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昨年はコロナ禍で制約の多い１年でしたが、
いろいろな分野で新たな動きがみられるよ
うになりました　

▲研修やセミナーでは
オンラインが主役に

▲伝統の食材を新しい
切り口で

▲海保カレー、スイーツ
もぞくぞくと

▲新業種、新業態を開発。
キッチンカーで最高級
コーヒー

面する諸課題への対応を重点事項と位置づけ、
各種支援事業や会員サポート事業を強化し、よ
り充実したものとなるよう、全力で取り組んで
まいります。また、“会員と共に”“地域と共
に”のモットーのもと、ポストコロナへの視点
を持ち、“地域資源を活かした地方創生こそが
塩竈の進むべき道”との考えに立ち、県、市の
協力をいただきながらみなと塩竈ゆめ博・スタ
ンプラリーなどの事業を実施してまいります。
　今年一年が会員事業所の皆様にとりまして夢
と希望がもてる明るい一年になりますよう、一
層の努力を重ねてまいります。皆様のご支援、
ご協力を心からお願い申し上げます。
　本年もよろしくお願いいたします。

　令和４年の新春にあたり、ご挨拶を申し上げ
ます。
　昨年後半、新型コロナウイルス感染者数が減
少傾向に転じ、本格的な消費回復が期待されま
したが、新たな変異株によりコロナとの共存が
余儀なくされております。「新しい生活様式」
への転換が求められ、新技術や新サービスの活
用が不可欠となるなど、私たちを取り巻く経営
環境も大きな変革期を迎えています。
　このような中、当所では本年も会員企業が直

会 頭　
桑　原  　 茂

キクニ㈱
代表取締役

三浦一泰菅原周二
㈱白寿殿

代表取締役会長

水野暢大
水野水産㈱
代表取締役社長

年頭所感年頭所感 副会頭

今年もよろしくお願いいたします。
専務理事

「コロナを乗り越え
　　  夢と希望がもてる
　　　　   　明るい一年に」



新型コロナウイルス感染症関連支援情報

　市内飲食店の事業継続を支援するため、１事業所あたり５万円が支給されます
支給対象者　市内で飲食店・喫茶店を営む中小事業者や個人事業主など
申 請 期 間　令和２年11月中旬から令和３年１月22日（予定）
申 請 方 法　塩竈市から郵送された申請書に記入の上、郵送により申請
　　　　　　※届いていない場合は、市役所１階ロビー、壱番館２階商工港湾課で取得可能。  
　　　　　　　市HPからもダウンロードできます

　市内飲食店の感染症対策備品の購入費用について、１事業所あたり５万円（上限）が助成さ
れます
支給対象者　市内で飲食店・喫茶店を営む小規模企業者、個人事業主
　　　　　   ※当所が行った「備品購入補助金」及び宮城県の「再起支援補助金（感染対策）」
　　　　　　　   の支給を受けられた方は対象外となります
対 象 備 品　令和２年９月16日から令和３年１月22日までの間に当該店舗用として新たに購
　　　　　　入した備品（非接触型検温器、空気清浄機、アクリルパーテーションなど）
申 請 期 間　令和２年11月中旬から令和３年１月22日（予定）※予算上限に達し次第終了
申 請 方 法　●当所会員事業所の方：当所窓口に申請
　　　　　　　※申請書は、当所にございます
　　　　　　●非会員事業所の方：郵送により市へ申請
　　　　　　　※申請書は、市役所１階ロビー、壱番館２階商工港湾課に設置しているほか、
　　　　　　　　市HPからもダウンロードできます。

◇問い合わせ先　塩竈市産業環境部商工港湾課　☎０２２（３６４）１１２４

飲食店事業継続緊急支援金

飲食店感染症対策備品等購入助成金

塩竈市緊急支援事業塩竈市緊急支援事業
新春紙上名刺交換新春紙上名刺交換
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日本商工会議所 
会　頭　三　村　明　夫

