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▲演壇を降り、多くの聴講者の間近でこれからの日本外交の見通しを語りました

11月14日、ホテルグランドパレス塩釜で、市内
金融機関等との共催による「第40回共同講演会」を
開催しました。
講師には外交ジャーナリストで作家でもある手嶋
龍一氏をお招きし、『東アジアの国際情勢とこれか
らの日本外交を読み解く』と題して、ご講演をいた
だきました。

～
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手嶋氏は、米中両大国の貿易・海域問題など日本
を取り巻く国際情勢についてわかり易く解説しまし
た。
そして、世界情勢を読み解く「目」や「先を見通
す力」を培うことの重要性を来場者に訴えました。
来場者のアンケートでも「有意義な時間だった」
「とても参考になった」と大変好評でした。
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▲
観光案内所は、愛
称の「しおナビプ
ラザ」のロゴが目
印。明るく入りや
すい雰囲気となり
ました

リニューアルオープン
しました！
観光案内所「しおナビプラザ」
11月27日、本塩釜駅に塩竈市観光案内所
がリニューアルオープンしました。かねて
より駅構内で仮設運営を行ってきましたが、
アクアゲート口側へ移転し、オープンした
ものです。
この日は、ＪＲ東日本東北総合サービス
が運営する、「tekuteほんしおがま」も同時オープ
ンし、セレモニーが行われました。当所からは、桑
原茂会頭が出席しました。鏡開きも行われ、オープ
ンに並んでいた方々に、地酒が振る舞われました。

そろばんコンクール
塩釜珠算連盟競技大会
11月23日、当所会議室で、塩釜珠算連盟（会
長：三浦一泰当所専務理事）が第42回そろばんコ
ンクール・第44回競技大会を開催し、小学２年生
から６年生の60名が参加しました。
はじめに、優良生徒表彰が行われ、19名に表彰
状と記念のメダルが贈られました。また、日本珠算
連盟在籍20年を迎えた幸洋珠算学院の渡辺洋子先
生へ、表彰状を伝達しました。
コンクールでは、全国統一問題や読上げ暗算など
の種目別に競技を行い、参加者は日頃の練習の成果
を発揮しようと、１つ１つの問題に真剣に取り組ん

関係者が参加
し、鏡開きが
行われました

▲

「tekuteほんしおがま」に
は、鮮魚や青果の物販店舗と
食堂・居酒屋が開店しました

観光案内所では、リニューアルオープンに伴い愛
称を募集していました。全国から219通の応募があ
り、「しおナビプラザ」に決定し、リニューアルオ
ープンに合わせて発表されました。
でいました。
▲
表彰式で
は、賞状の
他、トロフ
ィーや盾な
どが贈られ
ました。ま
た、リレー
競技では、参加者が各珠算教室の枠を超えて６チー
ムに分かれて競技をし、それぞれの順位でお楽しみ
賞品を手にしました。
各部門の１位は次のとおりです。

河村兼丞くん（幸洋
珠算学院）が元気よ
く選手宣誓をしまし
た

練習の成果を発揮

▲

商業施設「tekuteほんしおがま」

２年生から６年
生まで共通の問
題に取り組みま
した

●小学校２年生以下の部総合
矢野 陽太（幸洋珠算学院）
●小学校３年生の部総合
八巻 小春（あおぞらそろばん塾）
●小学校４年生の部総合
山口 真央（あおぞらそろばん塾）
●小学校５年生の部総合
安田 悠人（あおぞらそろばん塾）
●小学校６年生の部総合
八巻 厚太（あおぞらそろばん塾）

▲

パチンコ
タイガー

塩釜郵便局
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一歩先を見つめ

日々チャレンジ

青年部の県連大会を塩釜で
開会のあいさつをする
◀ 佐藤会長

11月６日、宮城県商工会議所青年部連合会（会
長：佐藤大当所青年部直前会長）が「第３回みやぎ
県連大会」を開催しました。
青年部による県連大会は、さらなる商圏の拡大や
地域への貢献などを目的に各県で行われており、当
連合会は今回で３回目の開催となりました。当日は、
ホテルグランドパレス塩釜を会場に、ＯＢや現役会
員など104名が出席しました。
第一部の講演会では、株式会社ポケットチェンジ
の播野純平氏より「都市部を中心に進みつつあるキ
ャッシュレス化」についてご講演いただきました。
第二部の懇親会では、各単会より“短中期ビジョ
ン”を発表し、地域を支える青年経済人としてのあ
り方について討議が交わされました。また、異業種
のメンバー同士が交流を深め、実りある場となりま
した。
だい

