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コロナウイルス感染症対策講演会

アフターコロナを見据えた
経済活動に向けて
▲講師の

藤村 茂

教授

▲講演後の質疑応答では、集会やイベント時の感染予防策についての質問があり、参加者の関心の高さがうかがえました

５月30日、ホテルグランドパレス塩釜で当所８
部会合同企画による「感染症対策講演会」を開催し
ました。会員事業所の経営者や従業員など82名が
参加しました。
講師には、感染症学の専門家として、日々、最前
線で活動されている東北医科薬科大学大学院の藤村
茂教授をお迎えしました。変異株やワクチン、治療
薬等をはじめとした新型コロナウイルス感染症に関
する最新情報や、コロナ禍における企業活動のあり
方などについて、講話いただきました。
藤村教授は、「昨年末に流行したデルタ株は、ほ
ぼなくなり、世界中がオミクロン株一色に変異した。
オミクロン株は重症化しにくいため、ただの風邪の

～

主

な

内

容

ように思われる方もいるが、風邪とは全く違い、高
い確率で脱毛などの後遺症がみられる。感染者のピ
ークダウンは、個人的には若い人の３回目接種が進
む６月末頃と予想している。感染対策で最も重要な
のは『換気』で、機械に頼るだけでなく、対角に窓
を開けるなど自然な空気の流れを作ることを最優先
としてほしい」と話されました。
参加者からは、「今知りたい情報や新しい情報が
お話の中にあって参考になった」、
「改めて感染予防
に対する知識の再確認をすることができた」、
「デー
タなどと一緒に説明していただいたのでわかりやす
かった」、
「早速、職場で情報を共有し、感染対策に
努めたい」との感想がありました。
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青年部

通常総会を開催

卒業会員のセレモニーも
市議会産業建設常任委員会と意見交換

７月のみなと祭りへの参
画など、今年度も多くの
◀ 事業を展開していきます

５月24日、当所青年部がホテルグランドパレス
４月26日、塩竈市議会産業建設常任委員会と当
塩釜で『第40回通常総会』を開催しました。
所三役・８部会長との意見交換会が開催されまし
昨年度の決算や今年度の事業計画などが審議さ
た。市議会の産業建設常任委員会からは浅野敏江副
れ、原案どおり承認されました。また、11月には青
委員長をはじめ、４名の委員と阿部かほる市議会議
年部設立40周年記念事業を行うこととなりました。
長も出席しました。当所からは桑原茂会頭ほか、
総会後には、コロナ対策を十分に施しながら、懇
11名が参加しました。
親会を開催しました。また、会の規定により、退会
浅野委員長が座長となり、コロナの影響に加え、
ウクライナ情勢の緊迫化による地域経済の状況や各
業界の課題などについて意見交換をしました。
はじめに桑原会頭が挨拶し、「地域経済は、コロ
ナ感染拡大や原油高騰、円安の影響などによりかつ
て経験したことのない深刻な状況にある。コロナ禍
克服のための追加対策が不可欠であり、また、急変
する世界情勢を踏まえた対策を講じることが求めら
れている。本日の会議が各業界の課題解決の一助に
なることを期待したい」と述べました。
また、副会頭や各部会長からは、「ロシアからの
性会
女
輸入原魚が高騰し、廃業した企業も出ている」「す
通常総会を開催
り身は30％、重油や食油は40％値上りしている」
「キャッシュフローがマイナスとなり資金繰りが厳
しい企業が出ている」「基幹産業の活性化を図るた
５月27日、ホテルグランドパレス塩釜で当所女

既読
00:00

▲卒業するメンバーからは、あたたかくもユーモアあふれ
る激励の言葉を頂きました

時期を迎えた会員のセレモニーも行われました。
23名の退会者に、これまでの青年部活動への感謝

を伝えるとともに、残る会員は今後の事業に向け
▲各部会長から各業界の現状報告や、地域経済の再生に向
けた提案などが述べられました
て、さらなる団結を深める機会となりました。

