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　１月28日、ホテルグランドパレス塩釜で令和３
年度臨時議員総会を開催しました。役員・議員など
64名（内委任状出席者34名）が出席し、副会頭１
名と常議員１名の選任を行いました。
　今回の総会は、前・海野茂副会頭（塩竈港運㈱代
表取締役会長・現NX仙台塩竈港運㈱）が会社都合
により退任されたことに伴い、後任の副会頭を選任
するため開催しました。

　１月28日、ホテルグランドパレス塩釜で令和３
年度臨時議員総会を開催しました。役員・議員など
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名と常議員１名の選任を行いました。
　今回の総会は、前・海野茂副会頭（塩竈港運㈱代
表取締役会長・現NX仙台塩竈港運㈱）が会社都合
により退任されたことに伴い、後任の副会頭を選任
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　定款の規定に従って、桑原茂会頭から後任副会頭
の選任案について考えが示され、宮﨑剛氏（東北ド
ック鉄工㈱代表取締役社長）が満場一致で選任され
ました。また、宮﨑副会頭の就任に伴い、追加議案
として諮られた３号議員と常議員の選任については、
３号議員にはNX仙台塩竈港運株式会社、そして常
議員には、同社の代表取締役社長志村信仁氏が満場
一致で選任されました。
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ック鉄工㈱代表取締役社長）が満場一致で選任され
ました。また、宮﨑副会頭の就任に伴い、追加議案
として諮られた３号議員と常議員の選任については、
３号議員にはNX仙台塩竈港運株式会社、そして常
議員には、同社の代表取締役社長志村信仁氏が満場
一致で選任されました。

コロナ

新型コロナウイルス感染症感染時の対応等について
　新型コロナウイルス変異株の感染拡大が続いています。政府や宮城県が示す対応方針等は日々更新されてい
ます。陽性者などが発生した職場や各家庭では、下記の最新の情報に基づいて対処するようお願いいたします。

宮城県ホームページ（※２/１現在）
●事業所で新型コロナウイルス陽性者が発生した場合　　
　https://www.pref.miyagi.jp/site/covid-19/shisetuchosa.html

●従業員の知人等が新型コロナウイルス陽性者になった場合
　https://www.pref.miyagi.jp/site/covid-19/doukyokazoku.html

▲桑原茂会頭からは「新体制で、各種支援事業や会員サポート事業が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」と、あいさつがありました
▲桑原茂会頭からは「新体制で、各種支援事業や会員サポート事業が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」と、あいさつがありました

新副会頭に 宮﨑  剛 氏を選任新副会頭に 宮﨑  剛 氏を選任
（東北ドック鉄工㈱代表取締役社長）（東北ドック鉄工㈱代表取締役社長）

臨　時
議員総会

宮﨑  剛 新副会頭宮﨑  剛 新副会頭
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視聴方法は

簡単です

コロナ禍での研修や学び・      販路拡大にご活用ください

WEBセミナー
　「コロナ禍で外部セミナーが受講できない」、「開催
日程が合わずに参加できない」などのお悩みはありま
せんか？アフターコロナの売り方、メンタルヘルス対
策、お悩みではありませんか？
　当所ＨＰから視聴できるWEBセミナーなら、パソ
コンやスマートフォンなどで、いつでもどこでもお気

□問 ☎022-367-5111

STEP1STEP1 STEP2STEP2 STEP3STEP3
ID：K2024
パスワード：5111

WEBセミナー
を視聴

例えば  今ならこんなセミナーはどうでしょうか？
出店までの大まかな流れ

塩釜商工会議所のホームページ  http://www.shiogamacci.jp から

※利用した感想をぜひお寄せください   →　　info@siog-cci.or.jp □問 地域振興室/渡辺☎022-367-5111
詳細、資料請求はこちら
   当所おもてなしギフトショップ
   →http://www.shiogamacci.jp/concept43.html

　当店は、ギフト強化に向けて準備を進める中で、
販売チャネルを増やす目的で『おもてなしギフト』に
申込みました。ページ作成は、コーディネーターがヒ
アリングした内容をもとに店の特色を表現してくれるので、必要
な素材を提供するだけで簡単に作成できました。ギフトの贈り主
向けに“お試しセット”を販売しましたが、新型コロナによる“おう
ち需要”でギフトよりも好調で、“おうち需要”をメインに考慮し
たギフト構成なども検討してみたいと思います。

