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　今回で 7 回目を迎える当大会は、地域スポーツの振
興と中心市街地活性化、また、子どもたちの健康増進と
体力の向上を図るとともに、一つのタスキをつないで
ゴールを目指すことで友情を育み、復興が進んでいる様
子を内外に PR することを目的としています。相馬市と
相馬市教育委員会が主催で、馬陵通りの市民会館前をス
タート・ゴールに、9 つの部門に分かれ順位を競います。
　昨年は、保育園児から一般の部までの 112 チーム総
勢 621 人が参加し、熱戦を繰り広げました。今年も昨
年同様多くのランナーが参加予定となっております。皆
様、ぜひ奮って応援にお越しください。

・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

・全国商工会議所女性会連合会
　創立 50 周年記念式典・第 50 回岩手総会

・店内をハロウィン仕様でおもてなし
　女性会第３回ハロウィン事業

・平成 30 年度サービス業部会視察研修会
・共済加入者還元事業　福引大会開催
・福島・相馬・米沢 3 市観光物産展（in 福島）開催
・道の駅「そうま」感謝祭
・第１回相馬復興サイクリング開催
・「第 2 回会員交流ゴルフコンペ」参加者募集
・トレンド通信
　 「『高い』と言われたらもっと高くできないか考えてみる」

・福島・米沢の情報コーナー　
・早期景気観測調査の結果
・行事予定
・  「恋が始まる　スポーツレクリエーション＆ Party」開催のご案内
・原発事故による損害賠償相談会のご案内
・商工会議所共済制度普及キャンペーン実施中！
・「おもてなしマナー」セミナー～お客様の満足のために～
・放射性セシウム検査のご案内

●日　　時：12月１日（土）8：30開会式
●場　　所：田町通り・馬陵通り
●問合せ先：相馬市教育委員会生涯学習課
　　　　　　スポーツ振興係　☎ 37-2278

昨年の相馬市こども駅伝競走大会の様子
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全国商工会議所女性会連合会
創立 50 周年記念式典・第 50 回岩手総会

　岩手県盛岡市・盛岡市
民文化ホールにおいて、
全国商工会議所女性会連
合会 創立 50 周年記念式
典・第 50 回岩手総会が
開催された。
　全国各地の商工会議所
女 性 会 の 会 員 1,400 名
超が参加、当所女性会
からも三國会長を含め 3
名が参加した。
　記念講演会では、株式
会社モスフードサービ
ス 代表取締役会長 櫻田
厚氏による「食を通じて
人を幸せにするモスバー

店内をハロウィン仕様でおもてなし
女性会第３回ハロウィン事業

10/20～31

　郡山市のホテルハマツにおいて、「地域活性化フォー
ラム㏌福島」が開催された。このフォーラムは、福島県
商工会議所連合会と東北経済連合会の共催で毎年恒例で
開催されており、当所からは中澤副会頭と和田山専務理
事が出席した。
　フォーラムのメインである講演会では、「観光振興に
よる地域活性化とは！」と題し JTIC.SWISS 代表の山田
桂一郎氏が講師を務め、「地産地消」ではなく地域で消
費するものを地域で生産し、域内経済循環の拡大を図る

「地消地産」の重要性について出席者にアピールした。

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

10/3

10/3

サービス業部会視察研修会
「エネカフェメタン」と「あ・ら・伊達な道の駅」を視察

10/25

共済加入者還元事業　
福引大会開催

10/26

　10 月 21 日～ 31 日までの 11 日間、市内参加店 21
店舗において「Happy Halloween in そうま vol.3」が開
催された。期間中、店内にハロウィングッズを展示し、
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。
　27・28 日の土日には、イベント参加店で「Trick or 
Treat ！」を合言葉に、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、街中がハ
ロウィンで賑わった。

ガーの理念経営」と題した講演が行われた。また、会場
内には岩手県内の物産販売や、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。

