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　当所では、社会で活躍できる知識や技
能を持った人材の育成を目的に、検定試
験を実施しています。ビジネス実務に直
結し、高い信頼と評価を得ている商工会
議所の各種検定試験をご活用ください。　簿記は、企業の経営

活動を記録・計算・整
理し、企業の経営成績
と財政状況を明らかに
する技能です。当所で
は、毎年200名を超え
る方がチャレンジして
います。ネットでも受
験ができます。

　そろばんは、子供
の能力開発に役立つ
といわれ、計算力・
暗算力はもとより、
記憶力や集中力、思
考力なども養われま
す。当所では、小中学生を中心に
年間約400名が受験しています。

　社会人として、情報技術の基礎となるプログラ
ミングスキルを体系的に習得することができる試
験です。
◆ネット試験当所認定校　ソーズエイトITプラザ
　　　　　　　　　　　 　□問 ☎022(349)0008
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珠算検定試験

 ☞検定について詳しくはＰ.2へ
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　2022年度の各種検定試験の日程が決まりました。簿記検定試験は全国統一試験（筆記）のほか、ネット
検定で随時受験が可能です。詳しくは、日本商工会議所検定試験ＨＰでご確認ください。
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※40歳から64歳までの方（介護保険第2号被保険者）には、健康保険料率に全国一律の
介護保険料率が加わります。65歳以上の方は居住する各自治体において算定されます。

協会け
んぽ

からの

お知ら
せ

令和４年３月分(４月納付分)から協会けんぽ宮城支部の
健康保険料率、介護保険料率（全国一律）が変更となります

10.01％
令和４年2月分(3月納付分)まで

10.18％
令和４年3月分(4月納付分)から

＋0.17％ 引き上げ
健康保険料率

1.80％
令和４年2月分(3月納付分)まで

1.64％
令和４年3月分(4月納付分)から

－0.16％ 引き下げ
介護保険料率※

協会けんぽ宮城支部（☎022-714-6851）　【お問い合わせ先】

検定試験日程が決まりました

大変厳しい経済状況の中ではありますが、皆さまのご理解をお願い申し上げます。

【2022年度　塩釜商工会議所　検定試験日程】

◆当所ネット試験認定校◆
 【施行検定：簿記検定・プログラミング検定】
  　　ソーズエイトITプラザ
                        　☎022-349-0008
         ※施行日程等は直接認定校にご確認ください

受験者の皆さまへ
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、国や自治体から要請があった場合は試験を中止する事
もあります。その際は当所HPでお知らせいたします。 □問 塩釜商工会議所☎022-367-5111

検定種目 施行日 募集期間

珠     

算

４級～10級
暗算 4月10日㈰ 2月21日㈪～3月10日㈭

1級～10級
段位
暗算

6月26日㈰ 5月9日㈪～5月26日㈭

４級～10級
暗算 8月7日㈰ 6月20日㈪～7月7日㈭

1級～10級
段位
暗算

10月23日㈰ 9月5日㈪～9月22日㈭

４級～10級
暗算 12月11日㈰ 10月24日㈪～11月10日㈭

1級～10級
段位
暗算

2023年　　
2月12日㈰

　　　　　2023年
12月19日㈪～1月12日㈭

珠算受験料
1級     ￥2,340    準１級    ￥2,040    2級        ￥1,730
準2級  ￥1,630    3級        ￥1,530    準3級     ￥1,320 
4～6級 ￥1,020   7～10級    ￥910    暗算       ￥910   
段位     ￥2,950   段位珠算 ￥2,550    段位暗算 ￥1,220

検定種目 施行日 募集期間

簿   

記

第161回
1級～3級 6月12日㈰ 4月25日㈪～5月13日㈮

第162回
1級～3級 11月20日㈰ 10月4日㈫～10月21日㈮

簿記受験料
1級　￥7,850　　2級　￥4,720　　3級　￥2,850
※定員制です

※簿記検定試験はインターネットでの申し込みも受け付け
ております。詳しくは当所ＨＰをご覧ください。 
また、ネット試験会場は、日本商工会議所HPでご確認ください。

　当所青年部が、高齢者を対象にした移動販売を行
いました。これは市の補助金を活用した事業で、コ
ロナ禍の中、高齢者の外出機会の創出と、消費喚起
を目的に行いました。2月7日から23日まで、災害
公営住宅など13カ所で開催しました。
　水産加工品や菓子などを3割引きで販売したほ
か、無料健康相談などのサービスを提供しました。
特にワンコインで販売した特製弁当は、10分程で
品切れとなる会場もあり大好評でした。
　来場者からは、買い物時の交通手段に困っている
方もおり「このような移動販売はありがたい。今後
も機会があれば利用したい」と、継続を望む声が聞
かれました。
　青年部の土見大介会長は「高齢者のニーズと地元
事業者を繋げることができてよかった。この事業を
きっかけに、新たな事業やサービスが生まれれば」
と話していました。

