を常に研究しています。
こうした大企業の研究に裏付けられた商品を相手に、
地域の小規模事業者の商品は戦っていかなければなりま
せん。逆に言えば、大企業では提供できない価値を消費
者に提供するにはどうすればよいかを突き詰めること
が、地域の事業者には必要なことだと感じます。単に素
材が良い、味が良いというだけでは生き残れないと思い
ます。
私は、もちろん小規模事業者にも希望はあると考えて
います。このごろ地方に行くと必ず「はやっているおい
しいパン屋さんはありませんか？」と聞きます。これが
結構あちこちにあるのです。地方は車社会ですから、場
所によっては数十キロメートルも離れた所からパンを買
いに来るケースも珍しくありません。しかもパンは毎日
の食材ですからたびたびお店を訪れます。この広い商圏、
高い来店頻度、さらに大手チェーンではまねができない
オリジナルな価値の提供が、ほかの業種業態でも成功の
鍵になるのではないかと考えています。
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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

カジュアルフレンチと
ワインでプチ贅沢

オトナ女子 & 結果重視派に人気の
総合美容サロン !!

ワイン・スパークリングワイン等の洋酒をメインとしたお飲み物
を提供し、
フレンチを主体としたワインビストロです。
コース料理で
ゆっくりとプチ贅沢な時間をお楽しみ頂いたり、２件目のご利用で
ワインとチーズを味わって頂いたりとシチュエーションで使い分け
てご利用下さい。

飲食店

コートドール

スキンケア・ボディトリートメント・脱毛・ネイル・メイク

- ChouChou - シュシュ

話 ：080-8224-3133

営 業 時 間 ：10：30 ～ 20：30

馬場野住宅団地

至国道６号

電

至市内
厚生労働省官舎
●
旧国道

所 ：〒976-0036

Ｎ

相馬駅

住

相馬市馬場野字山田 83-36
●商工会議所

ラストオーダー）

定 休 日：毎週月曜日 ( 隔週火曜日 )

ヨークベニマル●

所：〒976-0042
相馬市中村字荒井町 87－1
電話 / 携帯 ：0244-32-0184/080-1845-8897
営 業 時 間：18：00 ～ 23：00

美容サロン
Ｎ

住

（22：00

遠方からのリピーターが多く訪れ
る当サロンはおかげさまで今年20周
年を迎えました。
当サロンでは、東北では珍しいマ
シン導入のネイル・人気のフェイシ
ャル・ボディトリートメントそして、最
新のスキンケア脱毛まで全て移動の
手間なく対応させて頂きます。
また、大切な結婚式など華やかな
式典参加時のメイクも人気です。
「メガ得1000クーポン掲載中」

定 休 日 ：不定休

掲載企業募集中！ 【問合せ先】相馬商工会議所 TEL３６ー３１７１
〔東北中央自動車道〕
福島・米沢広域観光ＰＲ
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）
。

東北中央自動車道（福島 JCT 〜米沢北 IC 間 35.6㎞）が本年 11 月 4 日（土）に悲願の開通となります。沿線地域
挙げてお慶び申し上げたいと存じます。通行料は無料！交流人口拡大のために交通安全に気を付けながら大いに利用
して参りましょう！

福島

Fukushima フユフェス in えきまえ 2017

時 11 月 15 日（水）午後４時～
場 福島駅東口駅前広場、中合ツイン広場
容 【福島駅東口駅前広場】
（午後４時～８時）
・えきまえイルミネーション点灯式
・メッセージキャンドル点灯
・えきまえマルシェ
・ライブステージ
・あったかスープ無料振る舞い（先着 100 名）
【中合ツイン広場】
（午後６時～午前１時）
・ボジョレーナイト in えきまえ
■お問い合わせ
福島商工会議所地域振興課
TEL:024-572-7118
■日
■会
■内

米沢

地産地消

よねざわ

秋の収穫市

地産地消“よねざわ”
秋の収穫市では、市内
の若手農業者が主体
となり、地元で採れた
安全・安心で新鮮な野
菜、花、果物などを軽
トラックの荷台にて直
接販売します。皆様の
ご来場をお待ちしてお
ります！
■期日 平成29年11月11日（土）※雨天決行 荒天の場合中止
■時間 10 時～ 15 時
■会場 伝国の杜前広場（参道沿いに軽トラ店舗が立ち並びます）
■内容 ①「軽トラ市」
市内の若手農業者が採れたて農産物等を、軽トラッ
クの荷台にて直接販売。
②「飲食ブース」
米沢商工会議所青年部による Y-1 グルメグランプリ
の受賞店舗等が出店。
〔出店店舗〕
・天婦羅割烹 天新（米沢牛串天ぷら）
・カレー屋 GARBANZO（舘山りんご入り濃厚バターチキンカレー）
・ゆあ～ず（ねぎマヨから）
・PIZZA Ktarou（石釜 PIZZA）
・KOMFORTA（米粉ワッフル）
③「幼児向け遊具」 風船で遊ぼうラビちゃんを設置

