
塩釜商工会議所ニュース 2023.1.15（1）

THE SHIOGAMA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY NEWS

しおがま会議所ニュース

編集兼発行人／
　　塩釜商工会議所 塩釜商工会議所 宮城県塩釜市港町一丁目6-20

TEL. 022-367-5111　FAX. 022-367-5115
http://www.shiogamacci.jp/

印 刷 所 ／
　　㈱  工  陽  社

№1730

20231.1520231.15

初心不改（しょしんふかい）
初心を改めず変わらずに持ち続けるということ。
何かを始めようというときの、真っさらで純真な心を
持ち続けようという意味筆・菅原周二副会頭

「開成丸下海図」 【東京国立博物館所蔵『寒風澤嶼造艦碑その他』より。この図巻の巻末には
「明治26年 石井重賢 蔵」と記されています。石井重賢は三浦乾也の養子】

　図には、仙台藩が寒風沢で建造した東北初の洋式軍艦「開成丸」が、巨大な建屋から寒風沢水道に向
かって進水する瞬間が描かれています。九曜文の旗を掲げ、花火も打ち上げられ、2本の大筒からの祝砲
なども見えます。仙台藩13代藩主伊達慶邦公も参列し、近郷近在から数千人の見物客が集まったと伝わっ
ています。
　仙台藩が洋式軍艦の建造に至った背景には、1853年（嘉永6年）のペリー率いる黒船の来航、同年の
幕府による「大船建造の禁令」の廃止、1855年（安政2年）石巻港への米国船の来航などがありました。
　藩は、1856年（安政3年）、陶工三浦乾也に命じ、開成丸の建造に着手、翌年進水しました。寒風沢に
は当時の経緯を詳細に記した造艦碑（右）が残っています。
　寒風沢は藩政時代を通じて幕府の年貢米や仙台藩米の積出港、江戸から仙台城下へ運び込まれる商人
荷物の受入港として栄えましたが、幕末史においても大きな役割を果たしていたことがわかります。
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皆様と共に、こうした課題や変化を適切
に捉え、商工会議所自らも変化に対応し
ながら、各種支援事業や会員サポート事
業を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。
　これからも「会員と共に」「地域と共
に」「未来を創る」をモットーに、新し
い時代を切り拓くべく、誠心誠意努めて
まいる覚悟でございます。皆様のご支援、
ご協力を心からお願い申し上げます。
　令和５年が、会員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、心から祈念し年頭のご挨拶といた
します。

　明けましておめでとうございます。
　令和５年の新春を迎え、謹んでお慶び
申しあげます。
　さて、昨年からコロナ禍に加え、ロシ
アのウクライナ侵攻、世界的なインフレ
や円安など、大きな環境変化が次々と押
し寄せ、極めて予測困難な状況が続いて
います。
　本年は、このような変化に対処すると
ともに、人口減少や少子高齢化、人手不
足、エネルギー問題、さらにはデジタル
化への対応などの構造的課題に向き合い、
自らを変え、積極的に行動を起こしてい
くことが求められていると考えています。
　商工会議所といたしましては、会員の

会 頭　
桑　原  　 茂

キクニ㈱
代表取締役

年頭所感年頭所感

今年もよろしくお願いいたします今年もよろしくお願いいたします

「新時代を切り拓く
　　　　　商工会議所に」

桑原　茂  会頭
（キクニ㈱代表取締役）

菅原周二  副会頭
（㈱白寿殿 代表取締役会長）

三浦一泰  専務理事

水野暢大  副会頭
（水野水産㈱代表取締役社長）

宮﨑　剛  副会頭
（東北ドック鉄工㈱代表取締役社長）

新春紙上名刺交換
（五十音順）

日本商工会議所 
会　頭　小　林　　　健

㈱アートセレモニー
代表取締役　佐　藤　律　子

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　藤　﨑　三郎助

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　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
　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

