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伝統の
みなと祭
勇壮に

〈写真上〉濃霧の中でしたが、なんとか花火の雰囲気を味
わえました
〈写真下〉鹽竈神社の神輿を奉安し、湾内を巡航する御座
船「鳳凰丸」

▲表坂を下る鹽竈神社の神輿。坂下では、多くの人々と志
波彦神社の神輿が見守っています

～

主

な

内

容

７月16日、第71回塩竈みなと祭が開催され、御神輿
の海上渡御やよしこの塩竈などのパレードが行われまし
た。15日の前夜祭では、8,000発の花火が打ち上げられ、
両日合わせ12万500人の人出でにぎわいました。
（２面・６面に関連記事）
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パチリみなと祭

（千賀の浦緑地）
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▶
玉川小学校の皆さんも
登場。元気いっぱいの
踊りで会場を沸かせま
した。本祭でのコンテ
ストでは見事総合優勝
に輝きました
▶昨年全面オープンした塩竈市魚
市場も開放され、２階展望デッ
キには花火観覧の桟敷席が設け
られました

▲桑原茂会頭も、あいさつに続きカラオケで
「塩釜漁港」を披露。点数は …

▲ステージの司会を務めたのは、しおがま海
と笑顔の親善大使の佐藤広恵さん（左）と
瀬戸杏香さん（右）、そしてアサノタケフ
ミさん

「よしこの塩竈」３０周年記念イベント
「よしこの塩竈」が誕生し
て 年。お祝い
と
して、ステージでは当所女
性会も涼やかによしこの塩
竈を披露しました
◀

◀当所青年部が運営
する「縁日広場」
は、港町公園で開
催されました。元
気にステージを盛
り上げてくれたの
は、塩釜高校ダン
ス部の皆さん。観
客からは、歓声と
大きな拍手

Part１

⁉

魚魂祭（7/13）
▲縁日広場でも、花火の打ち上げをカウ
ントダウン。「さぁ、みんなで３、２、
１…」

千賀の浦カヌー体験

▼７月13日、塩竈市魚市場で行
われ、当所桑原茂会頭も玉ぐし
を捧げました

（7/15）
▼７月15日、北浜マリンベースで行わ
れました。カヌー体験と、海上での宝
探しを楽しみました

▲会場の港町公園には、花火を待つ人であふれました。
どこまでも続く人、ひと、ヒトの波

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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スピード感ある事業展開へ向け連携を
―塩竈市と当所三役・部会長が情報交換―

▲情報交換を通して、さらなる連携を確認しました

◀

７月31日、塩竈市と当所三役・部会長との意見
交換会を開催しました。塩竈市からは佐藤昭市長、
内形繁夫副市長、高橋睦麿教育長はじめ８名が出席。
当所からは桑原茂会頭、各部会長など13名が参加
しました。
これは、今年度の事業活動の１つで、新たな地域
創生に向けて行政との連携を密にし、スピード感の
ある事業展開に結びつけていくことを目的に開催し
たものです。
はじめに、桑原会頭は「新たな塩竈の再生のため
には行政、業界が一体となって、知恵を出し合いな

毎年10月に
は、塩竈市
への要望活
動を行って
います

がら、諸問題に対処していくことが重要。有意義な
情報交換会にしたい」と述べました。続いて塩竈市
長からは、「このような機会を通じて、各業界の
方々との意見交換の中から、より良い方向を見つけ
ていきたい」と挨拶しました。
情報交換では、当所の各部会長から、各業界の現
状と課題、要望等として、「割増商品券事業の継続、
インバウンドへの対応、人出不足の現状把握、市融
資制度の改変、港湾整備の促進、地元企業への優先
発注、中心部の駐車場確保」などの意見が出されま
した。
それぞれの意見に対し、塩竈市の担当部長から見
解が述べられ、課題などへの対応策について意見交
換をしました。

施設管理者の皆様へ

県からのお知らせ

宮城県ゆずりあい駐車場利用制度について
御協力をお願いします !