　当所大ホールにおいて、恒例の共済福引大会を開催し
た。
　この事業は当所共済制度に加入している事業所の皆様
に、常日頃のご愛顧に感謝し、毎年実施している。
　福引大会では、事前に送付した抽選券を持参した加入
者らがガラポンを回し、当選者には室内除湿器やポータ
ブルテレビ、相馬市の特産品などが贈られた。また、お
子様連れのお客様には、お菓子やアートバルーン等のプ
レゼントもあり、来場者は楽しい時間を過ごしていた。
　なお、共済制度の利用をご検討の際は、お気軽に当所
までご連絡ください。（TEL 36-3171）

　当所サービス業部会は、宮城県大崎市方面への視察研
修会を実施し、白井部会長はじめ 10 名が参加した。
　はじめにエネカフェメタン（大崎市鳴子温泉）を視察
した。この施設は、東北大学の研究チームが資源循環社
会の取り組みとして、温泉熱と生ごみを活用し、小規模
なメタン発酵装置で作ったバイオガスを活用する施設。
併設するカフェスペースにて、今後の展望について説明
を受け、店外にあるメタン発酵装置を見学した。続く、あ・
ら・伊達な道の駅では、㈱池月道の駅 代表取締役 遠藤
悟氏より、道の駅全体の概要、物産販売の運営や販促事
業等について説明を受け、その後、岩出山地区では歴史
的な建造物や地域に伝わる伝統工芸について見学し、有
意義な視察となった。
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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 

道の駅「そうま」感謝祭

第１回相馬復興サイクリング開催
　第 1 回相馬復興サイクリングが、相馬市民会館駐車場を
メイン会場に開催された。当所や相馬市を含む相馬復興サ
イクリング実行委員会の主催。県内外から 540 人がエント
リーしたが、台風接近による雨の影響で、当日は約 400 名
が参加した。午前 7 時 45 分から市民のひろばを順次スター
トし、市街地や相馬市道大洲松川線、松川浦大橋、新地町
を駆け抜けた。参加者は、潮風を受けながら軽快に進み、
各休憩ポイントでは、相馬市や新地町の名産を味わった。
南相馬市と飯舘村も通るロング（約 96 キロ）とショート（約
46 キロ）の２コース設けたが、雨の為ショートコースのみ
で実施した。
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　道の駅「そうま」において、創業 15 周年感謝祭が開
催された。実施内容は、テナント 5 社によるイベント
価格での商品販売や、福島市・米沢市による物産販売、
オープン 15 周年特別記念きっぷの配布、国土交通省・
NEXCO 東日本による活動報告パネル展示など。
　当日は、小雨が降るあいにくの天気ではあったが、限
定 300 枚の特別記念きっぷを求めて県内外から足を運
んだお客様も多くいた。

平成 30 年度相馬商工会議所
「第 2 回会員交流ゴルフコンペ」参加者募集

ー IDOBATA 　YOSHIO－

〒976-0036　福島県相馬市馬場野字岩穴前202　 
Tel/Fax　0244-26-8179

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‼

代表取締役　青　田　由　広

９/30

　今回「第 2 回 会員交流ゴルフコンペ」を下記によ
り開催いたします。各賞多数取り揃えておりますので、
奮ってご参加いただきますようご案内申し上げます。

●日　　時　平成 30 年 11 月 17 日（土） 
 　　 8：15 開会式  8：30 競技開始
●場　　所　鹿島カントリー倶楽部
　　　　　　　（原町区上北高平字入道迫 34-2  ℡ 0244-46-5511）
●参加要件　相馬商工会議所会員事業所
　　　　　　　※役員 ･ 従業員及びその家族
　　　　　　　※知り合い・友人は除きます。
●参 加 費 　1 名 7,000 円（※プレーのみ 2,000 円）
●定　　員　100 名
●問合せ先　総務課   ☎ 36-3171

　東北中央自動車道によってもたらされるストック効果
を最大限に発揮するため、福島・相馬・米沢商工会議所
では、３市がそれぞれ開催する物産イベントに相互出店
する交流事業を開始している。今回は 10 月 27 日に福
島市駅前通りで実施された「ユナフェス」に当所と米沢
商工会議所が物産や観光パンフレットを持ち込み、各地
の PR を有意義に行った。