㈲石川板金工業
代表取締役　石　川　和　雄

㈾荒井時計店 
エレガンスアライ

代表社員　荒　井　美　紀

常議員
一ノ蔵酒類販売㈱

代表取締役会長　鈴　木　　　整
居鈴堂鍼灸指圧院

院　長　齊　藤　史　暁

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
㈲インテリア工房ながい

代表取締役　永　井　武　男

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　佐　藤　　　謙

ＮＸ港運輸送㈱
　 代表取締役　三　浦　壮　一



塩釜商工会議所ニュース 2023.1.15（3）

新春紙上名刺交換
（五十音順）

日本商工会議所 
会　頭　小　林　　　健

㈱アートセレモニー
代表取締役　佐　藤　律　子

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　藤　﨑　三郎助

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　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
　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

㈲石川板金工業
代表取締役　石　川　和　雄

㈾荒井時計店 
エレガンスアライ

代表社員　荒　井　美　紀

常議員
一ノ蔵酒類販売㈱

代表取締役会長　鈴　木　　　整
居鈴堂鍼灸指圧院

院　長　齊　藤　史　暁

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
㈲インテリア工房ながい

代表取締役　永　井　武　男

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　佐　藤　　　謙

ＮＸ港運輸送㈱
　 代表取締役　三　浦　壮　一
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（五十音順）

新春紙上名刺交換

大沼工業
代　表　大　沼　　　章

常議員
大郷運輸㈱

専務取締役　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

otomo.
店　主　大　沼　聖　枝

おむすび山咲
代　表　相　澤　舞　美

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・経営士　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
　　　  支店長　狩　野　　　睦

議　員
㈲カネタ須藤商店

代表取締役　須　藤　哲　也

議　員
㈱カネコ橋沼商店

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

議　員
（医）菅野愛生会緑ヶ丘病院

副理事長　菅　野　　　潤

会　頭
キクニ㈱

代表取締役　桑　原　　　茂

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
㈱エビテック

代表取締役　海　老　美保子

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
㈱エンドーグループ

代表取締役　引　地　祐　介

（五十音順）

新春紙上名刺交換

常議員
㈱ごんきや
代表取締役会長　佐　藤　仁一郎

コンディメント。カフェ
　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

㈱栄電業
代表取締役　鈴　木　幸　一

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

㈱サセイ不動産
代表取締役　佐　藤　千　晶

常議員
三恵商事㈱
取締役会長　坂　井　盾　二

三恵商事㈱
代表取締役社長　坂　井　陽　一

㈲サンエル　
リハビリ型ディサービスサンエル

管理者　野　上　仁　美

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

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　稲　井　謙　一

塩竈キッチン花
代　表　守　谷　智　子

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
代表取締役社長　鈴　木　嘉　仁
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（五十音順）

新春紙上名刺交換

常議員
㈱ごんきや
代表取締役会長　佐　藤　仁一郎

コンディメント。カフェ
　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

㈱栄電業
代表取締役　鈴　木　幸　一

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

㈱サセイ不動産
代表取締役　佐　藤　千　晶

常議員
三恵商事㈱
取締役会長　坂　井　盾　二

三恵商事㈱
代表取締役社長　坂　井　陽　一

㈲サンエル　
リハビリ型ディサービスサンエル

管理者　野　上　仁　美

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

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　稲　井　謙　一

塩竈キッチン花
代　表　守　谷　智　子

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
代表取締役社長　鈴　木　嘉　仁
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（五十音順）

新春紙上名刺交換

常議員
協同組合塩釜水産物仲卸市場

理事長　坂　本　和　正

議　員
塩釜市団地水産加工業協同組合

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

（公社）塩釜青年会議所
理事長　髙　嶋　啓　佑

塩釜地区資源化事業協同組合
代表理事　坂　本　晃　久

塩釜鉄工業組合
組合長　海　老　賢　一

議　員
㈱塩釜地方卸売市場
常務取締役　橘　内　邦　充

㈱塩釜中央自動車
代表取締役　柴　原　英　紀

㈲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
会　員　一　同 

議　員
㈲すし哲
代表取締役　白　幡　泰　三

職業訓練法人
　塩釜建設技能者訓練協会

会　長　庄　子　秋　男

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

（五十音順）

新春紙上名刺交換

㈱大啓工業
専務取締役　大　谷　啓　吾

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

仙台デンタルクリエイト
代　表　佐　藤　琢　也

㈲たかせさとし美容室
アートディレクター　髙　瀬　恭　平

議　員
㈲高橋商事
代表取締役　高　橋　幸三郎

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

㈲チームサモン
取締役　門　間　勇　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

議　員
㈲土井精菓
代表取締役　土　井　　　忠

㈱ディンゴ
代表取締役　中　澤　拓　摩

㈱東京海上日動パートナーズ東北
塩釜支社

支社長　二　宮　典　子

Studio　Feel
代　表　砂　口　絵梨子

議　員
㈱清野工務店
代表取締役　清　野　祐　輝

仙台キリンビバレッジサービス㈱
代表取締役　佐　藤　文　厚

㈱すずき
代表取締役　鈴　木　和　博

常議員
㈱鈴木工務店
代表取締役　鈴　木　美　範
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（五十音順）

