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　涼ヶ岡八幡神社の例大祭で、敬神婦人会により振舞わ
れるのが、ふるさと行事「いもずいも」です。
　「いもずいも」とは里芋の吸物のことで、芋吸物（い
もすいもの）がなまった言葉です。
　従来の例大祭日であった旧暦の８月 15 日は中秋の名
月で、秋の収穫を感謝して里芋をお供えしており、芋名
月とも言われていました。
　江戸時代の終わり頃、この地域では常会で里芋などの
入った料理を食べながら議論し、良い知恵を出したそう
です。また、里芋はこすり合わせると皮がむけることか
ら「いもずいも」を食べると一皮むけてよい知恵が出る、
つまり頭がよくなるとされています。
　今年は、下記日程で例大祭が開催され、「いもずいも」
や「おでん」が 200 円で提供されます。是非、相馬の

Ｐ２　・議員職務執行者変更のお知らせ
　　　・女性会　浴衣着付け講座
　　　・福島県内商工会議所と東京商工会議所との懇談会
　　　・販路拡大勉強会 in 相馬　合同営業作戦会議
　　　　ワークショップ 開催
　　　・軽減税率制度対策セミナー開催
　　　　実務対応について学ぶ
Ｐ３　・騎馬武者　勇壮に出陣
　　　・田町「相馬まちなか夏祭り」開催
　　　・宇多川町「大瓜市」開催
　　　・第 46 回相馬盆踊り大会開催
Ｐ４　・推奨物産品認定審査会を開催
　　　・特定商工業者負担金納入等のお知らせ
　　　・放射性セシウム検査実施中　
　　　・第 19 回そうま市民まつり出店者募集‼
Ｐ５　・福島・米沢の情報コーナー
　　　・会員ビジネスボード
　　　　（㈱星写真舘）
Ｐ６　・9 月行事予定
　　　・令和元年度「がんばろう相馬！プレミアム商品券」
　　　・今月のふるさと行事
　　　・原発事故による損害賠償相談会のご案内
　　　・若者交流促進事業のご案内

ふるさと行事にご参加ください。
●宵祭り　9月20日（金） 　11：00～19:00　 いもずいも
 　　　　　　　　17：00～　　　　式典
　　　　　　　　　　　　18：00～　　　　カラオケ
●例大祭　9月21日（土） 　  9：00～　　　　式典、雅楽、礼螺
 　　　　　　　　10：00～　　　　民謡、日本舞踏、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神楽舞奉納
 　　　　　　　　10：00～13：00　いもずいも
●場　　所　涼ヶ岡八幡神社境内
●問合せ先　涼ヶ岡八幡神社社務所　☎36-4342

神楽舞の奉納

参道を照らす竹灯籠 式典の様子
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議員職務執行者変更のお知らせ

㈱中村環境　
常務取締役
森松　誠治 氏

（旧 代表取締役  森松秀一氏）

　会津若松ワシントンホテルにおいて、福島県内商工会
議所と東京商工会議所との懇談会が開催され、当所から
は草野会頭と和田山専務理事が出席した。
　この懇談会は、東京商工会議所が、福島県内で行う移
動常議員会（役員会）として平成25年から始めたもので、
今後の被災地支援策を策定するため被災地の現状や要望
などの情報収集を目的に開催しており、本年は会津地区
での開催となり、東京商工会議所の三村明夫会頭はじめ
副会頭や事務局など 23 名が来県した。
  懇談会の中では、県連渡邊会頭、会津若松渋川会頭、

女性会 　浴衣着付け講座7/31・8/14

　当所大会議室において復興庁・オリンピック・パラリ
ンピック等経済界協議会と相馬商工会議所主催による販
路拡大勉強会 in 相馬 合同営業作戦会議ワークショップ
を開催した。当ワークショップは、復興庁のハンズオン
支援事業によるもので、主に水産加工業者の販路拡大・
販促力強化を目的として実施された。
　講師には前回に引き続き営業専門のコンサルティン
グ会社 ㈲山田英司事務所 山田英司氏をお招きしワーク
ショップ形式で行われた。参加事業所は、販売先の選
定、商材やサービスをどれに絞り込むか、どういった販
促ツールが必要かなど、自社の販路拡大に向けた取組に
ついて講師との対話を通じて明確化していった。次回は、
山田先生が各事業所を訪問し、個社の支援に向けた準備
を進めて行く予定。