相澤保険㈲
常務取締役　小　野　広　祐

宮城県商工会議所連合会
会　長　鎌　田　　　宏

愛さんさん宅食㈱
代表取締役　小　尾　勝　吉

㈱アイリーワークス
代表取締役　遠　藤　正　浩

議　員
アクサ生命保険㈱仙台支社

支社長　佐　藤　　　浩

アフラック募集代理店  加瀬谷多嘉子 
代　表　加瀬谷　多嘉子

監　事
税理士法人阿部会計事務所

代表社員税理士　阿　部　喜　和

常議員
㈱阿部龜商店

代表取締役　阿　部　　　仁

常議員
㈱阿部善商店
代表取締役社長　阿　部　善　久

議員
㈱阿部電工

代表取締役　阿　部　剛　典

議　員
㈱阿部平蒲鉾店

代表取締役　庄　子　和　典
スナックアラジン

店　主　工　藤　優　子

議　員
イオンタウン㈱イオンタウン塩釜
　仙台エリアマネージャー

井　上　　　守

㈱アベチョウ
代表取締役　阿　部　浩　明

㈲石田電気商会
取締役会長　石　田　隣太郎

常議員
一ノ蔵酒類販売㈱

代表取締役会長　鈴　木　　　整

議　員
㈱稲井

常務取締役　亀　井　善　宏

議　員
㈱岩手銀行塩釜支店

支店長　佐　藤　浩　之
㈱インシスト

代表取締役　橋　沼　宏　行

常議員
㈲栄太楼

取締役会長　齋　藤　栄　樹

ＮＸ仙台塩竈港運㈱
  代表取締役社長　志　村　信　仁

ＮＸ港運輸送㈱
　 代表取締役　三　浦　壮　一

常議員
えびす屋釣具店

代　表　伊　藤　栄　明

エフエムベイエリア㈱
代表取締役　横　田　善　光

議　員
㈲エム・ケー建築設計事務所

取締役　亀　山　満　昭

常議員
㈱エンドーグループ

代表取締役会長　遠　藤　紘　一
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大沼工業
代　表　大　沼　　　章

常議員
大郷運輸㈱
常務取締役　愛　場　五　男

議　員
太田與八郎商店

店　長　太　田　　　真

㈱大本組 東北支店
執行役員支店長　齋　藤　　　学

㈱０ｔｔ０
　  代表取締役　沖　田　　  司

燻製工房　おが太郎
代　表　尾　形　美　保

荻原醸造
代　表　荻　原　　　勝

（同）オフィスTR
代表社員　大　橋　貴　利

海鮮せんべい塩竈㈱
代表取締役　杉　浦　敏　夫

風張広美税理士事務所
税理士・行政書士　風　張　　　淳

風張広美税理士事務所
税理士・経理士　風　張　広　美

鹿嶋珠算塾
代　表　鹿　嶋　みよ子

かじきや
店　主　相　澤　賢　治

議　員
片倉コープアグリ㈱東北支店
　　常務執行役員支店長

十　河　貞　男

議　員
㈱カネコ橋沼商店
代表取締役社長　橋　沼　幸　造

カフェ　はれま
代　表　菊　池　千　尋

議　員
カメイ物流サービス㈱
代表取締役社長　遠　藤　良　一

㈱菊田工業所
代表取締役　菊　田　裕　之

会　頭
キクニ㈱
代表取締役　桑　原　　　茂

キクヤ洋品店

菊　地　　　進
菊　地　房　江

議　員
㈱北日本銀行塩釜支店

支店長　須　藤　　　学

キタヤ餅店
店　長　青　山　亜　紀

協電工業㈱
代表取締役　浅　野　隆　一

常議員
極洋食品㈱
代表取締役社長　大　松　英　知

くろさわ脳外科画像診断クリニック
院　長　黒　沢　久　三

常議員
㈱くろしお
代表取締役　鈴　木　雅　博

議　員
㈱工陽社
代表取締役　鈴　木　嘉　仁
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常議員
㈱ごんきや
代表取締役会長　佐　藤　仁一郎