福島・相馬・米沢
３市観光物産展（in 福島）開催

10/27
　また、福島市・米沢市のブースでは、牛串、あゆの塩
焼き、いも煮、果物等を販売し、お客様は、お目当ての
商品を美味しそうに頬張ったり、お土産物を購入するな
ど大盛況だった。
　テナント・関係者一同はお客様との交流を通じて、当
事業の開催目的である「日頃の感謝の気持ち」が伝わる
よう、笑顔で対応した。
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　全国各地で商談会や事業相談に参加させていただく
と、商品やサービスの価格の付け方がズレているのでは
ないかと感じることがよくあります。安過ぎると感じる
ものはごくまれで、ほとんどは高過ぎる場合です。
　どうしてそんな売れそうもない価格が付いているかを
聞いてみると「こんなに手間がかかっているのだから」
とか「こんなに希少な材料を使っているのだから」といっ
たいわゆる「つくり手目線」の理由が多いのです。お客
さまがいくらなら買うかや、利用してくれるかをきちん
と考えないと、売れるはずがありません。驚くことに事
業者さんとお話していると、お客さまがどう感じるかや
市場でも競合商品の状況や価格などにまったく関心を払
わない人もいます。
　そのような中でうすうす「高いのではないか」と思っ
ていたり、商談会で「高過ぎる」と言われた経験のある
事業者さんで、どうしてもビジネスにしたいと考えて努
力する気持ちもある人に対しては「もっと高くすること
を考えてみたらどうでしょうか」とアドバイスすること
があります。「高い」と評価される商品やサービスの中
には、これ以上高くなっては売れないだろうと自分で判
断して商品のつくり込みが中途半端になってしまってい
るものもあるからです。
　先日聞いたケースですが、高知県でキンメダイの昆布
締めをつくっている事業者さんがいます。地元で取れる
高級魚のキンメダイの切り身をスライスした昆布の根で
はさみ、保存性を高めたものです。味はとても良いので
すが、見た目と食べ応えに問題がありました。もっと身
を厚くして、もっと昆布もふんだんに使って、とことん
おいしくした方がよいと思いました。もちろん原価は大
幅にアップして売り値もぐっと高くなります。
　このケースでお客さまの心理を考えてみると、そもそ
も高級魚のキンメダイの昆布締めが安い食材だと思って
注文する人はいません。それを頼む時点で価格が多少高

「『高い』と言われたら
もっと高くできないか考えてみる」

いかどうかは問題ではないのです。むしろ本当の食通も
うならせるようなおいしさと見た目のゴージャスさを追
求すべきなのです。伊豆や房総、八丈島などの島ものの
キンメダイに慣れた都市部のお客さまに、なにがなんで
も「うまい」と言わせないとこの商品はそもそもスター
トラインに立てないのです。とことん良いものが出来上
がれば、ターゲット層や利用シーンを変えて、もっと高
く買ってくれる売り先を考えることができます。ただし、
手抜きやごまかしは通用せず、要求されるレベルは上が
ります。
　そもそも地方発の商品開発は、のちのち値引き合戦に
巻き込まれるようなありきたりなものをつくってはいけ
ないと私は考えます。お客さまの支持によって持続的に
高く買ってもらえるようなものを目指すのが理想だと思
います。その一歩として、「高い」と言われたら、「もっ
と高くして商品価値を突き詰める」方向も検討してみて
はいかがでしょうか。

日経ＢＰ総研
マーケティング戦略研究所

◇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。

上席研究員　
渡辺　和博

 
 

 
 
 
 

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

 
 

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 

シーメンス補聴器取扱店 

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

港湾運送事業・船舶代理店業
通関業・倉庫業・自動車運送業

相馬港湾運送株式会社
代表取締役社長　立　谷　幸　雄

■相馬港営業所
　 〒976-0021
　 福島県相馬市原釜字北谷地295番地
　 TEL　0244-38-7034　　FAX　0244-38-8545

■本　　　社
　 〒976-0042　福島県相馬市中村字桜ケ丘56-1
　 　　　　　　　　　　　T.Kウェルネス桜ケ丘102号
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　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30 年11月10 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」

　　市内の若手農業者を中心に、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。
　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。