おもてなしギフトショップ

長引くコロナ下の販路拡大に「おもてなしギフトショップ」をご利用しませんか？

軽にセミナーをご視聴いただけます。
　経営に役立つ旬な話題や、ビジネス・パソコンスキ
ルアップ、マナー習得など、経営者から若手社員、さま
ざまな方の視聴に対応しています。社内研修や自己
研鑽、自宅での空き時間の活用などにどうぞご利用
ください。

　当所は各地の商工会議所やＹａｈｏｏ!ＪＡＰＡＮと連携
し、ＰａｙＰａｙモールにネットショップ「おもてなしギフ
トショップ」を運営しています。このサイトは贈答品
（ギフト）に特化した通販サイトで、当所からすでに５
会員が参加し、水産加工品などの販売をされています。
　お申込みいただくと、コーディネーターがヒアリン
グを行い、貴社の特色を表現したページを安価で作

成します。出品数は５商品までとなりますが、ネットシ
ョップの運営はすべてお任せで、売れたら発送するだ
けとなります。
　ウィズコロナ・アフターコロナの経営策としてご
検討ください。なお、手続きや条件など
は当所のホームページでご確認ください。
　

出店されている㈲さとう精肉店 （北浜1丁目2-32）

佐藤浩紀さんより

PayPayモール 『おもてなしギフト』 

全国の
商工会議所
と連携

ギフト専門
店のため、
安売りは
しない

構築・運営に
手間が
かからない

商工会議所
会員企業のみ

出店可能

事業者
生産者

各地
商工会議所

おもてなしギフト
（ショッピングページ）
おもてなしギフト

（ショッピングページ）
ネット上の
お客様

申込

商品発送

販売

購入受注メール・代金支払

商品登録

お店の運用は全てお任せ！
売れたら発送するだけの簡単販売

2424
いつでも
２４時間３６５日

どこでも
会社・自宅・
出先・移動中
どこでもＯＫ

好きなだけ
視聴料無料
600以上あるセミナー
の中から気になるものを
自由に

特 色

https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/omotenashigift/top/

一般経営

中小企業のSDGs経営入門　
ご存じですか？ＳＤＧsは環境問題だけではありません、企業価値を高める手段
にも用いられています

４９分

北条義時に学ぶナンバー２学（前・後編）　　
今だからこそ歴史に学ぶ。2022年ＮＨＫ大河ドラマの時代背景とは？ 各４０分

事業承継 社長業入門セミナー
そろそろ事業承継、とお考えではありませんか？

全６回
（シリーズ連載）

販売促進 アフターコロナの売り方～巣ごもり消費客に買ってもらう100の販促技　
今の時流に合うやり方は？紙媒体とSNSや動画媒体、うまく活用していますか？ ８３分

働き方改革・
健康経営

社員の「元気」に投資する健康経営のススメ　
従業員の健康は会社の財産です ４８分

ＩＴ・パソコン

Ｚｏｏｍミーティング活用セミナー
いざという時のリモートワークの対応は出来ていますか？ Web会議ツールの便
利な機能を解説しています エクセル、ワード、

パワポ、多くの解
説もあります

ビジネスでもプライベートでも使える「Google活用講座」
便利な機能は仕事の場でもどんどん使いこなしていきましょう！

無料集客ツール Google map 活用術
集客対策の切り札Google mapを分かりやすく解説しています
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塩釜市港町2丁目13-12
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 ●対象者
　新型コロナウイルス感染症の影響で、2021年11月～2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11
月～2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50％以上または30％以上50％未満減少した事
業者（中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主）

新型コロナウイルス感染症関連支援情報

●受付期間　1月31日㈪～５月31日㈫
●給 付 額　法人：上限最大250万円・個人：上限最大50万円
※給付額の算出式は下記URL参照
●申請方法
登録確認機関による事前確認の後、申請用Webページから申請いただけます。
※一時支援金・月次支援金をすでに受給された方は事前確認不要です。
●詳しくは
【事業復活支援金事務局】０１２０－７８９－１４０　8:30-19:00
　https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

　１月24日、ホテルグランドパレス塩釜で当所青
年部が新年会を開催しました。会食を中止にするな
ど、新型コロナウイルスの感染対策を施し、時間を
短縮した新年会となりました。
　土見大介会長の挨拶のあと、佐藤光樹市長から
「行政とともに街の活性化に寄与してほしい」、桑
原茂会頭からは「次代の地域を担う先導者として大
いに期待を寄せている」と、激励の祝辞をいただき
ました。
　その後、令和３年に開催した「第40回東北ブロ
ック大会宮城しおがま大会」に関し、阿部眞喜大会
会長から、協力をいただいた来賓の方々へ感謝の挨
拶がありました。
　青年部は本年、創立40周年を迎えます。参加者
一同、記念すべき周年に向けて決意を新たにしまし
た。