コロラド
店　主　東海林　恒　夫

コンディメント。カフェ
オーナーシェフ　木　下　喜　晶

今野設備工業㈱
代表取締役　石　田　裕　子

㈱今野モータース
代表取締役　今　野　洋　志

議　員
齋忠男税理士事務所

所　長　齋　　　忠　男

常議員
㈱佐浦
代表取締役社長　佐　浦　弘　一

議　員
司法書士法人佐々木総合事務所

代表社員　佐々木　尚　哉
㈱佐々留商店
代表取締役　佐々木　恒　芳

㈲佐精
代表取締役　佐　藤　清　文

㈱サセイ不動産
代表取締役　佐　藤　千　晶

㈲さとう精肉店
代表取締役　佐　藤　敏　幸

常議員
三恵商事㈱
代表取締役会長　坂　井　盾　二

三恵商事㈱
代表取締役社長　坂　井　陽　一

議　員
㈱サンウェル・SUN福祉工房
代表取締役　下　山　和　則

三陸輸送㈱
代表取締役社長　髙　城　崇　充

常議員
三陸運輸㈱
代表取締役社長　髙　城　崇　充

㈱シーフーズあかま
代表取締役社長　赤　間　俊　介

議　員
㈲シェヌー
代表取締役　赤　間　善　久

小料理　紫園
店　主　相　澤　和　代

議　員
塩釜青色申告会

会　長　大　場　喜　藏

常議員
塩釜ガス㈱
代表取締役社長　稲　井　謙　一

職業訓練法人
　塩釜建設技能者訓練協会

会　長　庄　子　秋　男

塩竈キッチン花
代　表　守　谷　智　子

議　員
塩釜港開発㈱

総務部長　星　　　清　輝

常議員
塩釜港船舶給水㈱
代表取締役　鈴　木　哲　郎

議　員
塩釜市商業協同組合

理事長　佐　浦　俊一郎
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（公社）塩釜市シルバー人材センター
理事長　引　地　榮　五

常議員
協同組合連合会塩釜水産物仲卸市場

理事長　阿　部　秋　雄

議　員
塩釜市団地水産加工業㈿

専務理事　佐　藤　雄　一

監　事

㈱塩釜商会
代表取締役社長　下　田　啓　二

㈱塩釜  菅原園茶舗
代表取締役社長　佐　藤　武　久

常議員
協業組合塩釜清掃センター

理事長　鈴　木　文　夫

塩竈倉庫㈱
代表取締役　田　代　　　諄

議　員
塩釜地区機船漁業㈿
代表理事組合長　佐　藤　晴　一

塩釜地区資源化事業協同組合
代表理事　坂　本　晃　久

塩釜地区資源化事業協同組合
専務理事　内　海　健　一

塩釜地区資源化事業協同組合
常務理事　宮　本　柾　史

議　員
㈱塩釜地方卸売市場
代表取締役社長　佐々木　眞　一

㈲塩釜燃料商社
代表取締役社長　志　野　礼　三

お食事処　しお彩
代　表　武　田　京　子

㈱汐見不動産
代表取締役　佐　藤　德　康

常議員
㈲志賀石材店
代表取締役会長　志　賀　重　信

常議員
㈱七十七銀行塩釜支店

支店長　三　瓶　淳　也

議 員
㈱澁谷商店
代表取締役　澁　谷　昭一郎

議　員
㈱シマムラ
代表取締役　嶋　村　宗　将

㈱ジャパン交通
代表取締役　横　石　弘　幸

議　員
㈲白幡
代表取締役社長　白　幡　邦　友

顧　問
志波彦神社鹽竈神社

宮　司　鍵　　　三　夫

志波彦神社鹽竈神社氏子青年会
会　長　戸　羽　宏　明

 

議　員
㈲すし哲
代表取締役　白　幡　泰　三

常議員
㈱鈴木工務店
取締役会長　鈴　木　雄　一

㈱鈴木工務店
代表取締役　鈴　木　美　範

Studio　Feel
代　表　砂　口　絵梨子

議　員
㈱清野工務店
取締役会長　清　野　　　薫
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議　員
㈱ダイイチ津田商店
代表取締役　津　田　武　彦

