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どんと祭
どんと祭は、小正月の行事で、正月の松飾り・注連縄
( しめなわ )・書き初めなどを家々から持ち寄り、一箇
所に積み上げて燃やすという日本全国に伝わるお正月の
火祭り行事です。一般的には、田んぼや空き地に、長い
竹や木、藁、かや、杉の葉などで作ったやぐらや小屋を
組み、正月飾り、書き初めで飾り付けをしたのちそれを
燃やし、残り火で、細い竹にさした団子、あるいは餅を
焼いて食べるという内容で 1 月 15 日前後に各地で行わ
れます。相馬では、毎年 1 月 14 日に長友グラウンドで
開催しており、甘酒の無料振舞いや相馬商工会議所女性
会による温かい食事の販売などもございます。どんと焼
きの火にあたったり、焼いた団子を食べれば、その１年
間健康でいられるなどの言い伝えもありますので、
ぜひ、
家族そろって暖かい格好でお越しください。

●日時

令和 2 年 1 月 14 日（火）
受付：9:30 〜 火入れ：17:00 〜
●場所 長友グラウンド
●問合せ先 相馬市連合商栄会
（相馬商工会議所内

緯 36-3171）
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～市内事業所を花で明るく～

11/13 女性会

ｅ顔プロジェクト

当所女性会主管で「第 17 回 e 顔プロジェクト」を実
施した。
このプロジェクトは、地域の環境美化の一環として
行っており、明るく元気に「笑顔」
「いい顔」の輪を広
げたいとの願いを込め取り組んでいる。
当日は、会員 15 名が参加し、色とりどりのパンジー
を 56 会員事業所へ配布した。

開催され、当所が管理運営している道の駅そうまも出店
した。
このイベントは、東北や全国各地から「道の駅」へ支
援をいただいた皆様に対して、感謝と御礼のイベントと
位置づけ、震災復興後における「道の駅」が元気になっ
たことを広く紹介すると共に、
「道の駅」の利用促進と
東北 6 県の観光振興を図ることを目的として実施され
ており、今回で 4 回目の開催となった。
今回は東北 6 県から 47 の道の駅が出店し、大いに賑
わいを見せる中、道の駅そうまは水ダコやしらす、青の
りなどの海産物を販売し人気を集めた。
10 月の台風 19 号とそれに続く大雨により、道の駅
そうまも被災し出店が危ぶまれたが、どうにか準備を整
えて出店したところ、状況を知って足を運んでいただい
たお客様もあり、皆様のご支援があっての道の駅である
と再確認したイベントとなった。

11/18 常議員会

11/15 共済加入者還元事業 福引大会開催
当所大会議室において、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権を持参した加入
者らがガラポンを回し、当選者には掃除機やオーブンレ
ンジ、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。
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。

常議員会は、構成員 24 名出席のもと当所大会議室に
て開催された。
冒頭、草野会頭が挨拶を行い、続く報告事項では、役
員改選による常議員会を構成する新役員の紹介を行い、
各部会・委員会事業の開催状況等報告、青年部・女性会
の活動報告、要望活動や創立 70 周年記念事業などの報
告を行った。
議事では（1）新規会員加入 2 件の加入を承認（詳細
は P6 に掲載）
、
（2）常設委員会副委員長及び委員の委
嘱について（3）顧問の委嘱について審議され各々原案
通り承認された。

11/18～19 復興庁 ハンズオン支援事業
第 2 回事業所ミーティング開催

11/6～7 道の駅そうま

「道の駅まるごとフェスタ」に出店

宮城県仙台市の仙台市役所前市民広場（勾当台公園）
において、
『東北 6 県「道の駅」まるごとフェスタ』が

当所第 2 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
るハンズオン支援事業の第 2 回事業所ミーティングを
開催した。当ハンズオン支援事業は、主に水産加工業者
の販路拡大・販促力強化を目的として本年度実施される。
今回は、営業専門のコンサルティング会社 ㈲山田英
司事務所 山田英司氏と各事業所との打合せの２回目で、
販促ツールデザインの最終確認やそれを使用しての営業
戦略について、話し合いが行われた。次回は、実際に販
促ツールを利用した結果等をフィードバックし、改善を
図るなどより良いものにしていく会議を開催予定であ
る。

令和元年 12 月 3 日発行

家電販売・修理

代表

リフォーム

武田一奉

相馬市中村字新町 57-1
TEL.0244―35－2245
FAX.0244－35－1008
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アクサ生命保険株式会社
郡山支社 相双営業所
〒975-0006 福島県南相馬市原町区橋本町1-35
TEL 0244-24-3480
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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〕

東北中央自動車道「相馬 IC ～相馬山上 IC」間

通行料無

福島市・米沢市が更に

料
祝 令和元年１２月２２日（日）１４：３０に開通‼
近くなりました。
米沢のらーめん・そば・うどんを食べるなら
福島

米沢

四季の里 イルミネーション 2020

「米沢麺業組合」
米沢のらーめん・そば・うどんを食べるなら

「米沢麺業組合」
米沢麺業組合の組合店舗（30 店舗）の歴史は
100 100
年 年以上。
米沢麺業組合の組合店舗（30
店舗）の歴史は
以上。
組合設立当初からの老舗もあり、伝統の味は本物。
組合設立当初からの老舗もあり、伝統の味は本物。新しい
新しい店舗もそれぞれ研究熱心です！
店舗もそれぞれ研究熱心です！
米沢のらーめん・そば・うどんを食べるなら
「米沢麺業組合」