8/2 販路拡大勉強会 in 相馬
合同営業作戦会議ワークショップ 開催

7/30 福島県内商工会議所と東京商工会議所との懇談会

相馬福島道路の建設促進を要望

「プレミアム商品券」を販売

　7 月 31 日に市民会館、8 月 14 日に当所において「浴
衣着付け」講座を開催し、松本会長をはじめとする会員
約 10 名が参加した。
　これは女性会会員の資質向上と、浴衣という夏の風物
詩を通して日本文化を見つめ直し、相馬盆踊り大会での
浴衣披露を目的に実施したもの。
女性会で着付けのできる会員が講師となり、帯の結び方
に苦戦しつつも終始和やかに楽しみながら着付けを学ん
だ。
　14 日に着付けを学んだ会員は、華やかで涼しげな浴
衣を身に着け、無事に盆踊り大会で披露することができ
た。

　当所大会議室において商業部会及び中小企業相談所
主催による消費税軽減税率対策セミナーを開催した。
講師には鈴木孝明税理士事務所 所長 鈴木孝明氏をお招
きし「軽減税率制度・経過措置・インボイス制度・実務
対応ミナー」についてご講演を頂いた。
　本年 10 月からの消費税増税後の軽減税率制度の適
用となる飲食料品の見分け方などの基礎的な内容から、
10 月以降に記載が必要となる区分記載請求書等の書き
方、さらに 4 年後に実施される適格請求書等保存方式
の詳しい内容と実務についてご説明頂いた。参加者は、
自社の取引内容について質問するなど、軽減税率制度導
入後の実務対応について理解を深めた。

8/21 軽減税率制度対策セミナー開催
実務対応について学ぶ

喜多方唐橋会頭が、要望も含めて県内各地域の復旧・復
興の現状を発表した。これに対し東京商工会議所小林理
事・事務局長が 2020 年度以降の様々な復興支援事業の
考え方を報告し、三村会頭が「風評被害は大きな問題で
あり、正しい情報を粘り強く伝え、支援を継続していき
たい」とコメントした。
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第 46 回相馬盆踊り大会開催

　「相馬まちなか夏祭り」がクロスロード田町にて 2 日
間にわたって開催された。
　田町商店街振興組合の主催で当所や相馬市等の後援で
実施された。歩行者天国となった通りには、かき氷や焼
きそば等の露店が立ち並び、多くの人出でにぎわった。
特設のステージでは、各団体によるバンドの演奏や踊り
が披露され、大人も子供も楽しめる様々なイベントが 2

田町『相馬まちなか夏祭り』開催8/3～4

宇多川町『大瓜市』開催8/12

　400 年続く伝統行事である「大瓜市」が宇多川町商
店街振興組合の主催で開催された。
　歩行者天国となった宇多川町通りには、お盆飾り用品
をはじめスイカや焼きそば・焼き鳥等の露店が多数並び、

8/13・14

〒976-0042 相馬市中村字大町39-5
TEL 36-5620    FAX 26-6012
メールアドレス ujikanroen@sky.plala.or.jp
ホームページ   宇治甘露園楽天市場店

上級抹茶入り玄米茶粉末

相馬みどり

宇 治 甘 露 園

40g入 648円
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宇 治 甘 露 園

40g入 

急須要

水で

相馬
逸品

URL：http://oba-setsubi.co.jp/

是非当店へ！
水廻りでお困りの際は、

福島県知事許可(般-27)第12721号

相馬地方広域水道企業団　給水工事指定店

株式 大場設備

mail：soma@oba-setsubi.co.jp

会社

代表取締役　大　場　康　彦

TEL：0244-36-6111
FAX：0244-36-6112

〒976-0015 相馬市塚ノ町二丁目2番地の2

　第46 回相馬盆踊り
大会が、8 月13・14 両
日、市民のひろばにお
いて開催された。開会
前には、恒例のダンス
等のイベントが披露さ
れ、夏祭りを盛り上げ
た。
　13 日は子供団体と
仮装の両部門、14 日は