塩竈 P R グッズ

第５弾

好

発売評
オリジナル
中!
ポストカード

塩竈の魅力をさらに発信するため、塩竈の風景
や古地図、古絵はがきなどを題材とした、７種類
のオリジナルポストカードを制作しました。

出入口

設
ステッカーを提
示して、対象区
画であることを
標示します。

一般駐車場

一般駐車場

3.5m以上

ゆずりあい区画

１００円（税込）

◆販売店は当所ホームページでご確認ください。
◆販売店を募集中です。下記までお問合せ下さい。
【お問合せ】塩釜商工会議所 ☎（367）5111

施

（一般駐車場）

●１枚

◆制度概要
公共施設や商業施設などの障害者等用駐
車区画について、より適正な利用を図るた
めに、歩行が困難な障害者の方などに対象
となる駐車区画の利用証を県が交付する制
度で、平成30年９月３日より運営を開始し
ます。

◆対象区画の種類
①車いす使用者優先区画
（幅員350㎝以上の幅広の区画）
②ゆずりあい区画
（幅員350㎝未満の通常幅の区
画で、歩行困難な方のために施
設出入口付近に設置する区画）

2.5m程度 2.5m程度 2.5m程度

◆協力施設登録のお願い
県では、本制度の趣旨に賛同い
ただき、対象となる駐車区画の設
置に御協力いただける施設（店舗
等）を募集しております。
協力いただける場合、県ホーム
ページに掲載している「協力届出
書」を県まで提出願います。
御不明な点は下記連絡先までお
問い合わせください。

〈対象区画表示ステッカー〉

【青】

【緑】

◆お問い合わせ・届出先
宮城県保健福祉部社会福祉課地域福祉推進班
電話：022-211-2519／FAX：022-211-2594
E-mail:syahukc@pref.miyagi.lg.jp
HP:http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syahuku/parking.html

※裏面がシー
ル状でA2、
A3サイズの2
種類があり、
県から必要部
数を送付いた
します。

23字×49行×2段組
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補助金申請の相談受付中

『IT活用による生産性向上セミナー』開催

各宗葬儀施行・仏壇・仏具・生花

（本社）白寿殿

塩 釡

塩釡市桜ヶ丘2-27
TEL 022-366-4141

●白寿殿

岩

切

●白寿殿

多賀城

●白寿殿

石

巻

●白寿殿

利

府

●白寿殿

利府駅前

●白寿殿

松

島

TEL 022-255-4141

TEL 0225-96-3232
TEL 022-290-3232

TEL 022-363-4141
TEL 022-767-4141
TEL 022-353-4141
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◀

◀

７月26日、当所中小企業相談所と公益社団法人
塩釜法人会の共催で「IT活用による生産性向上セ
ミナー」を開催しました。これは、IT導入補助金
の周知を目的に開催したものです。講師に、㈲NP
ウォンツ代表取締役小林晃氏をお迎えし、９名が受
講しました。
講座では、生産性向上の必要性からITツールの
活用事例まで、IT導入に必要な知識やポイントに
ついて、丁寧に解説いただきました。また、IT導
入補助金の概要や申請方法など、具体例を交えた説
明に、受講者は熱心に耳を傾けていました。
小林氏からは「今後は人口減少や労働力不足を背
景に、働き手が減っても回せる体制づくりが必要と
なります。限られた人数で高い生産性を実現するに
は、ITの活用は不可欠となります。IT導入補助

「人手不足を解決する
ためにもIT導入は必要
です」と話す小林氏

金があるこの機会に、ぜひご検討ください」と説明
がありました。
IT導入補助金の申請期間（第三次）は８月中旬
から10月上旬を予定しています。補助金申請のご
相談は当所中小企業相談所（367－5111）まで。

１、７００名が働く、
宮城大衡工場。約７割
が東北からの採用とな
っています

▲

仙台塩 釜 港 振 興 会 総 会
5段

ポートラジオの早期導入など提言や要望を
ＰＲホール「結
ギャラリー」も

見学。分解され
７月27日、ホテルグランドパレス塩釜で、仙台
た「アクア」が
塩釜港振興会（会長：六車幸哲氏ＪＸＴＧエネルギ
展示され、内部
の様子まで見る
ー㈱仙台製油所長）の平成30年度通常総会が開催
ことができます
されました。平成29年度の事業報告や平成30年度
の予算案、役員改選案などについて審議され、いず
れも原案どおり議決されました。
当日は、会員企業の代表者など99名が出席し、六