　今年創立40周年を迎える青年部は、コロナ禍で
も地域を盛り上げる活動を続けています。

　２月４日、当所で運輸・港湾部会役員会（部会
長：鈴木哲郎塩釜港船舶給水㈱代表取締役）を開催
しました。役員８名が出席し、昨年実施した塩竈市
への要望に対する市からの回答と、令和４年度部会
事業計画(案)について協議しました。
　要望に対する市からの回答については、具体的な
課題解決への取り組みなどが示されるよう、今後も

継続して要望して
いくこととなりま
した。
　事業計画案で
は、「港湾整備の
早期実現に向けた
推進活動」、「関
係諸官庁への要望

活動」のほか、諸活動として「塩竈市第６次長期総
合計画についての勉強会」など、各部会や委員会と
連携した活動を実施していくこととしました。
　出席者からは、各業界の状況などについて、「仙
台港はいずれ飽和状態となるので、塩釜港へシフト
せざるを得ない状況となる。塩釜港を利用した場
合、陸送費の負担もでてくるので、塩竈市には充実
したインセンティブをお願いしたい」、「塩釜港は
うねりも少なく天然の良港。これをどう活かしてい
くかが、これからの課題」、「燃油高騰は、運送業
にとって死活問題。今後も国へ申し入れを継続して
いく」、「ドライバーの長時間労働が問題となって
いるが、業界としてセミナーなどを開催し、働き方
改革をすすめている」などの報告がありました。

港湾整備の早期実現へ向け諸活動を
令和４年度事業計画案を協議

タブレット端末を
使い商品説明をす
る土見会長

◀

少しの会話がひととき
の和みの時間に▼

▲塩釡港の早期の利活用が求め
られます

運輸・港湾
部会役員会
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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

■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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　東日本大震災から丸11
年、何年経ってもあの日々
を忘れません。当時も大変な毎日
でしたが、今もコロナやウクライ
ナでの戦闘など、新たな困難の中
にあります。上の写真の親子のよ
うに、誰もが安心して暮らせる世
界に早く戻るよう祈りたいと思い
ます。（島津伴子）

　１月、市内商工業者を対象に景気動向調査を行い
ました。これは半期に一度実施している定期調査で
す。今回の調査対象期間は昨年の７月から12月で、
水産加工業や飲食業など合計77社から回答がありま
した。
　『業界景気』は、水産加工業が▲32.1と前回調査
から大きな変動はなく低迷が続いています。また、
卸・小売業は▲50.0と負の最大値を計測しました。
一方で、飲食業は大幅に改善されました。
　『売上』は、すべての業種が前回より良好な数値
が出ました。ここでも飲食業は大幅に改善されてお
り、卸・小売業も40ポイント近く上昇しています。
　調査対象時期は、まん延防止等重点措置が解除さ
れ、消費者の購買意欲が少しずつ戻り始めていまし
た。現在はオミクロン株の流行もあり、再び景気の
低迷が続いています。商工会議所では、今後も継続
的な調査を行い、調査結果やいただいたご意見をも
とに、行政機関への要望活動等に活用してまいりま
す。

― 市内景気動向調査 ―
好転の兆しも先行きに不安

景気動向調査とは
　質問項目が前期と比較して「良くなっているか」あるいは
「悪くなっているか」を伺い、景気の流れなどを明らかにしま
す。調査結果は、以下の式で求めます。
　（「良くなっている」－「悪くなっている」）÷２

〇業界景気

〇売　上

飲食業

－18.2

－42.3

サービス業

－23.1

－31.8

卸・小売業

－50.0

－47.4

建設業

－25.0

－16.7

今回調査

前回調査

水産加工業

－32.1

－34.7

今回調査

前回調査

水産加工業

 －4.8

－14.2

飲食業

－18.2

－46.2

サービス業

－23.1

－27.3

卸・小売業

 －5.9

－39.5

建設業

 －7.1

－10.0

　詳しい調査結果は、当所ＨＰに掲載をしていま
すので、ご覧ください。

穏やかな日常が早く戻
って景気が回復するの
が待たれます
写真:第58回観光のし
おがま写真コンクール特選 「休日」佐藤一之 ( )