青年部は、昨年度も、高齢者向けの「移動販売事
め、“つくる漁業”としてナマコやアサリなどの養殖
業」を行うなど、コロナ禍でもできる、地域のニー
事業が必要」「水深確保が進まない塩釜港の現状を
ズに合致した事業を行っています。アフターコロナ
真剣に考えてほしい」「公共工事の入札は地元業者
に向けての活動に、期待が寄せられています。
が受注できる仕組みとし、地域経済の循環を」「商
業の賑わい創出や、勝画楼などを活用した観光振興
策が必要」など、厳しさを増している経済界の状況
や市勢再生に向けた提案などが述べられました。
市議会の各委員からは、「それぞれ抱えている課
題の詳細について理解することができた。本日の意
見は議会活動を通して活かしていきたい」などの考
えが述べられ、閉会しました。

「鈴木あい子会長を再任」

性会が令和４年度通常総会を開催し25名が出席し
ました。

▲今年度も「環境問題」作文・絵画コンクールの実

令和４年度 雇用保険料率のご案内
施や会員募集を強化していくことが決まりました

総会では、昨年度の決算報告や今年度の事業計画

・今年度は２段階（４月と10月）に分けての保険料率変更となりますので、特にご注意ください

について審議され、原案どおり承認されました。役
再任され、創立50周年に向けてより結束し活動し
（１）令和４年４月から、事業主負担の保険料率が変更になります
（２）令和４年10月から、労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になります
員改選では、鈴木あい子会長（㈱ベルシステム）が
ていくこととなりました。
◀

宮城県の民謡の変奏曲など
４人の息の合った素晴らし
い演奏が披露されました

【令和４年度の雇用保険料率】
（赤字は変更部分）

さらに音楽鑑賞会も合わせて行われました。会で
かんざん かい

かんざん

しょうさん

いち

は、皖山会会主佐藤皖山氏、將山氏による尺八、一
おんしゃ

か

よ

こ

あ

み

こと

音舎主宰佐藤佳世子氏、亜美氏による箏の演奏が披
露され、和楽器の持つ美しく和やかな音色に魅了さ
れました。皖山会一音舎は和楽器を次世代に残そう
※園芸サービス、
牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および
と県内外で活躍されています。この日も尺八や箏に
特定の船員を雇用する事業については、一般の事業の保険料率が
ついての解説や箏の演奏体験などがあり、和楽器に
適用されます。

親しみ、教養を深める機会となりました。
●その他詳しくは、最寄りのハローワークへお問い合わせください。

パチンコ
タイガー

塩釜郵便局

塩釜市港町2丁目13-12
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New! シリーズ おしえて！

「ちょっと、会議所さぁーんっ」

第1回は
『ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）』です。

会議所

デジタルトランスフォーメーション（以下
DX）に取り組もうと思うけど費用は？

しお太

IT導入には費用がかかりますが、“費用”＝
“投資”と捉えるべきです。DXでは課題を
ITで解決することはもちろん、将来ビジョン
を持って計画的にIT化経営を進めていくこと
が重要ですね。
※ITとはインフォメーションテクノロジーの
略、情報技術。コンピューターとネット
ワークなどの情報技術を活用すること

指導員

詳しく教えてくれるかな?

DXはIT導入による業務効率化だ
けではないの？

仕事も業態も変えるつもりはないけどな。

▲

指導員

しお太

これからの環境変化には何らかの対応をせざ
るを得ません。それにより、ビジネスモデル
を変革して収益アップにつなげられる可能性
もあります。
理想実現への課題を一つ一つITで解決して
いくのがDXですし、その費用が理想への投
資なんです。せっかくなので事業の将来のこ
とを考えて理想像を描いてみてください。

指導員

なるほど、もっと詳しく知りたいときは？

しお太

会員限定で視聴できるWebセミナーに「事

しお太

例に学ぶ 中小企業が生き残るための
DX推進のポイント」がありますよ。

指導員

トランスフォーメーションには、さなぎが
蝶になる「変体」という意味があります。
ビジネスモデルや組織を全く形の違うもの
に生まれ変わらせることにあります。
料理店が顧客や売上、気象等
のデータ駆使し、売上予測し
ながら移動販売へ業態転換し
た事例などもあるんですよ。