◀

キャッシュレス時
代への対応につい
て話す播野氏

はり の じゅんぺい

年末調整相談日のご案内

●個人事業者を対象に、下記のとおり年末調整指導を行います。
●該当される事業者の皆様はお早めにおいでください。
●なお、所得税、復興特別所得税の納期限は１月21日までとなっております。

記
１月10日㈭～１月16日㈬
午前10時～午後４時 ※昼休み正午～午後１時
２．会 場 塩釜商工会議所 会議室
３．持参する資料
●平成30年分所得税源泉徴収簿
●１～６月までの源泉納付書の控え
●国民健康保険料領収書（平成29年分、30年分）
●国民年金保険料の控除証明書
１．日

時

▲交流を深めた懇親会

～マイナンバーが必要です～

●生命保険料・地震保険料等の控除証明書
●扶養控除等（異動）申告書（※）
●配偶者控除等申告書（対象者のみ）
※必ず、従業員および扶養親族等のマイナンバーが記載されていること
●印鑑、前年分資料関係

※提出書類には、給与支払者（事業主）のマイナンバーが
必要となりますので、『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。

■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
各宗葬儀施行・仏壇・仏具・生花

（本社）白寿殿
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2018 会 議 所この一年

▶
２月６日
「2018塩釜フード見
本市」
地元企業41社が出
店、全国からバイヤー
など1,000名が来場し
ました。毎年好評の出
展食材を使った新メニ
ューを提案する「しお
がま屋」では、動画レ
シピをサイトで公開し
ました

みなと塩竈・ゆめ博
みな
みなと
と塩竈・ゆめ
・ゆめ
め博
３月３日「女性会研修会」 ▶
当所女性会が阿部勘酒造
㈱、浦霞醸造元㈱佐浦を視
察研修しました。日本酒の
芳醇な香りの中、原料や発
酵の工程など詳しく説明を
受けました

▲２月22日〜３月15日「塩竈商人塾」
商店主や創業予定者を対象に開催、44名が受
商店
創業予定者 対象 開催
名 受
講しました。「写真撮影」「ディスプレイの基
礎」など販売促進に繋がるテーマで、全５回の講
座を実施しました

◀４月22日
「第35回しおがま市民まつり」
晴天に恵まれ、３万人が来場。ス
テージには「アンパンマン」も登
場し、恒例の「ジャンボ鉄火巻」
や「チビッコ広場」も歓声に包ま
れていました

▶﹁キーワードラリー〝神々の道〟﹂
それぞれのまち歩きコースにキー
ワードが設置され︑各キーワード
を集めて応募する﹁キーワードラ
リー﹂も企画されました

◀４月25日「部会役員合同勉
強会」
工業・建設部会と運輸・
港湾部会の合同で、「都市
計画道路等の整備状況」に
ついて塩竈市から説明を受
けました。また、事業促進
や、駐車場の確保などにつ
いて意見交換をしました

﹁着物ｄｅ まちあるき﹂
思い思いの着物姿で歴史
的建造物などを巡り︑塩竈
◀スイーツを堪能しました

４回目となる「みなと塩竈・ゆめ博」を開催。
台風の影響もありましたが、多くの来場者でにぎ
わった１ヵ月間となりました。

５月22日
▶
「相馬中核工業団地視察研修会」
常議員、部会役員など19名が参加しました。震災後、分譲を休止していた
地区でも、今年３月から分譲が再開され、常磐自動車道や相馬港の整備が進む
中、企業誘致が加速している状況を見学しました

８月 日﹁洋上視察会﹂
役員議員 名が参加し︑貞山運河
﹁御舟入堀﹂を巡りました︒放置艇
が並ぶ護岸の現状や整備された防潮
堤などを視察したほか︑㈱くろしお
の鈴木雅博社長から︑舟運の歴史や
運河の利活用の可能性などについて
◀も︑説明を受けました

▲７月１日「オリジナルポストカード発売」
塩竈PRグッズ第５弾となる「オリジナルポス
トカード」を発売しました。塩竈の風景や古地
図、古絵はがきなどを題材とし、７種類を制作し
ました

◀７月31日「塩竈市と当所
三役・部会長情報交換会」
塩竈市からは、佐藤昭市
長、内形繁夫副市長、高橋
睦麿教員長をはじめ８名が
出席。当所からは桑原会
頭、各部会長など13名が
出席しました。各業界の現
状や課題、要望項目など、
スピード感のある事業展開
が重要であることを確認し
ました
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▲10月５日〜11月22日
「がんばっぺ！塩竈創業スクール」
創業予定者や起業に関心がある方を対象に開
催し、８名が受講しました。経営の基礎や資金
計画の立て方など、全８回の講座を実施し、ビ
ジネスプランを作成しました