入園無料

米沢麺業組合の組合店舗（30 店舗）の歴史は 100 年以上。
組合設立当初からの老舗もあり、伝統の味は本物。新しい
店舗もそれぞれ研究熱心です！

米沢らーめん
米沢らーめんは、手もみの細縮れ麺と、あっさりした
米沢らーめん
後味の良いスープが特徴です。各店が鶏ガラと煮干しを
米沢らーめんは、手もみの細縮れ麺と、あっさりした後
ベースとしたスープを吟味、工夫を凝らしその店ならで
味の良いスープが特徴です。各店が鶏ガラと煮干しをベー
米沢らーめん
はの味でお客様をおもてなししています。
米沢らーめんは、手もみの細縮れ麺と、あっさりした後
■点灯期間 1 月 11 日 ( 土 ) ～ 2 月 11( 火 )
■点灯時間 17:00 頃～ 21:00
■点灯場所 四季の里 園内（福島市荒井字上鷲西 1-1）
※期間中の毎週土日祝日（18:30 ～ 19:15）工芸館内で
はミニコンサートを開催予定。観覧無料です。
※演奏者については現在調整中
◇協
力 JRA 福島競馬場
【お問い合わせ】
福島市観光開発㈱西事業所 TEL:024-593-0101

Lobo

スとしたスープを吟味、工夫を凝らしその店ならではの味
味の良いスープが特徴です。各店が鶏ガラと煮干しをベー
でお客様をおもてなししています。
スとしたスープを吟味、工夫を凝らしその店ならではの味

米沢そば
でお客様をおもてなししています。
米沢のそばは、米の不作への備えとして米沢藩主上杉
米沢そば
鷹山公によって栽培が奨められ、長年にわたりその味わ
米沢そば
米沢のそばは、米の不作への備えとして米沢藩主上杉鷹山
米沢のそばは、米の不作への備えとして米沢藩主上杉鷹山
いが愛されてきました。ぜひ味わってみてください。

公によって栽培が奨められ、長年にわたりその味わいが愛
公によって栽培が奨められ、長年にわたりその味わいが愛
されてきました。ぜひ味わってみてください。
されてきました。ぜひ味わってみてください。

※米沢のうどんも、ぜひ食べてみてください！

■店舗詳細は、米沢麺業組合ＨＰをご覧ください。
米沢麺業組合

米沢麺業組合

検索

検索

商工会議所早期景気観測

（10 月調査結果）

根強い消費者の節約志向が続く中、消費税引上げに伴う駆け込み需要の反動減により、
小売業の売上が落ち込んだ。また、一部の地域ではラグビーワールドカップに伴いイン
バウンドを含む観光需要が好調に推移した一方、台風 19 号の影響による旅行客のキャン
セルや客足減少、交通網の寸断、生産活動・物流面への影響を指摘する声も聞かれた。

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）

・「設備投資関連では製造
業からの大型案件を受注
でき、売上は堅調。ただし、
技術職や下請け企業の人
手不足は深刻であり、受
注調整をせざるを得ない
状況は変わらず、消費税
引上げ後の状況と併せて
注視していきたい」
一般工事業
・「台風 15 号や 19 号の被
害に伴う修理や保険対応
の見積もり依頼が多く、
受注は増加している。既
に 200 件以上の依頼を受
けており、全ての対応が
終わるのに年明け頃まで
かかる可能性もある」
建築工事業

・
「米中貿易摩擦や中国経
済の減速の影響で中国向
け製品の受注が減少し、
売上・採算ともに悪化し
た。今後も好材料に乏し
く、売上高の前年割れは
避けられない見通し」
金属製品 製造業
・
「ラグビーワールドカッ
プや地元のプロ野球チー
ムのクライマックスシ
リーズ進出による盛り上
がりの恩恵を受け、売上
は増加した。人手不足が
深刻な状況は続いている
ものの、これから迎える
秋の行楽シーズンは書き
入れ時であり、さらなる
売上増加を目指している」
食料品製造業

・
「好調な民間工事を背景
に建設業からの引き合い
が増え、建材や鋼材など
の資材関連の売上が伸び
た。業況は改善した一方
で、前年同月と比べて仕
入れコストの負担感が大
きい状況は変わらず、今
後の懸念材料となってい
る」建設資材等卸売業
・
「飲料品の受注が好調で
売上は改善したものの、
資金繰りに余裕はなく、
設備投資に踏み切れない。
また、人件費や仕入れコ
スト上昇の行方次第では
販売価格への転嫁も検討
せざるをえない」
飲食料品卸売業