監　事
㈱仙台銀行塩釜支店

支店長　中　山　大　輔
仙台漬魚㈱
代表取締役社長　武　田　胞　雄

㈲たかせさとし美容室
代表取締役　髙　瀬　　　聡

議　員
㈲高橋商事
代表取締役　高　橋　幸三郎

㈱高山
代表取締役　高　山　富　充

議　員
拓洋商事㈱
代表取締役会長　大　橋　英　明

議　員
㈱武田の笹かまぼこ
代表取締役社長　武　田　武　士

議　員
㈱辰巳商会
代表取締役　田　中　大　輔

議　員
㈱千賀の浦　
ホテルグランドパレス塩釜
代表取締役　松　本　晴　幸

（一社）チガノウラカゼコミュニティ
代表理事　津　川　登　昭

千田アルミ建材
代　表　千　田　忠　一

㈲中央交通
代表取締役社長　菅　原　正　樹

議　員
長南マイクロパーツ㈱
取締役会長　長　南　正　勝

常議員
㈱テクノムラマツ
代表取締役会長　村　松　友　司

㈱テクノムラマツ
代表取締役社長　村　松　真　一

天神運輸倉庫㈱
代表取締役　加　藤　憲　司

㈲土井精菓
代表取締役　土　井　　　忠

貞山運河「御舟入堀」プロジェクト
代　表　武　田　せつ子

㈱ディンゴ
代表取締役　中　澤　拓　摩

㈱東京海上あんしんエージェンシー

三　浦　孝　子

常議員
東北重機工事㈱
代表取締役社長　千　葉　浩　介

議　員
東北電力㈱仙台北営業所

所　長　伊　田　陽　子

常議員
東北電力ネットワーク㈱
　塩釜電力センター

所　長　近　藤　大　輔

㈱東京海上日動パートナーズ東北
　塩釜支社
塩釜支社長　二　宮　典　子

常議員
東北ドック鉄工㈱
代表取締役社長　宮　﨑　　　剛

㈱豊島
代表取締役　坂　本　晃　久
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（五十音順）

新春紙上名刺交換新春紙上名刺交換

議　員
㈱直江商店

代表取締役　直　江　僚　大

日本三景交通㈱
代表取締役　髙　橋　　　渉

割烹　中長
代　表　根　岸　俊　之

㈲梅花堂
代表取締役副社長　佐　貝　広　明

ハイパー㈱
代表取締役　大　山　　　淳

副会頭
㈱白寿殿

代表取締役会長　菅　原　周　二

議　員
㈱白寿殿

代表取締役社長　菅　原　宏　和

議　員
㈱橋浦電設

代表取締役　橋　浦　　　宏

蜂屋食品㈱
代表取締役　蜂　屋　和　彦

㈱博光社
代表取締役　松　本　尚　己

議　員
㈲花久生花店

代表取締役　佐　藤　貴　久
㈲花園旅行

代表取締役　尾　口　正　則

議　員
パルメゾン西村

代　表　西　村　勝　男

顧　問
東日本自動車学校

代表取締役　阿　部　勘九郎

㈱Ｈaptech
　  代表取締役　土　見　大　介

Beautyマーメイド
代　表　近　藤　ミ　カ

㈲美生
代表取締役　飯　塚　久　雄

平成エポックトラベル
代　表　佐々木　信　康

㈱ベルシステム
代表取締役　鈴　木　晶　晴

議　員
㈱宝生

代表取締役　尾　形　喜　孝

Beauty＆Nail　Ace
代　表　阿　部　晃　子

議　員
本間商工㈱

代表取締役社長　本　間　　　良
バー　狸穴

店　主　松　田　美和子

プリンス食品㈱
代表取締役　古　内　隆　弘

プランニングフェロー
代　表　今　野　秀　昭

（一社）ハッピーキャンパー　
ワークスタイルにこ

理事長　吉　田　英　士

９days  Design  STUDIO
代　表　大　沼　剛　宏
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（五十音順）