地域資源勉強会
今年は「かまぼこ」「浦戸諸島」をテーマに
実施しました。魅力ある地域資源をさらに磨き、
情報発信に努めました
３月６日
▶
テーマ「かまぼこ」
座学では、当所副
会頭の水野水産㈱水
野暢大社長から、か
まぼこの歴史などに
ついて、講演してい
ただきました。体験
会では、㈲カネイ蒲
鉾店の伊藤和弘氏を講師に、鯛やハートのかまぼこに、「寿」
の文字や「花模様」などの絵付けを行いました
◀５月10日
テーマ「浦戸諸島」
丸文松島汽船㈱の
佐藤昭夫社長を講師
に、野々島の椿のト
ンネル、寒風沢の日
和山、朴島の菜の花
畑などを巡りました

８月28日
▶
テーマ「浦戸諸
島 島の歴史 」
江戸時代に日本
人として初めて世
界一周した寒風沢
出身の津太夫と左
平の物語「若宮丸
漂流物語」を学び
ました。芸人のダメじゃん小出氏のユーモアあふれる口演で、
楽しく学ぶことができました
◀10月11日
「消費税の軽減税率制度に関する
説明会」
塩釜税務署との共催で開催し、
20名が参加しました。当所か
らは軽減税率対策補助金やイン
ボイス制度について説明しまし
た。制度導入に向け、売場担当
者も含めて早目の対応が必要と
なっています

▲11月５日
「きらり輝き観光振興大賞表彰式」
「みなと塩竈・ゆめ博」が、日本
商工会議所主催の「きらり輝き観光
振興大賞・優秀賞」を受賞しまし
た。地域一体の取り組み、地域資源
の掘り起こしなどが評価されました。表彰式では、三村明夫日
商会頭から桑原茂会頭へ表彰状が手渡されました
11月９日
▶
「会員交流会」
来賓、受賞者、
会員など202名が
出席しました。
優良従業員表彰、
創業創立記念顕彰、
マイスター顕彰、
永年役員議員表彰
を行い、永年のご
労苦に敬意と感謝
を表しました

10月15日
▶
「塩竈市への要望活動」
水産加工原料の安定的
な確保への支援、「割増
商品券」の発行、都市計
画道路の早期整備による
土地活用と渋滞緩和など、
１３項目を要望しました。
同様に、香取嗣雄市議会
議長、伊藤信太郎衆議院議員、佐藤光樹、天下みゆき両宮城県議会議
員へも要望しました

10月31日
▶
「結の場in塩竈」
被災企業が抱え
る課題解決に向け、
大手企業がその経
営ノウハウを使っ
て支援する事業で、
地元企業９社と大
手企業38社が参
加しました。ワークショップ形式で、事業プランや課題につい
て話し合いました
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門前町の歴 史と 建造物の魅 力を発信
歴史観光案内板「夢ヒストリー」を設置

年末年始休日のお知らせ

休刊のお知らせ
平成31年１月１日号は休刊いたします。新年号は
１月15日に発行いたします。

株式会社
本

また、案内板は、QRコードから中国語、韓国
語、英語の文章もご覧いただけるようになっていま
す。今後も、案内板やサインを増やし、「観光商
業」の推進を図っていくこととしています。なお、
設置箇所とテーマは下記のとおりです。
・阿部勘酒造㈱ 「西町と阿部勘酒造」
・㈱佐浦 「浦霞醸造元佐浦と塩竈石の酒蔵」
・荻原味噌醤油醸造元
「荻原味噌醤油醸造元と仙台箪笥」
あとがき

年末年始休日は下記のとおりです。
・年末最終業務日 12月28日㈮ 午後５時半まで
・年末年始休日
12月29日㈯～１月３日㈭
・１月４日㈮から通常業務

斎藤教授から案内板に記された内容に
◀ ついて詳しく説明を聞きました

「みなと塩竈・ゆめ博」を契機
に街中を散策する多くの方の姿が
みられるようになったことから、
この度、歴史観光案内板「みなと
塩竈・ゆめ博夢ヒストリー」を設
置しました。門前町として育まれ
てきた塩竈の長い歴史や、歴史的
建物の魅力などを正しく伝えるこ
とが目的です。
11月30日には、ボランティア
ガイドなど関係者へ、案内文の説
明会を行いました。案内文の作成
にあたっていただいた東北学院大学経営学部長の斎
藤善之教授から、それぞれのお店や地域の歴史、建
物の特徴、往時の町の姿などについて、お話いただ
きました。

市内
３カ所に

今年最後の「会議所ニュース」を、お届けします。
「会議所この一年」の写真を選びながら、今年も目
まぐるしい１年だったと実感しています。そんな中
で「きらり輝き観光振興大賞優秀賞」を受賞できたこ
とは、頑張ったご褒美として、とてもうれしい出来事でした。
今年も１年間、大変お世話になりました。
（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
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