指導員

データ活用ができないと
商売の弱みになるかな？

しお太

DXとは「ITやデータを活用してビジネスモ
デルや組織を変革すること」で、目的は変
革することです。その手段としてITやデー
タを活用します。

指導員

＜

視聴はこちらから

600タイトル以上
のセミナーが無料
で視聴可。

しお太

最近、ビッグデータ活用例として、客
層ごとの興味のデータから新商品や新
サービスを開発した事例がよく紹介さ
れています。これからは様々なデータ
から戦略的な意思決定を行う経営が
「あたりまえ」になっていきます。

https://www.esod－
neo.com/intro/cci/shiogamacci.html
→ログインＩＤ「ｋ2024」
パスワード「5111」の入力が必要です。

▲

＜

「ここを知りたい」、
「これってどうなの？」仕事に役
立つちょっとした疑問や質問など、皆さまに役立つ
情報をシリーズでお伝えしていきます。

問塩釜商工会議所
各宗葬儀施行・仏壇・仏具・生花

株式
会社

塩釡市桜ヶ丘2-27
TEL 022-366-4141
●白寿殿
●白寿殿
●白寿殿
●白寿殿

塩 釜
多賀城
利 府
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
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6月30日㈭は

労働保険料（第１期）の納付日です
第１期分労働保険料を６月30日㈭に自動振替さ
せていただきますので、残高のご確認をお願いい
たします。
なお、自動振替を希望されていない方は、期日
までに商工会議所窓口にてご入金いただきますよ
うお願いいたします。

源泉所得税納付相談日のご案内
個人事業者を対象に、源泉所得税納付指導を下記
のとおり行います。
該当される事業者の皆様はお早めにおいでください。
記
日

時

７月６日㈬～７月11日㈪

受付時間

10:00～11:30、13:00～15:30
※ 昼休み正午～午後１時
※ 土・日はお休みとなります。

会

塩釜商工会議所 会議室

場

皆さんの経営をサポートします！

エキスパートバンクをご活用ください
各分野の専門家がさまざまな課題解決に向けて
アドバイスします。

〇費用は無料
〇塩竈市内の小規模事業者の方が対象

・従業員20人以下（商業・サービス業は5人以下）の法人・
個人事業主
※家族従業員、パートアルバイト、法人の役員を除く

専門家は中小企業診断士や
WEBデザイナー、
フードコーディネーターなど

利用の
流れは
こちら…

小規模事業者

面談・訪問アドバイス

問合せ
申し込み

派遣依頼

会議所

エキスパート

・労務管理を見直したい
・レシピを開発したい
・経営ビジョンを作りたい
・製造工程を見直したい など

例えば
こんな時…

お問い合わせ・お申込みはお気軽にどうぞ
問 塩釜商工会議所 相談課
□

あとがき

■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

会員限定のＷＥＢセミナー
（P３参照）
、利用した事はあ
りますか？ 数分で視聴できるもの
もあり、私はパソコンの裏技講座な
どを活用しています。補助金支援策
活用セミナーやオフィスで疲労回復
術など、様々なジャンルがあります。
皆さんもぜひ活用してみてください。
（島津伴子）

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

く ろ さ わ 脳 外 科
画像診断クリニック
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

みなと塩釜で生まれ育って100余年

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）
予約専用
ダイヤル

院長

黒 沢 久 三

塩釜市錦町6-32
ＪＲ仙石線西塩釜駅徒歩３分

TEL 0120-055-018

出光興産株式会社特約店

仙台塩釜港と世界を結ぶ総合物流企業

下 田 啓 二
本

社

〒985-0011 塩釜市貞山通３丁目１１番２８号
電話 022-361-1921（代表）FAX 022-361-1940
http://www.sanriku-unyu.com/
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