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第４回
みなと塩竈・ゆめ博

開幕

〈写真左上〉 ９/29 西ふ頭で「艦船公開」が行われまし
た。３千人の来場者が掃海艇「ちちじま」や多
用途支援艦「えんしゅう」を見学していました
〈写真右上〉 ９/28・29 ｢しおがまさま神々の月灯り」で
は、表坂をはじめ境内がLEDキャンドルの灯り
に彩られました
〈写真左下〉 ９/30 ｢塩釜魚市場開放どっと祭」恒例のマ
グロ解体ショー。台風が近づく中、多くの来場
者でにぎわいました（仲卸市場会場）

～

主

な

内

容

４回目となる「みなと塩竈・ゆめ博」が開幕。メーン
イベントの「しおがまさま神々の月灯り」「海のイベン
ト」「塩釜魚市場開放どっと祭」が続々と開催されまし
た。30日は、台風の影響もあり一部中止や縮小したイ
ベントもありましたが、各会場は市内外からの来場者で
にぎわいました。また、今年度の「全国商工会議所きら
り輝き観光振興大賞」優秀賞の受賞も決まり、まだまだ
つづくイベントへのはずみになりました。
（詳細はＰ２.３.６）
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メ ーンイベントで

◀

◀

◀

ゆめ博では初めての披露
となった「多用途支援艦
えんしゅう」。朝早くか
ら、公開を待つ人で行列
となりました

「えんしゅう」の操舵室
では、船長気分で双眼鏡
をのぞく子供たちも。艦

◀ 内の機器にも興味津々

◀

「掃海艇ちちじま」を後ろに、演奏を披露する陸
上自衛隊第６音楽隊。ちびまる子ちゃんメドレー
の演奏では、観客から手拍子も起こりました。
30日には、東北方面隊のフラッグ隊の演舞も予
定されていましたが、台風での中止が決まると、
がっかりする来場者もいました

歓迎セレモニーで挨拶をす
る桑原茂実行委員長。「塩
竈の魅力を楽しんで下さい」

9 海のイベント
29

ゆめ博発進

第二管区海上保安本部の記念撮影コーナーでは、
小さい子も海上保安官になりきっていました

◀

陸上自衛隊の装備品展
示ブース。バイクに乗
って「ハイポーズ」。
将来は自衛官!?

◀

塩竈港ボート
天国2018

塩釜港湾・空港整備事務所
のブースでは、朝ドラ「あ
まちゃん」で一躍有名にな
った潜水士の装備を展示。
後ろに立つだけで、潜水士
になれました

さまざまなプレジ
ャーボートがずら
りと展示されてい
ました。その金額
に驚き！

▲
◀

ボート試乗も行
われ、キャプテ
ン気分を味わっ
ていました

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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塩釜魚市場開放
どっと祭

30

◀

台風の影響で、仲卸市場のみでの開催となった「どっ
と祭」。マグロ解体ショー＆模擬セリでは、迫力ある
解体と臨場感あるセリを体験しました。いいマグロを
購入しようと、観客も必至に声をあげていました

◀

◀

◀

催となりましたが、参加者の笑
顔はいつもどおりでした

2018年度
全国商工
会議所

場内の通路を使って、輪投げコーナーも

◀

「鉄火巻体験」には、今年もた

くさんの親子などが参加してい
今年は購入申込書が必要です
ました。台風により場内での開

「みなと塩竈・ゆめ博」優秀賞受賞！
「きらり輝き観光振興大賞」

10月３日、「みなと塩竈・ゆめ博」が「きらり
輝き観光振興大賞」の優秀賞を受賞することが、日
本商工会議所から発表されました。
この賞は、地域の個が光り、他の商工会議所の模
範となるような観光振興活動に取り組む商工会議所
を顕彰することを目的に、2008年度に日本商工会
議所が創設したもので、今回が11回目となります。
「みなと塩竈・ゆめ博」の優秀賞受賞については、
各行政や自衛隊、海上保安部、ＮＰＯ等との連携に
よる「地域一体の取り組み」、ゆめ博イベントによ
るマスコミ報道等で「会議所活動の見える化」を推
進、地域資源を活用した事業での塩竈ブランド化の

推進など、震災からの
「真の復興・真の地方
創生」を目指した点が
評価されました。
そすい
なお、大賞は、琵琶湖疏水通船を観光資源として
復活させた、京都商工会議所と大津商工会議所のグ
ループが受賞しました。その他、優秀賞、きらり特
別賞、奨励賞など、当所を含め11の取り組みが受
賞しています。
表彰式は、11月５日に会津若松市で開催される
「全国商工会議所観光振興大会」の全体会議で行わ
れます。

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
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石
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利
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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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部会つうしん

31年度事業に関する
市への要望について協議

当所では、９月に各部会の役員会を開催しました。31年度の商工会議所事業に関する塩竈市等への要望の
内容について、協議を行いました。また、部会それぞれの事業についても検討を行いました。要望は、塩竈市
と塩竈市議会に対し10月15日に行います。
大場 喜蔵
専門サービス部会 ・部会長
塩釜青色申告会会長

運輸・港湾部会

●開 催 日

９月６日㈭

●開 催 日

９月19日㈬

●出席者数

５名

●出席者数

11名

●協議事項
①平成31年塩竈市への要望（案）について
●協議内容
「尾島町通り（45号線）の道路工事が遅々とし
て進んでおらず、閉店、空き地が増えている要因
になっているのではないか。また高齢化社会に伴
い、空き家がかなり増えており対策が必要ではな
いか」など、塩竈市には人口減少が市の衰退に及
ぼす影響を重く受けとめてほしいとの意見が出さ
れました。