　福島・相馬・米沢商工会議所では、東北中央道を利活用し 3都市間の交流活性化のために各地域の情
報発信を行っています。市民の皆様も福島市・米沢市に是非お出かけください。通行料無料です。

福島・米沢の情報コーナー　東北中央自動車道〔相馬⇔福島⇔米沢〕

Fukushima フユフェス
           In えきまえ 2018

福島

■日　　時　11 月 14 日（水）午後 2 時～
■会　　場　福島駅東口駅前広場、中合ツイン広場
■内　　容　【福島駅東口駅前広場】（午後 2 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
　　　　　　　・手づくりマルシェほか
　　　　　　　・ライブステージ
　　　　　　　・スープ無料振る舞い (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
　　　　　　　　(先着100名にボジョレー振る舞い)
■お問い合わせ
　福島商工会議所地域振興課
　TEL:024-572-7118

地産地消“よねざわ”秋の収穫市
米沢

Lobo商工会議所早期景気観測
（９月調査結果）

サービス業
前年度同月比（業況DI）

　小売業
前年度同月比（業況DI）

　卸売業
前年度同月比（業況DI）

　製造業
前年度同月比（業況DI）

建設業
前年度同月比（業況DI）

・「ビル建設などの民間
工事が多く、売上は改
善。ただし、技術者を
中心とした人手不足は
深刻であるため、着工
時期をずらすなど、受
注を調整し、対応せざ
るを得ない」（一般工事
業）

・「公共工事や住宅着工
戸数の減少から、受注
量の確保に難航してい
るほか、人件費や外注
費、燃料費などのコス
ト増も深刻で、売上・
採算ともに悪化した」

（内装工事業）

・「自動車・建設業界を
中心とした旺盛な設備
投資需要を背景に、売
上は好調。収益増を従
業員に還元するため、
今夏の賞与を増額した」

（産業用機械製造業）
・「鉄鋼を始めとする原
材料や、燃料費、運送
費等の上昇により、収
益が圧迫されているこ
とに加え、相次ぐ災害
の影響から、部品供給
に遅滞が生じている」

（金属製品製造業）

・「今夏の猛暑や北日本
での低温、西日本豪雨、
台風等、全国的な異常
気象の影響から、農産
物の生育が鈍り、仕入
価格が高騰している。
北海道地震等による物
流の混乱も重なり、当
面は高値が続きそうだ」

（農産物卸売業）
・「国内外問わず引き合
いが多く、売上は改善。
人員増を目的に、ベー
スアップを実施し、さ
らなる増収を図る」

（金属加工機械卸売業）

・「台風 21 号と、それ
に伴う関西国際空港の
一時閉鎖・航空会社に
よる減便の影響から、
インバウンドの来店客
数が減少した。風評被
害の拡大など、影響の
長期化を懸念している」

（医薬品等小売業）
・「駅前の再開発やイベ
ントの開催などにより、
客足は増加。さらなる
集客を目的に、店舗の
リニューアルを検討し
ている」

（各種商品小売業）

・「北海道地震の影響か
ら、国内観光客が減少
したほか、これまで売
上を牽引してきたイン
バウンドからも、予約
のキャンセルが相次ぎ、
売上は大幅に落ち込ん
だ」（宿泊業）

・「深刻な人手不足を背
景に、生産性向上を目
的とした業務システム・
アプリケーション開発
依頼が増加している」

（ソフトウェア業）

    ▲12.2▲44.0 ▲40.4▲37.5▲13.5

　9月の全産業合計の業況DIは、▲16.0と、前月から▲1.2ポイントの悪化。台
風21号や北海道胆振東部地震、全国的な異常気象の影響が大きく、宿泊業や飲
食業を中心とするサービス業や小売業、卸売業を中心に業況が悪化した。。
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11月 行事予定
日（曜） 行　　　　　事 時間 場　　所