大人団体の部が行われた。やぐらの上では相馬盆唄大会
入賞者が盆唄を披露した。大勢の市民が踊りに参加し、夏
の夜を楽しんだ。踊り終了後には色鮮やかな花火が打ち
上げられ、相馬の夏祭りを締めくくった。また、当所女性
会も当事業の運営協力を行った。
入賞団体は下記の通りです。

【大人団体】
優　勝 相馬市女性消防隊
準優勝 大相撲「玉ノ井部屋」
第三位 相馬看護専門学校
特別賞 ふくしま未来農業協同組合相馬中村総合支店

【子供団体】
優　勝 ＣＬＡＰＳ相馬チアリーダーズ
準優勝 大野小　相馬野馬追広め隊
第三位 相馬ＦＣスポ－ツ少年団
特別賞 相馬女子ミニバスケットボールスポーツ少年団

【仮　　装】
１　位 相馬中央病院
２　位 ヨーコとゆかいななかまたち「東京2020 北よりも
　　　　美しい世界各国の美人応援団」
３　位 夏だ、祭りだ、変身だ。
特別賞 みんなでマリオ

訪れた人々の舌を楽しませた。会場ではスイカたね飛ば
し大会や４月に開催された「ふるさと相馬歌謡大賞」で
優秀賞となった 2 名のご当地ソング発表、福島一ショー
などの各種イベントの他、本年も恒例の「KAWAMURA 
BAND」のミニライブが開催され、訪れた人々を楽しませ

ていた。ライブ終了後
には花火が盛大に打ち
上げられ、大瓜市の締
めくくりを飾った。
　また、当所青年部も
当事業の運営協力なら
びに飲食物出店を行っ
た。

日間にわたり繰り広げ
られた。通りには、子
供たちの願い事が書か
れた短冊が飾られた竹
が並び、訪れた人達は、
相馬の夏の風物詩を満
喫していた。

　相馬野馬追祭の開催を控えた 26 日に、総大将出陣祝
いの宴が相馬中村神社において開催された。相馬外天会
が相馬中村藩に伝わる古式砲術を披露したほか、相馬民
謡同好会が相馬流山踊りで華を添えた。相馬高校太鼓部
は、「相馬野馬追出陣太鼓」と「相馬の宵」の 2 曲を力
強いばちさばきで披露した。
　翌 27 日には、相馬家 33 代当主和胤（かずたね）氏の
長男で 3 年連続で総大将を務める行胤（みちたね）氏に
加え、「令和」での初開催を記念し、次男陽胤（きよたね）
氏も加わり、宇多郷騎馬勢と共に相馬中村神社より出陣
した。朝方少し雨模様ではあったが、市内行列沿道には、
大勢の市民、観光客が詰めかけ行列に見入っていた。傍

騎馬武者　勇壮に出陣7/28～29

らでは夏祭り運営委員会
（当所と相馬市観光協会
が母体）が主催で、「街
中ギャラリーサービス」
を市街地 4 ヶ所で行い、
観光客に対し相馬野馬追
の所以と参加騎馬武者の
紹介を行った。
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特定商工業者負担金納入等のお願い
　只今、相馬商工会議所では、令和元年度「特定商工

業者負担金」の納入と法定台帳のご記入返送のお願い

をしております。お忙しい中誠に恐縮に存じますが、

ご協力何卒お願い申し上げます。

推奨物産品認定審査会を開催8/23

　「相馬逸品」パンフレットのリニューアルにあたり当
所推奨物産推進委員会（菊地逸夫委員長）は、推奨物産
品の認定審査会を当所大会議室において開催した。この
事業は、会員事業所が生産もしくは製造・加工した物産
品の中から、相馬の物産としてふさわしい商品を当所が
認定し、パンフレット等で商品を PR するもの。
　約 40 の会員事業所から申請された商品を、菊地委員
長をはじめ委員全 5 名にて一品一品丁寧に審査した。
　今後は、審査結果を基に推奨物産品を認定し、それら
をまとめたパンフレットの作成に向けて準備を進めて行
く。新しいパンフレットは本年 10 月に完成予定。