しおがま市民まつりについて
　４月24日に開催予定の「第39回しおがま市民まつり」は、現在、実行委員会を立ち上げ準備中です。
　新型コロナウイルス感染症の動向が未だ見えないことから、例年よりも規模を縮小し開催する予定です。物販につ
きましても一般の募集は行いません。ご理解を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第39回しおがま市民まつり実行委員会　塩釜商工会議所青年部

事業復活支援金

令和４年青年部新年会

会長　土見　大介
　日頃より青年部活動にご支援、ご協力をいた
だき、誠にありがとうございます。
　本年、当青年部は40周年を迎えます。先輩方
の伝統を受け継ぎ、これからも青年経済人とし
て地域の牽引役となれるよう、日々研鑽に努め
てまいります。
　コロナ禍により、様々な制約を強いられてい
る昨今ですが、地域に希望をお届けできるよ
う、青年部らしくアクティブに活動してまいり
ます。
　本年もどうぞよろしくお願いいたします。

新年の抱負

▲今年卒業するメンバー含め多くの参加者が集いまし
た。（※撮影時のみマスクを外しています）



「業務災害補償プラン」のご案内「業務災害補償プラン」のご案内「業務災害補償プラン」のご案内「業務災害補償プラン」のご案内

■全国商工会議所のスケールメリットによる低廉な掛金
　一般加入と比べ役半額の掛金水準（団体割引20～30％、優良割引30～50％）
■労災賠償に備える「使用者賠償責任保険」を標準セット
■政府労災保険の給付を待たずに保険金のお支払いが可能
　政府労災保険への加入が必要です。（使用者賠償責任保険は給付決定後の支払いになります。）
■契約は無記名式。短期労働者やパート・アルバイトも包括補償
■掛金は売上高で算出OK　掛金は全額損金参入可能

業務災害補償プランの特徴

加入月の翌々月1日から補償開始されます。
本内容は業務災害補償プランの概要を示したものです。
実際の加入および詳細は引受保険会社の約款、パンフレット等に従います。

お問合わせ先 制度引受保険会社

制度運営

塩釜商工会議所 総務課
Tel 367-5111

東京海上日動、あいおいニッセイ同和損保
三井住友海上、損保ジャパン日本興亜

日本商工会議所お見積もり、ご加入手続きは
引受保険会社にお問い合わせください。

■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
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　令和3年12月～令和4年1月にご入会いただ
いた事業所をご紹介いたします。　  

（敬称略） 

※掲載の承諾をいただいた事業所のみ掲載しています。 

事業所名　　　  代表者        事業内容

村上　良克

若山　憲治

伊澤　伸幸

佐々木みゆき

訪問在宅マッサージ

冷暖房空調設備、
床暖房工事業
草刈り、伐採、除
草剤散布作業 等

理容業

（株）ヒューマン

WAKAエンジニ
アリング

（株）ウィード

Beauty 三條

●商品券使用期限　２月28日㈪
●最 終 換 金 受 付　３月１日㈫～５日㈯
●換金場所・時間　しおがま・まちの駅 
　　　　　　　　　塩竈市海岸通14-6　　　　　
　　　　　　　　　10:00～16:00
※使用済商品券（裏面に店名記載か押印）、換金

請求書をご持参ください。
　３／６以降は受け付けできません。忘れずに換

金の手続きを。

問合せ　塩釜市商業協同組合（しおがま・まちの駅）
　　　　TEL　022-367-9651

「Let‘s　Buy！しおがま商品券」
取扱店のみなさまへ
商品券の換金忘れにご注意ください！

ご注意
ください!!