商業部会

・部会長 佐浦俊一郎
塩釜市商業協同組合理事長

●協議事項
①平成31年塩竈市への要
望（案）について

工業・建設部会

９月11日㈫

●開 催 日

９月20日㈭

●出席者数

11名

●出席者数

11名

●協議内容
市への要望については、割増商品券の発行や塩
竈市サポート補助金の継続、文具等事務用品の地
元優先・発注、商店街への回遊性向上に向けた駐
車場整備などを取り上げることになりました。ま
た、役員からは本塩釜駅周辺のテナント工事や海
岸通再開発等、商業関係の動きについて、情報提
供がありました。

●協議事項
①平成31年塩竈市への要
望（案）について
②セミナー・勉強会の開
催について

▲港湾整備の状況について説
明を聞きました

・部会長 穴澤

雅之

東北電力㈱塩釜電力センター所長

▲今年４月、塩竈市担当者か
ら道路整備について説明を
聞きました

●協議内容
要望については、昨年に引き続き地元企業の受
注拡大や、入札方式の改善を求めることとなりま
した。また、民間活力の向上のためにも、国道45
号線など道路整備の推進についても要望すること
になりました。

■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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哲郎

塩釜港船舶給水㈱代表取締役社長

●協議内容
要望については、港湾施設の早期整備と仙台港
との機能分担による入港促進策の強化などを引き
続き求めることとしました。また、協議に先立
ち、塩釜港湾・空港整備事務所の遠藤直樹企画調
整課長から「塩釜港区の港湾整備状況及び今後の
計画等」について説明を受けました。

●開 催 日

●協議事項
①平成31年塩竈市等への要望（案）について

・部会長 鈴木

がんばっぺ！
塩竈創業スクール

創業へ向けたステップアップ

10月５日、当所主催で、創業予定者や起業に興
味・関心がある方を対象にした「がんばっぺ！塩竈
創業スクール」を開講し、若手経営者や創業希望者
など８名が受講しました。
これは、同じ目的を持つ仲間と楽しみながら学び、
創業のための実践力を身に付ける全８回の連続講座
創業を目指し、８名が受講
しました

です。講師は中小企業診断士の水上洋介氏。経営の
基礎や資金計画の立て方など、８つのテーマについ
て学び、ビジネスプラン作成を目指します。
第１回目のテーマは“経営”。事業コンセプトの
作成やビジネスアイディアの掘り起こしについて、
講義がありました。
水上講師は「世の中の人々が求めるニーズをとら
え、理想と現実のギャップに対して、あなたがどう
いった商品やサービスを提供できるかを考えてみま
しょう。それがビジネスアイディアを生み出す第一
歩です」と説明しました。
受講者からは「全８回の講座をとおして、自分自
身が何をしたいかを明確化していきたいです」との
声がありました。
本講座は、４年連続の開催で、11月22日まで毎
週金曜日に行われます。

▲

「ともに生涯無事故」を願い 多彩な催し
教習所一日開放まつり
▲

の模型をくぐり抜ける、踏切脱出体験コーナーも設
けられ、真剣に取り組む姿も見られました。
地場産品や焼そばなども販売され、売り上げの一
部は交通遺児、震災遺児、浦戸諸島復興支援のため
塩竈市に寄附されました。

役員および従業員の
福利厚生制度にご活用いただけます

加入促進キャンペーン実施中

いざ、という時のため
に、踏切脱出を体験

９月23日、東日本自動車学校で「教習所一日開
放まつり」が開催されました。
今年で15回目となるこのイベントは、秋の交通
安全県民総ぐるみ運動に合わせ、塩釜警察署、ＪＲ
塩釜駅などの協力のもと、55周年を迎える同校が
主催、当所も後援しています。
オープニングでは、交通安全祈願と飲酒運転根絶
宣言が行われ、「ともに生涯無事故」を願い恒例の
餅まきが行われました。会場では、お笑いライブや
ダンスショー、バイクのトライアルショー、吹奏楽
などが披露され、2,000人を超える来場者で、終始
笑いと歓声につつまれていました。
また、実際に車を運転して、遮断機がおりた踏切

マリン共

済

9月1日～11月30日

定期保険（団体型）（入院給付金付災害割増特約・ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付）
本キャンペーンは『商工会議所共済制度』を会員の皆様にご理解いただき、会員事業所の福祉向上にお役立
ていただくことを主な目的としています。
マリン共済は、病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を問わず24時間保障されま
す。また、当所独自の給付制度として見舞金・祝金・助成金等もございます。詳しくは、当所までお問い合わ
せください。
〈お問い合わせは〉
塩釜商工会議所 総務課
℡022-367-5111
〈定期保険（団体型）引受保険会社〉
アクサ生命保険㈱
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▲灯りに照らされた石段とライトアップされた楼門

株式会社
本

ＬＥＤキャンドルの灯りが石
段に並べられ、幻想的な灯り
◀が足元を照らしていました

◀▲
オリジナルのグ
ラスを購入し、
３つの酒蔵で試
飲ができる「酒
蔵めぐり」も開
催。月灯りと共
に、おいしい地
酒も堪能できま
した

神々の月 灯 り・酒 蔵めぐり

9/28・29

◀▲
舞殿では雅楽、楼門
の前では古代笛の演
奏、さらに境内各所
でシンセサイザーや
三味線、オカリナな
ども披露され、月灯
りとともに幽玄の世
界を演出していまし
た

▲表坂下には、「月見」の文
字が浮かんでいました

ゆめ博が、きらり輝き観光振興大賞「優
秀賞」を受賞しました。多くの皆様のご支
援、ご協力があってこそと、心から感謝い
たします。すばらしい取り組みとして認め
られた「みなと塩竈・ゆめ博」。塩竈にとって新たな
誇りが、誕生しました。
（高橋和恵）

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

下 田 啓 二
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