■お問い合わせ 米沢うまいもの振興協議会
（米沢市産業部農林課内） ℡ 0238-22-5111（代表）
■ホームページ http://www.oshoshina.net
「米沢おいしい旬感」で検索

＊主催者の都合によりイベントの内容等が変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
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11月 行事予定
日（曜）

行
事
第 17 回そうま市民まつり
5 （日）
第 20 回 MOA 美術館相馬市児童作品展
平成 29 年度「がんばろう相馬！スーパー
6 （月） プレミアム商品券」スタンプラリー抽選会
正副会頭会議
日本政策金融公庫金融相談会
７（火）
サービス業部会
50 周年記
8 （水） 相馬商工会議所女性会創立
念事業第 13 回 e 顔プロジェクト事業
福島県商工会議所女性会連合会 平成
11（土）
29 年度福島県のお祭りと観光振興事業
日本政策金融公庫金融相談会
14（火）
常議員会
相馬商工会議所会員交流ゴルフコンペ
15（水）
相馬商工会議所青年部 第 8 回理事会

時間
場
所
10:30 相馬商工会議所
9:00 相馬市民会館

15:00 相馬商工会議所
11:00 相馬商工会議所
13:30 相馬商工会議所
9:30 相馬商工会議所
15:00 須賀川市
11:00
15:30
8:30
19:00
8:00

17（金）共済加入者福引大会
19（日）第 147 回簿記検定試験
第 36 回福島・相馬・米沢地域経
20（月） 済開発懇談会
日本政策金融公庫金融相談会
21（火）
省エネ・節電セミナー
相馬商工会議所女性会 第 3 回総務・事業・教養委員会
22（水）
相馬商工会議所女性会 第 5 回役員会
福島県商工会議所青年部連合会
23（木）
第 5 回三役会・役員会
相馬商工会議所・新地町商工会
24（金） 地域開発懇談会
相馬市災害対策復興会議
相馬市男女共同参画プラン推進
27（月）
会議 健康料理講座
28（火）日本政策金融公庫金融相談会
29（水）サービス業部会

9:30
8:45
15:00
11:00
13:30
13:30
14:30

相馬商工会議所
相馬商工会議所
鹿島カントリークラブ
相馬商工会議所
道の駅七ヶ宿・あ
つかしの郷国見他
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
相馬商工会議所

13:30 白河商工会議所
15:00 石油資源開発㈱
16:00 相馬市役所
相馬市総合福祉
10:00
センター
11:00 相馬商工会議所
16:00 相馬商工会議所

今 月 の ふ る さ と 行 事
行

事

5（日）第 17 回そうま市民まつり

場
所
市民のひろば・千客万
来館・アリーナ

15（土）第 6 回相馬市子ども駅伝競走大会 田町・上町・北町地内

特許

● 開 催 日 11 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

9:00 相馬商工会議所

16（木）道の駅「そうま」視察研修会

日（曜）

東京電力㈱原発事故による
損害賠償相談会のご案内

意匠

商標

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
図るための共済制度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
平成 29 年度

相馬市婚活支援事業（委託事業）

「ＷＡＩＷＡＩ楽しくコミュニケーション
～相馬の食材ＤＥうめもんこせっぺ祭～」
■日 時 平成 29 年 12 月 17 日（日）10：30 ～ 15：00
■会 場 音屋ホール
■対象者 20 ～ 45 歳の独身男女
■参加資格 男性 相馬市内在住者もしくは相馬市内に
勤務している方
女性 相馬市内・市外問わず
■募集人数 男女各 25 名
※応募者多数の場合は抽選とさせて頂きます。
■申込締切 平成 29 年 12 月 4 日（月）
■参加費 男性 3,000 円 女性 2,000 円
（女性のみ 2 人以上のグループでの申込の場合、1 人 1,000 円）
※詳細は、同封のチラシをご覧ください。
○問合せ先 相馬商工会議所 門馬 志 36 － 3171

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

発行所

相馬商工会議所

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
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