新春紙上名刺交換
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議　員
長南マイクロパーツ㈱
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常議員
㈱テクノムラマツ
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㈱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

議　員
㈲土井精菓
代表取締役　土　井　　　忠

㈱ディンゴ
代表取締役　中　澤　拓　摩

㈱東京海上日動パートナーズ東北
塩釜支社

支社長　二　宮　典　子

Studio　Feel
代　表　砂　口　絵梨子

議　員
㈱清野工務店
代表取締役　清　野　祐　輝

仙台キリンビバレッジサービス㈱
代表取締役　佐　藤　文　厚

㈱すずき
代表取締役　鈴　木　和　博

常議員
㈱鈴木工務店
代表取締役　鈴　木　美　範
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（五十音順）

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
取締役副社長　佐　貝　広　明

ハイパー㈱
代表取締役　大　山　　　淳

㈱萩原建設工業
代表取締役　萩　原　徳　之

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

㈲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
㈱ビジネスソリューションズ

代表取締役　鈴　木　貴　之

顧　問
東日本自動車学校

代表取締役　阿　部　勘九郎

㈱Ｈaptech
   代表取締役社長　土　見　大　介

㈲美生
代表取締役　飯　塚　久　雄

㈲日野不動産
代表取締役　日　野　加奈子

議　員
ひだまり社会保険労務士事務所

所　長　金　子　栄　作

（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

㈱トラベルｅ旅
代表取締役　佐　藤　芳　郎

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

副会頭
東北ドック鉄工㈱

代表取締役社長　宮　﨑　　　剛
東北陸運㈱

代表取締役　小　松　重　幸

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

（五十音順）

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

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㈱
取締役会長　佐　藤　良　典

常議員
㈱三善材木店
代表取締役社長　小　泉　幸　彌

議　員
丸文松島汽船㈱
代表取締役社長　佐　藤　昭　夫

平成エポックトラベル
代　表　佐々木　信　康

議　員
本間商工㈱
代表取締役　本　間　　　良

議　員
㈱間宮商店
代表取締役　間　宮　徳　昭

常議員
㈱三亥
代表取締役　佐々木　　　茂

常議員
三波食品㈱
代表取締役　内　海　勝　男

宮城マリンサービス㈱
代表取締役　石　川　貴　敬

宮城造船鉄工㈱
代表取締役　佐　藤　太　造

マルミヤフーズ㈱
代表取締役　佐々木　正　博

議　員
㈱丸勝会館
代表取締役　遠　藤　勝　一

㈱ベルシステム
代表取締役　鈴　木　晶　晴

松島住宅設備㈱
代表取締役　遠　藤　　　勉

Beautyマーメイド
代　表　近　藤　ミ　カ

常議員
みなと塩釜魚市場㈱
代表取締役社長　志　賀　直　哉

議　員
宮城ケーブルテレビ㈱
常務取締役　加　藤　雄　一

（公社）宮城労働基準協会
塩釜支部

支部長　宮　﨑　　　剛

㈲宮城リサイクルセンター
代表取締役　宮　本　柾　史

マルサイ水産㈱
代表取締役　髙　橋　敬　一

郷土料理 味勘
店　主　吉　田　　　貢

議　員
㈱宝生
代表取締役　尾　形　喜　孝

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
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（五十音順）

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

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㈱
取締役会長　佐　藤　良　典

常議員
㈱三善材木店
代表取締役社長　小　泉　幸　彌

議　員
丸文松島汽船㈱
代表取締役社長　佐　藤　昭　夫

平成エポックトラベル
代　表　佐々木　信　康

議　員
本間商工㈱
代表取締役　本　間　　　良

議　員
㈱間宮商店
代表取締役　間　宮　徳　昭

常議員
㈱三亥
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三波食品㈱
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宮城マリンサービス㈱
代表取締役　石　川　貴　敬