第 19 回そうま市民まつり出店者等募集‼
開催日時　令和元年 11 月３日㈰午前９時から午後３時
会　　場　相馬市民会館・市民のひろば（相馬市民会館
　　　　　駐車場）・スポーツアリーナそうま・相馬市
　　　　　千客万来館
主　　催　そうま市民まつり実行委員会
　　　　　（事務局：相馬市観光協会）
募集内容　①ステージ発表（10 団体）
 　②各種団体・企業ＰＲ（30 団体）
 　③友好都市物産等販売（６団体）
 　④市内事業者物産等販売（14 団体）
 　⑤青空フリーマーケット
　　　　　　（個人10人※飲食物の販売は出来ません。）
参加資格　①市内に住所または事業所を有する企業
　　　　　②相馬市と友好関係にある都市等の物産販売業者
　　　　　③相馬商工会議所の会員
　　　　　④市内に通勤又は通学する個人
　　　　　⑤公の団体
　　　　　⑥青空フリーマーケットは、会場に余裕があ
　　　　　　り主催者が認めた場合は①～⑤の限りでは
　　　　　　ありません。
　　　　　※暴力団又は暴力団と関係のある方は参加で
　　　　　　きません。
　　　　　※参加スペースや参加費用などの詳細は問い
　　　　　　合わせ先までご連絡ください。
参加申込締切　9 月 30 日㈪ただし、「募集内容」に達し
　　　　　　　た時点で締め切ります。
参加者説明会　ステージ発表参加者
　　　　　　　　　10 月 10 日㈭　午後 1 時 30 分
　　　　　　　出店参加者
　　　　　　　　　10 月 10 日㈭　午後 2 時 30 分
　　　　　　　「相馬市千客万来館」で行います。
応募方法　申込書を FAX 又は郵送しますので「そうま
　　　　　市民まつり実行委員会事務局（相馬市観光協
　　　　　会）」に電話で申し込みください。
申し込み・問合せ先
〒 976 － 0042　相馬市中村字北町５５－１
　　　　　　　　相馬市千客万来館内
そうま市民まつり実行委員会事務局（相馬市観光協会）
　　　　　 電　話　０２４４－３５－３３００
　　　　　 ＦＡＸ　０２４４－３５－３２１０

全国ネットワーク全国ネットワーク全国ネットワーク全国ネットワーク全国ネットワーク全国ネットワーク全国ネットワーク全国ネットワーク全国ネットワーク全国ネットワーク

株式会社

相馬市石上字宝田69
緯（0244）36－0111

最先端のＳＭＴ技術で世界最小チップを
超高密度での実装を実現！

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。 
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Fukushima アキフェス
　　　In えきまえ 2019

　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〕

福島

■概　要：福島駅前及び駅前通り商店街を始め、関連企
　　　　　業・団体等が連携しイベントを実施すること
　　　　　で、駅前周辺の交流人口拡大、にぎわい創出
　　　　　を図る目的で実施される。
■日　時：9 月 15 日（日）午前 10 時～午後 16 時
■会　場：福島駅東口駅前通り、東口駅前広場　　　　
　　　　　〒 960-8031　　福島県福島市栄町 1-1
■内　容：手づくりマルシェ ( ハンドメイドの作家さん
　　　　　による展示・販売 )・ワインヴァンヴィーノ（世
　　　　　界のワインが楽しめるフェス）・グッデイマー
　　　　　ケット（福島の食と農を中心としたマーケッ
　　　　　ト）・ライブステージ　他
■主　催：福島駅前元気プロジェクト委員会
■お問合わせ：福島商工会議所地域振興課
　　　　　　　☎ 024-572-7118　　　　　　

　上杉鷹山公の教えである「なせばなる」のチャレンジ
精神を大切に、「棒杭市」（無人市）にみられる信じ合う
心など、米沢に受け継がれる心を伝えるまつりです。ま
た、「どん丼まつり」では米沢牛を使用した丼ぶりなど
美味しい食べ物が勢ぞろい！　ぜひお誘い合わせの上、
ご来場ください。