・「台風 19 号の影響に伴う
道路規制の影響により物
流が滞っており、製品の
入荷が遅れるなど影響が
あった。産地が被害を受
け、品不足になっている
商品は仕入れ価格が上昇
しており、採算が悪化し
た」花・植木小売業
・「8 月以降は前年 同月比
1.5 倍以上の売上を記録
し、駆け込み需要が盛り
上がったが、今月は反動
減により売上が伸び悩ん
でいる。ポイント還元制
度の恩恵も感じられるが、
落ち込みをカバーしきれ
ない。当面は厳しい状況
が続きそうだが、年内に
は持ち直す見込み」
家具小売業

・「地元がラグビーワール
ドカップの開催地となっ
たため、インバウンドを
含め、ワールドカップ関
連の観光客は増加した。
一方で、台風 19 号の影響
により予約のキャンセル
も相次いだほか、人手不
足に伴う人件費の増加も
あり厳しい状況が続いて
おり、全体の売上は落ち
込んだ」宿泊業
・「韓国や香港からの観光
客が激減しており、売上
は壊滅状態で業況は悪化
している。消費税引上げ
による売上減少も予想さ
れ、台湾や上海など幅広
い地域からの誘客に取り
組んでいきたい」飲食業

▲25.7

▲33.3

▲54.5

▲59.2

▲26.1
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12月 行事予定

日本政策金融公庫による金融相談会

日（曜）
行
事
時間
場
所
13:00 相馬商工会議所
5（木）労務相談会
メガ得 1000 スタンプラリー抽選会 9:30 相馬商工会議所
「がんばろう相馬！スーパープレミアム
6（金）
10:00 相馬商工会議所
商品券」スタンプラリー抽選会
商業部会
17:00 相馬商工会議所
7（土）～ 8（日） 共済加入者還元事業 バスツアー 5:45 東京都方面
8（日）第 217 回下級珠算暗算検定試験 9:00 各公認塾
10（火）サービス業部会
16:00 相馬商工会議所
11（水）重要港湾相馬港セミナー
16:00 相馬商工会議所
東北中央自動車道・
馬場野字潜石交
13:30
差点東側公園
16（月） 相馬工区全線開通記念植樹
第 38 回福島・相馬・米沢地域経済開発懇談会 15:00 N リゾート福島
17（火）建設業部会
18（水）女性会 第 5 回役員会
19（木）青年部第９回理事会
正副会頭会議
20（金）常議員会
第 145 回臨時議員総会
23（月）相馬市災害対策復興会議
26（木）

15:00
13:30
19:00
13:30
14:30
16:00
16:00

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
相馬商工会議所
相馬商工会議所

令和元年度福島県商工会議所連合会臨時総会、
福島市・
15:30
知事を囲む県下商工会議所正副会頭会議
ウエディングエルティ

27（金）仕事納めの式

新入会員紹介
事

業

所

9:00 相馬商工会議所

2019 年 9 月 2 日～ 11 月 18 日
名

Cedar HAIR DESIGN 杉

代表者

業

恵 里 美

容

業

食

業

東京電力㈱原発事故による
損害賠償相談会のご案内
12 月 4・11・18・25 日（水）
午前 10 時～午後４時
相馬商工会議所 第３会議室
志 0120 － 926 － 404

◎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。

発行所

相馬商工会議所

年末調整個別指導会のご案内
年末調整とは、毎月の専従者・従業員の給与、賞
与から差し引かれた所得税と、1 年間の給与総額に
対する年税額との差額を精算するもので、専従者・
従業員にとって確定申告に代わる大切な手続きで
す。商工会議所では、次のとおり年末調整個別指導
を行います。
●開 催 日 令和 2 年 1 月 6 日（月）～ 1 月 20 日（月）
●開催時間 9：00 ～ 16：00
●開催場所 相馬商工会議所 商工サロン
●問合せ先 中小企業相談所
緯 36-3171

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。

種

ど さ ん 子 大 将 相 馬 店 岩 佐 貴 哲 飲

●開 催 日
● 受付時間
●会
場
● 問合せ先

創業資金や運転・設備資金など、事業に必要な資
金に関して毎週火曜日ご相談承ります。事前にお電
話にてご予約下さい。
●開 催 日：12 月 2・9・16・23 日（火）
●受付時間：11:00 ～ 15:00
●会
場：相馬商工会議所 2 階 第 3 会議室
●問合せ先：中小企業相談所 志 36 － 3171

ひなめぐり 雛飾り展示募集
ご自宅の雛飾・つるし雛を展示しませんか？
当所所女性会では、令和 2 年 2 月 16 日（日）に、
恒例のひなめぐり事業の実施を予定しております。雛
飾りを相馬市民会館へ飾る予定ですので、各家庭でお
持ちの雛飾りやつるし雛、手作りした作品など展示し
てみませんか？展示にご協力いただける方は、相馬商
工会議所までご一報願います。
○問合せ先 女性会担当 塩谷 緯 36 － 3171

当所では、年末年始の休業を令和元年
12 月 28 日から令和 2 年 1 月 5 日まで
とさせて頂きますので、よろしくお願い
申し上げます。
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