▲あいさつする六車会長

車会長の挨拶のあと、来賓祝辞があり、議事に入り
ました。その結果、将来に向けた更なる港湾利用の
拡大と安全安心な港湾環境の整備に向けた取り組み
を中心に、仙台港区でのポートラジオの早期導入を
目指すことや、港勢拡大のための政策提言などを行
っていくこととし、収入、支出同額の450万円を予
算額として計上することが、決定しました。
議事終了後は、宮城県土木部の高橋義信港湾課長
より「環境アドバイザー制度の概要について」の説
明や、ＪＲ東日本仙台支社が企画している仙台港ク
ルーズ列車の運行計画について話がありました。
仙台塩釜港振興会は、今後も仙台塩釜港に関する
政策提言や要望活動をはじめ、港湾施設の整備促
進、環境整備など利用者の立場で活動していくこと
としています。

会議所検定でスキルアップ！

受験申込受付がはじまります
■珠算検定
（段位・１～10級・暗算）
試 験 日 平成30年10月28日㈰
受付期間 ８月20日㈪～９月27日㈭
■簿記検定（１～３級）
試 験 日 平成30年11月18日㈰
受付期間 ９月10日㈪～10月18日㈭
●お問合せ
塩釜商工会議所 総務課（３６７）５１１１

事業計画と
収支予算を
承認

おめでとうございます！
「マリン共済」のご加入者へお祝金を贈らせて
いただきました。

祝
！
ご結婚

事業所名
加入者名
婚姻年月

東陽防災設備㈱

門馬 雅徳 様
（妻 里衣 様）
平成30年７月

「マリン共済」
は、塩釜商工会議所がアクサ生命保険
株式会社と締結した定期保険
（団体型）
と、当商工会議
所独自の給付制度を会員のみなさまにご利用いただく
ものです。
当所独自の給付制度として、成人、結婚、赤ちゃん誕
生、小学校入学の４つの祝金制度のほか、
ケガ通院や病
気入院の場合には見舞金制度、
インフルエンザワクチ
ン接種等の助成金制度がございます。

〈お問合せ先〉
塩釜商工会議所 ℡022-367-5111
■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

「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特徴
■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

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

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

塩釜商工会議所 総務課
Tel 367-5111

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。

制度引受保険会社

東京海上日動、富士火災海上
三井住友海上、損保ジャパン日本興亜
制度運営

日本商工会議所
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パチリみなと祭

Part２

祭
しおがまうみの歌
前夜
5
7/1 カラオケ★バトル

本祭
7/16

８名が参加して行われた予選は、３グループに分か
れて競われ、それぞれトップの３名で決勝が行われま
した。

出の
決勝進
！
皆さん

◀西ふ頭に志波彦
神社の神輿が到
着。御座船「龍
鳳丸」に奉安さ
れます

▲
「志子田歌謡クリ
ニック」推薦の高
野さく子さん。歌
は「北海峡」

▲
「みやぎ寿司
海道塩竈地域
推進協議会」
推薦の星さく
らさん。歌は
「夏祭り」

ひと

▲女性会・青年部・職員が、「塩釜商工会議所連」
として、陸上パレードに参加しました。青年部は、
掛け声も勇ましく、元気をアピール

▶ステージ前は、たくさんの観客
でいっぱい

▶女性会の皆さんは、そ
ろいの浴衣に菅笠姿で、
優雅なよしこの塩竈を
披露しました

見事優勝に輝いたのは、星
さくらさん（ 歳）。ゲス
トの高橋正典さんも、絶賛
◀の歌声と歌唱力でした
15

▲ゲストで登場したの
は、『THEカラオケ
★バトル』で優勝経
験もある、バリトン
歌手の高橋正典さん

▲神輿が奉安された「龍鳳丸」。岸壁には、
御座船を見送る多くの人が詰めかけました
▲お供した船すべてに、「頑
張ろう西日本！」の文字が
掲げられました

◀「あやめ会」推薦
の志子田恵子さん。
歌は「塩釜の女」

今年も当所青年部の頑張りで、みなと祭
「縁日広場」は大盛況となりました。「カ
ラオケ★バトル」で優勝した星さくらさん
は、当所会員の「すしやの山孝」のお嬢さ
んです。将来の夢はもちろん「歌手」になること。夢
をかなえて、どんどん塩竈をPRしてくださいねー！
（高橋和恵）

株式会社
本

工陽社

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
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