宮城造船鉄工㈱
代表取締役　佐　藤　太　造

マルミヤフーズ㈱
代表取締役　佐々木　正　博

議　員
㈱丸勝会館
代表取締役　遠　藤　勝　一

㈱ベルシステム
代表取締役　鈴　木　晶　晴

松島住宅設備㈱
代表取締役　遠　藤　　　勉

Beautyマーメイド
代　表　近　藤　ミ　カ

常議員
みなと塩釜魚市場㈱
代表取締役社長　志　賀　直　哉

議　員
宮城ケーブルテレビ㈱
常務取締役　加　藤　雄　一

（公社）宮城労働基準協会
塩釜支部

支部長　宮　﨑　　　剛

㈲宮城リサイクルセンター
代表取締役　宮　本　柾　史

マルサイ水産㈱
代表取締役　髙　橋　敬　一

郷土料理 味勘
店　主　吉　田　　　貢

議　員
㈱宝生
代表取締役　尾　形　喜　孝

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
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（五十音順）

新春紙上名刺交換

議　員
㈱横善商店
代表取締役　横　田　善　光

利商印刷㈱
代表取締役社長　佐　藤　　　大

渡辺果実店 
ジェラテリアフルーツラボラトリー

　渡　邉　敬　久

塩釜商工会議所
専務理事　三　浦　一　泰

議　員
㈱ユアテック塩釜営業所

所　長　菅　野　竜　二

常議員
杜の都信用金庫塩竈営業部

営業部長　佐々木　　　啓

議　員
ヤットハチ鈴木水産㈱
代表取締役　鈴　木　信　弘

議　員
㈱YAMATO
代表取締役　都　留　城太郎

議　員
㈱明豊
代表取締役社長　松　永　賢　治

議　員
㈱ヨークベニマル塩釜北浜店

店　長　須　田　幸　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

塩釜商工会議所青年部
会　長　土　見　大　介

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

㈱森デザインハウス
代表取締役　森　　　博　史

議　員
㈲八百照
代表取締役　下　山　雄　司

そば処　村崎庵
代　表　齋　藤　　　宏

よつば工房
代　表　桑　田　勇　夢

議　員
㈲利府環境クリーン
代表取締役　鈴　木　健　一

塩釜商工会議所女性会
会　長　鈴　木　あい子

塩釜商工会議所

職　員　一　同

㈱祐文堂
代表取締役　庄　子　友　博

議　員
㈱八百大

会　長　佐　藤　幸　司

議　員
㈱矢部園茶舗
代表取締役　矢　部　　　亨

（社福）やまとみらい福祉会
サービス付き高齢者向け住宅　東雲

所　長　早　坂　　　翔

議　員
メガネギャラントリー
代表取締役　鈴　木　成　久
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港湾をはじめ、商業振興や街づくりなど、各業界の
現状や課題を報告し、必要な施策などについて理解
を求めました。荒井理事からは、「塩竈の復興状況
や地域全体でブランド化を推進する取り組みなど、
今後のまちづくりの方向性に対する考え方が伝わり
ました。日商としても出来る限りの支援をさせてい
ただきます」との言葉がありました。

▲要望書は日本商工会議所を通じ、各関係機関へ
働きかけられます

物価・原油高騰に伴う経営支援や
      ALPS処理水の海洋放出への対応など要請
物価・原油高騰に伴う経営支援や
      ALPS処理水の海洋放出への対応など要請

中心市街地の新しい「顔」中心市街地の新しい「顔」

日本商工会議所  荒井理事が来塩日本商工会議所  荒井理事が来塩

海岸通再開発事業 3月完了海岸通再開発事業 3月完了

　この度、海岸通2番地区に、奥州一宮のおひざ元ならではの商業
施設、『直来横丁』が完成しました。現代によみがえった門前町の
出現です。
　国道を挟んだ海岸通1番地区では、すでにマンションに約200名
の方が定住されています。この地一帯が東日本大震災からの復興
を象徴し、塩竈の商業、観光
を先導するエリアとなるよう、
強い決意を持ちながら、街に
魂を入れてまいります。
　皆様のこれまでのご支援
に心から感謝申し上げます
とともに、一層のご支援を
お願い申し上げます。