新春紙上名刺交換新春紙上名刺交換

副会頭
水野水産㈱
代表取締役社長　水　野　暢　大

港町の鉄板焼
代　表　土　井　教　史

常議員
㈱三亥
代表取締役　佐々木　　　茂

議　員
みなと塩釜魚市場㈱
代表取締役社長　志　賀　直　哉

常議員
三波食品㈱
代表取締役　内　海　勝　男

議　員
宮城ケーブルテレビ㈱

取締役事業統括部長　　　　　
加　藤　雄　一

宮城県社交飲食業生活衛生同業組合
塩釜支部

支部長　工　藤　優　子

常議員
宮城マリンサービス㈱
代表取締役社長　佐　藤　良　典

宮城造船鉄工㈱
代表取締役　佐　藤　元　通

㈲宮城リサイクルセンター
代表取締役　宮　本　柾　史

㈲宮城リサイクルセンター
取締役　坂　本　晃　久

㈲宮城リサイクルセンター
取締役　内　海　健　一

宮本産業㈱
代表取締役　宮　本　柾　史

常議員
㈱三善材木店
代表取締役　小　泉　幸　彌

そば処　村崎庵
代　表　齋　藤　　　宏

㈱森デザインハウス
代表取締役　森　　　博　史

常議員
杜の都信用金庫

常勤理事　千　葉　勝　美

議　員
㈱八百大
取締役会長　佐　藤　幸　司

議　員
㈲八百照
代表取締役　下　山　雄　司

議　員
ヤットハチ鈴木水産㈱
代表取締役　鈴　木　信　弘

議　員
㈱矢部園茶舗
代表取締役社長　矢　部　　　亨

マルサイ水産㈱
代表取締役　髙　橋　敬　一

議　員
丸文松島汽船㈱
代表取締役社長　佐　藤　昭　夫

議　員
㈱丸要漁業部
代表取締役　佐　藤　　　秀

マルミヤフーズ㈱
代表取締役　佐々木　正　博

議　員
メガネギャラントリー
代表取締役　鈴　木　成　久

議　員
㈱丸勝会館
代表取締役　遠　藤　勝　一
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（五十音順）

新春紙上名刺交換新春紙上名刺交換

議　員
㈱ヨークベニマル塩釜店

店　長　星　　　義　博

議　員
㈱横善商店
代表取締役　横　田　善　光

よろずや くわ
代　表　桑　田　勇　夢

利商印刷㈱
代表取締役社長　佐　藤　　　大

㈲利府環境クリーン
代表取締役　鈴　木　健　一

ライフ＆ファッションたかはし
店　主　髙　橋　　　章

和歌珈琲
代　表　武　田　和歌子

常議員
和田電気工事㈱
取締役会長　和　田　　　忠

渡辺果実店
　渡　邉　敬　久

塩釜商工会議所
専務理事　三　浦　一　泰

塩釜商工会議所女性会
会　長　鈴　木　あい子

塩釜商工会議所青年部
会　長　土　見　大　介

塩釜商工会議所

職　員　一　同

議　員
㈱ユアテック塩釜営業所

所　長　菅　野　竜　二

㈱祐文堂
代表取締役　庄　子　友　博

令和３年分確定申告相談のご案内令和３年分確定申告相談のご案内
～税務署からの通知ハガキを必ずご持参下さい～～税務署からの通知ハガキを必ずご持参下さい～
◆日時　　２月21日㈪～３月１５日㈫
　　　　　午前９時30分～午後４時（最終日は相談のみ）
　　　　　※【受付】午前の部は11時、午後の部は3時までとなります。
　　　　　※土・日・祝日はお休みとなります
◆会場　　塩釜商工会議所　会議室
◆特記事項
※扶養親族等のマイナンバーが確認できるもの（全員分）をご持参
下さい。
※提出書類には、事業主のマイナンバーが必要となります。
『個人番号カード』（写）を必ずご持参下さい。
　なお、『個人番号カード』のない方は、通知カード（写）またはマ
イナンバーが記載された住民票の原本および運転免許証、パス
ポート、顔写真付き公的機関発行の証明書（写）をお持ち下さい。
≪問い合わせ先≫　塩釜商工会議所　中小企業相談所　（３６７）５１１１

「鹽竈浦上回顧図(塩竈富山図巻)」(部分)
享保年間（1716～1736年）

鹽竈神社博物館所蔵
　本図は、仙台藩の絵師として活躍した佐久間洞巌の作
で、海側から一森山と町並みを捉えたほかに類例のない構
図です。当地に縁の深い洞巌ならではの描写と考えられま
す。
　橋が架かっている川は、現在は「塩竈海道（県道北浜沢
乙線）」となっています。手前の海は埋め立てられ、壱番

館などが建つ本町や宮町、
海岸通となりました。
　なお、この絵図は平成30
年７月に当所が絵葉書とし
て発行しており、現在も市
内郵便局や土産物店でお買
い求めいただけます。