　時を越え 今なお受け継ぐ伝統の味・技・心

第８回　なせばなる秋まつり

米沢

■開催日時：９月 28 日（土）・29 日（日）
　　　　　　10：00 ～ 17：00 ※ 29 日は 16：00 まで
■開催場所： 松が岬公園・伝国の杜周辺
■主な見どころ：
　〇どん丼まつり・交流物産展
　〇今に伝わる伝統市　　　　〇昔遊び体験　　
　〇ステージイベント　　　　〇棒杭市　　
　〇益子陶器市 in よねざわ　　〇草木塔祭
■お問い合わせ：なせばなる秋まつり実行委員会
　　　　　　　　☎０２３８－２２－９６０７

　なせばなる秋まつり　　　検索

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

掲載
無料

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）。

掲載企業募集中！　【問合せ先】相馬商工会議所 TEL３６ー３１７１

カフェ　DOMANI（ドマーニ）カ フ ェ
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9月 行事予定
日（曜） 行　　事 時間 場　　所

２（ 月 ）
正副会頭会議 13:00 相馬商工会議所
常議員会 15:00 相馬商工会議所
女性会 第 3 回「流れ山」講座 19:00 相馬商工会議所

3（ 火 ）
日本政策金融公庫金融相談会 11:00 相馬商工会議所
青年部 第 6 回事業委員会 19:00 相馬商工会議所

7（ 土 ）若者交流促進事業   第 1 弾 ～松川浦で BBQ ～ 14:00 松川浦地区
9（ 月 ）女性会 第 4 回「流れ山」講座 19:00 相馬商工会議所

10（ 火 ）
日本政策金融公庫金融相談会 11:00 相馬市民会館
第 1 回物産振興委員会 13:30 相馬商工会議所

11（ 水 ）
推奨物産推進委員会 15:00 相馬商工会議所
女性会 第 5 回「流れ山」講座 19:00 相馬商工会議所

12（ 木 ）創立 70 周年記念講演・記念式典・記念パーティー 14:00 N リゾート福島
13（ 金 ）福島・相馬・米沢地域開発懇談会要望活動 13:20 東北地方整備局

17（ 火 ）
日本政策金融公庫金融相談会 11:00 相馬商工会議所
青年部 第 7 回理事会 19:00 相馬商工会議所

18（ 水 ）
「スーパープレミアム商品券」加盟店説明会 13:30 相馬商工会議所
福島・相馬・米沢地域開発懇談会要望活動 15:30 国交省・財務省他

19（ 木 ）

日本商工会議所第 130 回通常会員総会 9:30 東京都・帝国ホテル
創立 70 周年記念事業実行委員会（記念誌担当）10:30 相馬商工会議所

「スーパープレミアム商品券」加盟店説明会 13:30 相馬商工会議所
青年部 第 6 回理事会 19:00 相馬商工会議所

22（ 日 ）” わ ” で奏でる東日本大震災応援コンサート 15:00 相馬市民会館
24（ 火 ）日本政策金融公庫金融相談会 11:00 相馬商工会議所

26（ 木 ）福島県商工会議所女性会連合会 
会員研修会 喜多方大会 14:00 喜多方市・喜多方

プラザ文化センター
27（金）
～28（土）議員研修 10:00 宮城県・気仙沼方面

28（ 土 ）相馬地区経営者協会球技大会 8:00 相馬光陽ソフトボール場ほか
30（ 月 ）相馬市災害対策復興会議 16:00    相馬市役所

今 月 の ふ る さ と 行 事

日（ 曜 ） 行　　事 場　　所
20（金）～
　21（土）涼ヶ岡八幡神社例大祭（いもずいも） 涼ヶ岡八幡神社

23（月・祝）相馬宇多郷神楽舞 ( 秋） 坪田・雷神社

◎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）
※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。

● 開  催  日　９月 4・11・18・25 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

代表取締役 小野内  重雄

 

 

 

 

「がんばろう相馬！
 スーパープレミアム商品券」
　相馬商工会議所では、地域活性化と消費の拡大を目
的に、本年度は 15％割増の「がんばろう相馬！スー
パープレミアム商品券」を発売します。
　只今、取扱加盟店を随時募集しております。詳しく
は、相馬商工会議所までお問合せください。

令和元年度

 
 

10 月 6 日（日）
発売決定

10 月 6 日（日）
発売決定

 

相馬商工会議所  ☎36-3171
 