　12月22日、日本商工会議所の荒井恒一理事が来
塩され、海岸通１番２番地区の市街地再開発事業
『塩竈直会横丁』を視察し、その後、当所三役と地
域の現状や課題、復興からの再生に向けた問題点な
どについて意見交換をしました。
　桑原茂会頭からは、「長期化するコロナ禍に加え、
ウクライナ情勢やエネルギー価格の高騰など経営環
境が急激に変化する中、以前からの人手不足や事業
承継問題、さらに原材料・電気料金・物価の高騰、
急速な円安による影響等が様々な業種にも及んでお
り、極めて厳しい環境が続いています。事業継続に
支障が生じないよう、中長期的な各種支援を関係機
関等へ働き掛けていただきたい」と要請し、日本商
工会議所小林健会頭あての要望書を手渡しました。
　また、水野暢大、宮﨑剛各副会頭からも、水産や

なおらい

なおらい よこちょう

なおらい よこちょう

▲植栽や照明が整備された小径や広場。
　3月の完成が待たれます

▲

株式会社 まちづくり鹽竈
　　代表取締役　矢 部    亨 氏より

（五十音順）

新春紙上名刺交換
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塩釜商工会議所青年部
会　長　土　見　大　介

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

㈱森デザインハウス
代表取締役　森　　　博　史

議　員
㈲八百照
代表取締役　下　山　雄　司

そば処　村崎庵
代　表　齋　藤　　　宏

よつば工房
代　表　桑　田　勇　夢

議　員
㈲利府環境クリーン
代表取締役　鈴　木　健　一

塩釜商工会議所女性会
会　長　鈴　木　あい子

塩釜商工会議所

職　員　一　同

㈱祐文堂
代表取締役　庄　子　友　博

議　員
㈱八百大

会　長　佐　藤　幸　司

議　員
㈱矢部園茶舗
代表取締役　矢　部　　　亨

（社福）やまとみらい福祉会
サービス付き高齢者向け住宅　東雲

所　長　早　坂　　　翔

議　員
メガネギャラントリー
代表取締役　鈴　木　成　久



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

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
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　冬の風物詩イルミネーション、優しい光が師走の
まちを照らしてくれました。本塩釜駅前の「がんば
っページェント」（主催：同実行委員会）は駅前を
優しく包み、北浜地区の洋上イルミネーション（主
催：(株)くろしお）は、
海にツリーが浮
かび、見る人を
わくわくさせて
くれました。

令和５年10月から
消費税インボイス制度が始まります。

消費税
インボイス
制度

登録を予定されている事業者の方へ

登録申請はお早めに！
※制度開始時にインボイス発行事業者となるためには、原則として、令和5年3月31日までに登録申請を行う必要があります。

制度について詳しくお知りになりたい方は、
国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）の
「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。

❶制度の解説画像
❷AIを活用したチャットボット
❸軽減・インボイスコールセンター
などをご案内しております

特設サイトへ

国税庁

特設サイト
では

令和4年分確定申告相談のご案内令和4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～

個人事業者を対象に、下記のとおり確定申告相談を
行います。　該当される事業者の皆様はお早めにお
いで下さい。
　　　　　　　　　 記

個人事業者を対象に、下記のとおり確定申告相談を
行います。　該当される事業者の皆様はお早めにお
いで下さい。
　　　　　　　　　 記

◆日時　２月20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・祝日は除きます

◆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）

をご持参ください。
※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  塩釜商工会議所　中小企業相談所（３６７）５１１１

ぶらり
塩竈

イルミネーション、
　　まちを華やかに
イルミネーション、
　　まちを華やかに



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

みなと塩釜で生まれ育って100余年
仙台塩釜港と世界を結ぶ総合物流企業

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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あとがき

会員の皆様は割引料金です
空気清浄機・アクリル板で安心です

お問合せ　当所総務課（367）5111

　令和５年最初の会議所ニュースをお届けします。
まだまだ先が見えない世の中ですが、会報担当として
長い耳のウサギを見習い、耳寄りな情報や皆さまのお役
に立てる話題を提供できるよう努めます。今年もどうぞよろ
しくお願いします。（島津伴子）
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ぶらり
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　　まちを華やかに
イルミネーション、
　　まちを華やかに