 ●対象者
　新型コロナウイルス感染症の影響で、2021年11月～2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11
月～2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50％以上または30％以上50％未満減少した事
業者（中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主）

新型コロナウイルス感染症関連支援情報

●受付期間　1月31日㈪～５月31日㈫
●給 付 額　法人：上限最大250万円・個人：上限最大50万円
※給付額の算出式は下記URL参照
●申請方法
登録確認機関による事前確認の後、申請用Webページから申請いただけます。
※一時支援金・月次支援金をすでに受給された方は事前確認不要です。
●詳しくは
【事業復活支援金事務局】０１２０－７８９－１４０　8:30-19:00
　https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

　１月24日、ホテルグランドパレス塩釜で当所青
年部が新年会を開催しました。会食を中止にするな
ど、新型コロナウイルスの感染対策を施し、時間を
短縮した新年会となりました。
　土見大介会長の挨拶のあと、佐藤光樹市長から
「行政とともに街の活性化に寄与してほしい」、桑
原茂会頭からは「次代の地域を担う先導者として大
いに期待を寄せている」と、激励の祝辞をいただき
ました。
　その後、令和３年に開催した「第40回東北ブロ
ック大会宮城しおがま大会」に関し、阿部眞喜大会
会長から、協力をいただいた来賓の方々へ感謝の挨
拶がありました。
　青年部は本年、創立40周年を迎えます。参加者
一同、記念すべき周年に向けて決意を新たにしまし
た。

しおがま市民まつりについて
　４月24日に開催予定の「第39回しおがま市民まつり」は、現在、実行委員会を立ち上げ準備中です。
　新型コロナウイルス感染症の動向が未だ見えないことから、例年よりも規模を縮小し開催する予定です。物販につ
きましても一般の募集は行いません。ご理解を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第39回しおがま市民まつり実行委員会　塩釜商工会議所青年部

事業復活支援金

令和４年青年部新年会

会長　土見　大介
　日頃より青年部活動にご支援、ご協力をいた
だき、誠にありがとうございます。
　本年、当青年部は40周年を迎えます。先輩方
の伝統を受け継ぎ、これからも青年経済人とし
て地域の牽引役となれるよう、日々研鑽に努め
てまいります。
　コロナ禍により、様々な制約を強いられてい
る昨今ですが、地域に希望をお届けできるよ
う、青年部らしくアクティブに活動してまいり
ます。
　本年もどうぞよろしくお願いいたします。

新年の抱負

▲今年卒業するメンバー含め多くの参加者が集いまし
た。（※撮影時のみマスクを外しています）



株式会社 工陽社
本　社／〒985-0021　宮 城 県 塩 釜 市 尾 島 町 8 － 5

TEL022-365-1151  FAX022-364-9965
　E-mail:koyosha@post.tinet-i.ne.jp

　　URL:http://www.kohyohsha.com/
多賀城事務所／〒985-0843　宮城県多賀城市明月1－5－12－101

　TEL022-363-2131  FAX022-364-9965
　　　

下 田 啓 二

出光興産株式会社特約店

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

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

　３年ぶりに開催を予定している「しおがま市民
まつり」が動き出しました。会議資料準備や前回
開催時の確認、すべてが懐かしいような感覚です。
青年部は「今だから出来る事」を念頭に着々と案
を練っています。どうか開催できますように。
　　　　　　　　　　　　　　　 （島津伴子）

あとがき

　昨年、東玉川町に「フレアス在宅マッサージ塩
釜」を開設した村上です。在宅マッサージとは、お
体の辛い症状の緩和を目指し、自宅や入居中の介護
施設等へ伺い施術するサービスです。お一人で通院
できない方や主に筋肉や関節に辛い症状のある方、
またご家族にそのような症状でお困りの方がいらっ
しゃればご相談ください。なお、施術の医療保険適

ライト

  ア
ップ

 フレアス在宅マッサージ塩釜施術所 フレアス在宅マッサージ塩釜施術所

用には主治医のご指示（同意書）が必要となります
ので、詳しくご説明致します。

　私はここ塩竈で
「人と人とのふれあ
いを大切に社会貢献
する」＋「利他の
心」＝「私たちも幸
せになる」というグ
ループ理念で第1歩
を踏み出しました。
地域の皆様から喜ば
れることや必要とさ
れることを目指して
いきます。どうぞお
気軽にお問い合わせ
ください。

在宅マッサージ、ご存じですか？

▲鍼灸マッサージ師歴46年の遠
藤栄記さん、ベテランです。
保険外の方も受付けています
ので、料金や時間などはご相
談ください。
（※撮影時のみマスクを外して
います）

村上良克さんより
（写真右）

事業所名：フレアス在宅マッサージ塩釜施術所
住　　所：塩竈市東玉川町4-3　
　　　　　OMレジデンス塩釜駅前201
Ｔ Ｅ Ｌ：022-762-5495
営業時間：9:00～18:00　　定 休 日：日曜日
U　R　L：fureasu-shiogama.com
メールアドレス：shiogama@fureasu.net
※主な対象エリアは２市３町です

（6）塩釜商工会議所ニュース 2022.2.15