佐久間 洞巌 筆
どう がんさ　く　ま

議　員
㈱ヤママサ
代表取締役　三　嶋　政　人

議　員
㈲ヤマコ武田商店
代表取締役　武　田　健　司

表紙に
ついて
表紙に
ついて

　12月７日、当所塩釜みなとブランド推進委員会
（齋藤栄樹委員長）がホテルグランドパレス塩釜で
地域資源勉強会を開催しました。
　第10回目となる今回のテーマは「塩竈と京都　
源融への想い」で、講師は、NPOみなとしほがま 
理事長（当所副会頭）菅原周二氏。源融と塩竈の深
い関わりについて、スライドや写真資料を使って講
話いただきました。
　菅原氏は、「源融（822-895）は嵯峨天皇の皇子で、
平安前期の貴族。864年に陸奥出羽按察使に任命さ
れました。その後京都の鴨川のほとりに壮麗な邸宅
六条河原院を構えました。河原院には、塩竈の千賀
の浦の風景を模した庭園があり、貴族たちが集い、
和歌を詠みました。写真や映像のない時代、塩竈を
テーマにした庭園は最高のＰＲ媒体であり、源融は
まさに本市の“トップセールスマン”でした。また、
この河原院は「源氏物語」の舞台であり、源融は主

人公「光源氏」のモデルの一人であるとも言われて
います。そして、京都には現在も塩竈町、本塩竈町
の地名や、源融ゆかりの塩竈の手水鉢などが残って
います」と話されました。
　なお当日は、古代笛の演奏、小関裕而氏作曲「塩
竈市民歌」の詠唱、尺八・三味線の伴奏で民謡塩釜
甚句などが披露され、塩竈の魅力あふれる歴史や文
化に想いを馳せる一日となりました。

▲当日、会場に展示された「源融」像は、
NPOみなとしほがまが所蔵するもの
で、普段は市内本町の「まちかど博物
館」に展示されています。

▲１５０名の来場者は、講師が紹介する和歌
の奥深い意味に聞き入っていました

※参考
　当所では、2007年にも「源融」に関するフォーラム等
を開催し、観光振興に取り組みました。2022年に源融の
生誕1200年を迎えるにあたり、改めて、いにしえの京都
と塩竈を結ぶ「源融」を学ぶ機会を設けました。この地
域資源勉強会は「塩竈を知り、塩竈の魅力を発信してい
くこと」を目的に継続して開催していますが、塩竈の長
い歴史に裏打ちされた魅力の一端を垣間見る機会となっ
ています。

▲講師の菅原周二副会頭

みなもとのとおる

みなもとのとおる

む つ で わの あ ぜ ち

ちょうず  ばち

地域資源勉強会「源 融」 を学ぶ
みなもとの とおる

▲現在も「塩竈町」の地名が残り、平安からのつながり
がうかがえます
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各宗葬儀施行・仏壇・仏具・生花

塩釡市桜ヶ丘2-27
TEL 022-366-4141

●白寿殿　塩　釜
●白寿殿　多賀城
●白寿殿　利　府
●白寿殿　七ヶ浜

●白寿殿　岩　切
●白寿殿　石　巻
●白寿殿　利府駅前
●白寿殿　松　島

株 式
会 社

脳MRI・全身CT　　最新設備完備
◎ 第２、第４日曜診療（新患、予約のみ）
◎ 低線量CT、高性能MRI健診
  （脳、肺がん、全身－10,000円より）
◎ 物忘れ外来（予約制）

TEL 0120-055-018

塩釜市錦町6-32
ＪＲ仙石線西塩釜駅徒歩３分

予約専用
ダイヤル

院長　黒  沢  久  三

く ろ さ わ 脳 外 科
画像診断クリニック

　12月７日、当所塩釜みなとブランド推進委員会
（齋藤栄樹委員長）がホテルグランドパレス塩釜で
地域資源勉強会を開催しました。
　第10回目となる今回のテーマは「塩竈と京都　
源融への想い」で、講師は、NPOみなとしほがま 
理事長（当所副会頭）菅原周二氏。源融と塩竈の深
い関わりについて、スライドや写真資料を使って講
話いただきました。
　菅原氏は、「源融（822-895）は嵯峨天皇の皇子で、
平安前期の貴族。864年に陸奥出羽按察使に任命さ
れました。その後京都の鴨川のほとりに壮麗な邸宅
六条河原院を構えました。河原院には、塩竈の千賀
の浦の風景を模した庭園があり、貴族たちが集い、
和歌を詠みました。写真や映像のない時代、塩竈を
テーマにした庭園は最高のＰＲ媒体であり、源融は
まさに本市の“トップセールスマン”でした。また、
この河原院は「源氏物語」の舞台であり、源融は主