4 （日）

女性会 第 18 回そうま市民まつり売店事業 8:00 市民のひろば
第 18 回そうま市民まつり 9:00 市民のひろば

SOMA 音フェス 2018 9:30
相馬市民会館大
ホール及び周辺
特設ステージ

5（月）  
～ 7（水）

全 国 商 工 会 議 所 観 光 振 興 大 会
2018in 会津若松 13:00 会津若松市・

會津風雅堂他

6 （火）
がんばろう相馬！スーパープレミ
アム商品券スタンプラリー抽選会 9:00 相馬商工会議所

正副会頭会議 9:30 相馬商工会議所

7 （水）日本政策金融公庫金融相談会 11:00 相馬商工会議所

8 （木）
女性会　第 15 回 e 顔プロジェクト 9:00 相馬商工会議所

第 4 回会員研修交流委員会 15:00 相馬商工会議所

11（日）女性会 会員交流会 14:00 南相馬市・
ルミックスボウル原町

12（月）平成 30 年度 道の駅「そうま」視察研修 8:00 茨城県大洗町方面

13（火）日本政策金融公庫金融相談会 11:00 相馬商工会議所

15（木）
サービス業部会　接客セミナー 13:30 相馬商工会議所

青年部 第 8 回理事会 19:00 相馬商工会議所

16（金）相馬青色申告会　会員交流ボウリング大会 14:00 ルミックスボウル原町

17（土）第 2 回会員交流ゴルフコンペ 8:30 鹿島カントリークラブ

18（日）第 150 回簿記検定試験 9:00 相馬商工会議所

19（月）第 37 回福島・相馬・米沢地域経
済開発懇談会 15:00 山形県米沢市・

東京第一ホテル米沢
20（火）日本政策金融公庫金融相談会 11:00 相馬商工会議所

21（水）相馬市災害対策復興会議 16:00 相馬市役所

22（木）女性会 視察研修会 8:00 宮城県名取市閖
上方面

27（火）日本政策金融公庫金融相談会 11:00 相馬商工会議所

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。 ※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  門馬  志 36 － 3171

◎ご相談事前予約のお願い
●予約受付電話　0120-925-097  ( コールセンター )
●受 付 時 間 　9：00 ～ 17：00
                          （※土・日・祝日を除く）

● 開  催  日　11 月 7・14・21・28 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

東京電力㈱原発事故による
損害賠償相談会のご案内

※こちらの専用ダイヤルは、ジャスモール窓口職員
より折り返しの電話対応とさせて頂きます。
※専用ダイヤルでは、お名前（会社名・屋号等）・連絡
先・相談内容等を確認させていただきます。

商工会議所福祉制度共済キャンペーン実施中！
　相馬商工会議所では、9 月 18 日～ 11 月 30 日ま
での 2 ヶ月半の間、「福祉制度共済キャンペーン」を
実施しております。
　本キャンペーンは「商工会議所福祉制度」を会員の
皆様にご理解いただき、会員事業所の福祉向上にお役
立ていただくことを主な目的としています。
　この福祉制度は、会員事業所の各種ニーズ（弔慰金、
退職金制度、リスク対策や事業承継など）を共済制度
や各種保障プランでサポートしています。また、経営
者や従業員皆様の個人の自助努力による医療保障、生
活保障などのニーズにお応えする各種プランもご用意
しています。
　期間中、当所職員・アクサ生命共済推進員がお伺い
いたした際には、お気軽にご相談ください。
○問合せ先 　業務課　志 36 － 3171　

　心のこもった接客は、会社やお店の第一印象を高
める非常に大切な役割を持っています。お客様に接
する一人ひとりが「企業の顔」と評価され、良くも
悪くもそのまま会社やお店のイメージにつながりま
す。本セミナーでは、接客・接遇マナーの基本や現
場を想定した事例、実践に役立つ体験を豊富に交え
ながら接客対応力を身につけるセミナーを開催しま
す。多くの皆様のご参加をお待ちしております。

「おもてなしマナー」セミナー

　～お客様の満足のために～開催

●日　　時　平成 30 年 11 月 15 日（木）　
　　　　　　13：30 ～ 15：00
●場　　所　相馬商工会議所　大会議室
●講　　師　かむろみの郷 吉川屋
　　　　　　　　若女将　畠　暁子氏
●テ ー マ　「私らしいおもてなし」
●問合せ先　総務課 ☎ 36-3171