塩釜の統計資料
人　　口

　　　　　　                                   　　　  （単位：人）
月    　      区分 男 女 計 世帯数

Ｒ4.11月
25,224 27,323 52,547 24,030

（内、外国人170人）（内、外国人407人）（内、外国人577人）
R3.11月 25,507 27,579 53,086 23,888
比  （％） 98.9% 99.1% 99.0% 100.6%

塩竈市市民総務部 ・前月に比べ人口は54人の減少、 
世帯数は5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
R4.11月 161 213 933 (97) 864,881 (60,963)
R3.11月 197 306 1,444 (15) 822,365 (24,259)
比  （％） 81.7% 69.6% 64.6% 105.2%

累計
（R4.1月～） 1,342 2,953 7,736 (1,685) 8,489,151 (1,074,219)
前年同期間
（R3.1月～） 1,416 3,535 11,799 (1,666) 7,276,411 (1,155,788)
累計比（％） 94.8% 83.5% 65.6% 116.7%

塩竈市魚市場管理事務所・前年同月比較で、隻数は36隻の減、 
数量は511ｔの減、金額42,516千円の増となった。

・前年同月（R3.11月）との比較では、 
マリンゲートは2,700人の減、魚市場は9人の増となった。

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
R4.11月 611,772 21,821 20,392
R3.11月 603,004 21,336 20,100
比  （％） 101.5% 102.3% 101.5%

塩竈市水道部 ・11月10日に最大となっている。

市内主要観光施設等入込数
  （単位：人）

マリンゲート塩釜 塩竈市魚市場
R4.11月 65,900 1,291 
R3.11月 68,600 1,282 
比（％） 96.1% 100.7%

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
R4.11月 24,004
R3.11月 21,032
比　（％） 114.1%

累    計(R4.1月～ ) 138,758
前年同期間(R3.1月～ ) 66,668

累計比　（％） 208.1%
丸文松島汽船(株)・前年同月（R3.11月）との比較では、 

全国旅行支援があったことで、2,972人の増となった。

・新規求職者人数は1人の増、 
新規求人数は32人の増となった。

塩釜公共職業安定所取扱状況
 Ｒ４年10月          　　　　   　　　  （　）内は前月の数値（単位：人）

求　職
新 規 求 職 者 数 564 (563)
月間有効求職者数 2,751 (2,773)

求　人
新 規 求 人 数 852 (820)
月 間 有 効 求 人 数 2,419 (2,279)

就　職 就 職 件 数 177 (162)
ハローワーク塩釜
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初心不改（しょしんふかい）
初心を改めず変わらずに持ち続けるということ。
何かを始めようというときの、真っさらで純真な心を
持ち続けようという意味筆・菅原周二副会頭

「開成丸下海図」 【東京国立博物館所蔵『寒風澤嶼造艦碑その他』より。この図巻の巻末には
「明治26年 石井重賢 蔵」と記されています。石井重賢は三浦乾也の養子】

　図には、仙台藩が寒風沢で建造した東北初の洋式軍艦「開成丸」が、巨大な建屋から寒風沢水道に向
かって進水する瞬間が描かれています。九曜文の旗を掲げ、花火も打ち上げられ、2本の大筒からの祝砲
なども見えます。仙台藩13代藩主伊達慶邦公も参列し、近郷近在から数千人の見物客が集まったと伝わっ
ています。
　仙台藩が洋式軍艦の建造に至った背景には、1853年（嘉永6年）のペリー率いる黒船の来航、同年の
幕府による「大船建造の禁令」の廃止、1855年（安政2年）石巻港への米国船の来航などがありました。
　藩は、1856年（安政3年）、陶工三浦乾也に命じ、開成丸の建造に着手、翌年進水しました。寒風沢に
は当時の経緯を詳細に記した造艦碑（右）が残っています。
　寒風沢は藩政時代を通じて幕府の年貢米や仙台藩米の積出港、江戸から仙台城下へ運び込まれる商人
荷物の受入港として栄えましたが、幕末史においても大きな役割を果たしていたことがわかります。
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