人公「光源氏」のモデルの一人であるとも言われて
います。そして、京都には現在も塩竈町、本塩竈町
の地名や、源融ゆかりの塩竈の手水鉢などが残って
います」と話されました。
　なお当日は、古代笛の演奏、小関裕而氏作曲「塩
竈市民歌」の詠唱、尺八・三味線の伴奏で民謡塩釜
甚句などが披露され、塩竈の魅力あふれる歴史や文
化に想いを馳せる一日となりました。

▲当日、会場に展示された「源融」像は、
NPOみなとしほがまが所蔵するもの
で、普段は市内本町の「まちかど博物
館」に展示されています。

▲１５０名の来場者は、講師が紹介する和歌
の奥深い意味に聞き入っていました

※参考
　当所では、2007年にも「源融」に関するフォーラム等
を開催し、観光振興に取り組みました。2022年に源融の
生誕1200年を迎えるにあたり、改めて、いにしえの京都
と塩竈を結ぶ「源融」を学ぶ機会を設けました。この地
域資源勉強会は「塩竈を知り、塩竈の魅力を発信してい
くこと」を目的に継続して開催していますが、塩竈の長
い歴史に裏打ちされた魅力の一端を垣間見る機会となっ
ています。

▲講師の菅原周二副会頭

みなもとのとおる

みなもとのとおる

む つ で わの あ ぜ ち

ちょうず  ばち

地域資源勉強会「源 融」 を学ぶ
みなもとの とおる

▲現在も「塩竈町」の地名が残り、平安からのつながり
がうかがえます
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■石のある新しい生活空間を創る
　創業明治27年
　宮城県知事許可 （般－25） 第17106号

安心耐震施工推進
お庭の演出・アート  モニュメント

塩釜市北浜四丁目3の1
TEL364-5118  FAX362-2969

　12月９日、マリンゲート塩釜で「インボイス制
度の概要と経理処理の実務講習会」を開催しました。
講師は、税理士法人阿部会計事務所代表社員税理士
所長阿部喜和氏と同社の相澤エリ税理士で、18名が

参加し、消費税の仕組みや軽減税率、今後対応が必
要なインボイス制度について受講しました。
　インボイス制度が導入される令和5年10月1日以
降、消費税の仕入控除には一定事項を記載した帳簿
と適格請求書等の保存が必要です。売手として適格
請求書等を発行するには事前登録が必要であり、買
手としては、免税事業者との取引に経理処理や税額
計算で注意が必要になります。
　参加者からは「内容が難しい」、「対応に時間が
かかりそう」、「売手と買手の両面から影響を把握
する必要がある」などの意見が寄せられました。
　適格請求書発行事業所の登録申請は令和3年10月
1日から始まっています。インボイス制度は全ての
事業者に関係します。早めの情報収集と影響把握で
十分な対応を心掛けましょう。

　９月１日からスタートした“食べて！買って！使
って！当てよう！！塩竈元気スタンプラリー”には、
4,134通の応募があり、盛況のうちに終了しました。
　このスタンプラリーは、みなと塩竈ゆめ博事業の
一環として、また、市制施行80周年を記念して実
施しました。当所会員の飲食店、小売店や博物館な
ど164事業所に参加いただきました。２回の抽選会
（10月19日・12月14日）を行い、当選者は200名
で塩竈のブランドまぐろ『三陸塩竈ひがしもの』や
『極上おでんと地酒大吟醸セット』など、豪華賞品
が当たりました。
　記載いただいたアンケートでは、塩竈のイメージ、
自慢できるものとして「鹽竈神社」、「海」、「歴史
的建造物」、「マグロをはじめとした海産物やお寿
司などのおいしい食べ物や飲食店」、「趣のある町
並」をあげる方が多くありました。また、町を盛り
上げるためのアイデアとしては、「地域資源を活用
したイベントの開催やお祭りの復活」、「インスタな

どSNSの活用」、「若い人や子どもたちが楽しめる
施設を作る」、「たくさんの良い所があるので、それ
をみんなで活かしていくこと」などの塩竈を良くし
たいとの想いを感じるものがたくさんありました。
今後の事業活動等に活かしてまいります。
　たくさんのご応募、そして参加店としてのご協力、
ありがとうございました。
　

全ての事業者が関係します︕︕全ての事業者が関係します︕︕
インボイス制度講習会開催

▲

免
税
事
業
者
も
早
目
の
情

報
収
集
と
影
響
把
握
を

国税庁ホームページhttps://www.nta.go.jp

“塩竈元気スタンプラリー”にたくさんの応募
ご協力ありがとうございました！！

▲「これからも、塩竈でお買物を。」との気持ちを込めて

税理士による無料税金相談
東北税理士会塩釜支部では、「税理
士記念日」にちなみ、次のとおり税理
士による無料の税金相談を行います。
　所得税や相続税・贈与税など、税の
専門家が無料で相談に応じます。
日時　2月5日㈯
　　　 受付時間　10:00～15:00
場 所　塩釜商工会議所  会議室
        （塩釜市港町1-6-20）

問い合わせ　東北税理士会 塩釜支部
022-356-8421（税理士事務局）
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塩釜の統計資料

人　　口
　　　　　　                                   　　　  （単位：人）

月    　      区分 男 女 計 世帯数

Ｒ3.11月
25,507 27,579 53,086 23,888

（内、外国人158人）（内、外国人371人）（内、外国人529人）
R2.11月 25,603 27,867 53,470 23,798
比  （％） 99.6% 99.0% 99.3% 100.4%

塩竈市市民総務部 ・前月に比べ人口は18人の減少、 
世帯数は2世帯増加した。

魚市場水揚高
  （　）内は貨物の搬入分　（単位：ｔ， 千円）

月    　      区分 隻　数 貨物台数 数　　量 金　　　額
R3.11月 197 306 1,444 (15) 822,365 (24,260)
R2.11月 182 307 1,858 (51) 870,146 (53,767)
比  （％） 108.2% 99.7% 77.7% 94.5%

累計
（R3.1月～） 1,416 3,535 11,799 (1,666) 7,276,411 (1,155,788)
前年同期間
（R2.1月～） 1,404 3,862 11,616 (1,628) 6,818,680 (889,983)
累計比（％） 100.9% 91.5% 101.6% 106.7%

塩竈市魚市場管理事務所・前年同月比較で、隻数は15隻の増、 
数量は414ｔの減、金額47,781千円の減となった。

・前年同月（R2.11月）との比較では、魚市場は 
338人の増、マリンゲートは2,100人の減。

水道配水量
 （単位：㎥）

月    　      区分 1 ヵ月 1日の最大配水量 1日平均
R3.11月 603,004 21,336 20,100
R2.11月 598,846 21,132 19,962
比  （％） 100.7% 101.0% 100.7%

塩竈市水道部 ・11月30日に最大となっている。

・新規求職者人数は29人の減、 
新規求人者人数は57人の増。

塩釜公共職業安定所取扱状況
 Ｒ３年９月          　　　　   　　　  （　）内は前月の数値（単位：人）

求　職
新 規 求 職 者 数 587 （616）
月間有効求職者数 2,791 （2,705）

求　人
新 規 求 人 数 900 （843）
月 間 有 効 求 人 数 2,362 （2,180）

就　職 就 職 件 数 194 （147）
ハローワーク塩釜

市内主要観光施設入込数
  （単位：人）

塩竈市魚市場 マリンゲート塩釜
R3.11月 1,282 68,600 
R2.11月 944 70,700 
比（％） 135.8% 97.0%

塩竈市観光交流課・水産振興課

観光客乗船数
  （単位：人）

月                  　　　　区分 乗　　船　　数
R3.11月 21,032
R2.11月 25,922
比　（％） 81.1%

累     計(R3.1月～ ) 66,668
前年同期間(R2.1月～ ) 104,081

累計比　（％） 64.1%
丸文松島汽船(株)・前年同月（R2.11月）との比較では4,890人の減。

あ
と
が
き

　令和4年、最初の会議所ニュースをお届けし
ます。昨年は2年目のコロナ禍の中、新しい生
活様式やウィズコロナなど、誰もがさまざまに
工夫し適応してきました。今年も常識にトラ（虎）われず、
新しいモノが生まれたりコトが始まるといいなと願ってい
ます。本年もどうぞよろしくお願いします。（島津伴子）

会員の皆様は割引料金です
抗菌、抗ウイルス効果の「光触媒コーティング」で安心です。

お問合せ　当所総務課（367）5111
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