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塩竈みなと祭
見事な花火に
歓声も

７月15日、第72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。14日の前夜祭では、「縁日
広場」がにぎわうなか、8,000発の花火が夜空
を彩り、両日合わせ11万４千人の人出でにぎわ
いました。（２面・６面に関連記事）
〈写真左〉今年の花火は、見事に大輪の花を咲かせてくれ
ました。観客からは、拍手と歓声があがってい
ました
〈写真上〉志波彦神社の神輿が西ふ頭に到着。御座船「龍
鳳丸」に奉安され、塩竈さまを奉安した「鳳凰
丸」とともに、湾内を巡りました
〈写真下〉当所青年部が運営する「縁日広場」。今年は千
賀の浦緑地と港町公園で、開催しました。両会
場とも、来場者で埋め尽くされんばかりでした
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縁日広場

港町公園

▲実証実験中の地域通貨「竈コイン」の体験
◀ブースが設けられました。アプリをダウン
ロードし、会場でチャージをすると300コ
インがプレゼントされました

▲「縁日広場」港町公園会場。曇空ながら、浴衣姿の
来場者も多く見受けられました

縁日広場

千賀の浦緑地
◀
元気あふれる
ダンスパフォ
ーマンスで会
場を盛り上げ
てくれたのは、
ダンスチーム
「ジギー」の
皆さん

▶青年部の物販ブースでは、水ヨー
▼ヨーや焼きそば、かき氷に生ビー
ルなどを提供。かわいいお客様に、
スタッフもニッコリ

▶ベリーダンス﹁ＭＹ
ＳＨＡ﹂の皆さんは︑
妖艶な雰囲気で︑観
客を魅了していまし
た
▲
塩竈のイベントにはかかせないお
二人、Asariさんとアサノタケフ
ミさん。ミニライブはもちろん、
司会でも活躍しました

▼飛び入り参加の女の
子も、見よう見まね
で踊ります。「よし
このハットセ〜」

▲ステージのフィナーレは「よしこの
塩竈」。よしこの連の皆さんが、来
場者と一緒に踊りました

▲▶
仙台出身バンド「カラー
ボトル」のメンバー、竹
森マサユキさんがライブ
で登場。やさしいメロデ
ィーと透き通った歌声
で、会場もやさしい雰囲
気に




パチンコ
タイガー
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塩釜市港町2丁目13-12

準備待ったなし！
7月24日、当所で「軽減税率直前対策セミナー」
を開催し、会員事業所から9名が参加しました。
講師は税理士法人トリプル・ウイン顧問の星叡氏
で、軽減税率制度の基礎から、区分記載請求書等保
存方式やインボイス制度への対応、経理処理の注意
点、税額計算とその特例などについて説明がありま
した。
講師からは「10月の軽減税率導入が迫る中、レ
ジ補助金の拡充を知らない、また経理的対策が不十
分など、準備が整っていないケースも多く見受けら
れます。最新情報を確認し、自社で必要な対策を至
ただし

軽減税率直前
対策セミナー開催
急、再確認してください」と呼びかけがありました。
また、令和5年に導入予定のインボイス制度では
「仕入税額控除など、自社だけでなく取引先も含め
た対策の検討が必要」と説明がありました。
商工会議所では、軽減税率対策に必要な情報とし
て窓口で冊子を配布しているほか、ホームページで
はセミナー動画が閲覧できるようにしています。
（閲覧にはID、パスワードが必要です。本紙7月1
日号の折込チラシでご確認ください。お問い合わせ
は当所まで☎022-367-5111）

﹁必要な対策は何かを
確認し︑準備をすすめ
て下さい﹂と語る星氏

軽減税率対策補助金の申請に係る手続き等に
ついては、必ず中小企業庁の公式ホームペー
ジ「軽減税率対策補助金事務局」でご確認く
ださい。
『軽減税率対策補助金事務局』ホームページ
http://kzt-hojo.jp/

▲

キャッシュレス決済の導入手順を確認
～初めてのキャッシュレス化講座～
導入のメリット︑
デメリットなど具
体例を交え︑説明
いただきました
◀

７月17日、当所主催で『初めてのキャッシュレ
ス化講座』を開催しました。これは、キャッシュレ
ス決済への理解を深めることを目的に実施したもの
で、講師に中小企業診断士の森田俊郎氏をお迎えし、
14名が受講しました。
講座では、キャッシュレス決済の種類から導入に
あたってのメリット・デメリットまで、丁寧に解説
いただきました。また、各キャッシュレス決済事業
者の利用方法等について、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。
最後に森田氏は「導入メリットとして、お客様の
利便性向上に加えて、そこで得られるマーケティン
グ情報や各キャッシュレス決済事業者による販促活
動が挙げられます。一方、キャッシュレス決済には、

通信回線の確保等の導入コストと決済手数料等の運
用コストがかかります」さらに「入金までの期間を
考慮した資金確保も必要ですので、コストや資金繰
りを理解した上で、キャッシュレス決済が必要かを
判断しましょう」と話されました。
当所では、今後も「事業承継セミナー」など、各
種講座を予定しています。会員の皆さまのご参加を
お待ちしています。

会員事業所のみなさまへ

業務上・業務外を問わず２４時間保障！
商工会議所独自の給付制度も
！

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 定期保険
（団体型）
＋塩釜商工会議所独自の給付制度（見舞金・祝金・助成金・記念品制度）
「記載の内容はマリン共済制度の一部を記載したものです。ご加入
にあたってはパンフレット、 重要事項説明書（契約概要・注意喚
起情報）を必ずご覧ください。」
お問い合わせは 塩釜商工会議所
℡367-5111
引受保険会社
アクサ生命保険株式会社
℡221-3352
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共同講演会について協議

理財部会

第一候補は田崎史郎氏

宮城県商工会議所連合会

◀

◀

鎌田宏会長から︑村
井知事へ要望書が手
渡されました

各宗葬儀施行・仏壇・仏具・生花

塩 釜

塩釜市桜ヶ丘2-27
TEL 022-366-4141

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 0225-96-3232
TEL 022-290-3232

TEL 022-363-4141
TEL 022-767-4141
TEL 022-353-4141
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応」などを求める要望書を村井嘉浩知事に手渡しま
した。連合会としての要望のほか、会議所ごとの要
望もあり、当所桑原会頭からは「水産加工業界の青
物施設の整備」、「港湾施設の整備促進」、「市街
地再開発事業の早期完成への支援」、「シティセー
ルス活動への助成支援」などを求めました。
それらに対し村井知事は、「販路回復への支援は
スピード感を持って取り組みたい」、「市街地再開
発事業は重要事項と認識している。具体的な相談を
受けたい」と述べられました。また、観光活性化の
ためのＮＰＯ活動の支援充実については、「民の活
力を活かすことは重要、情報を共有しながら取り組
みたい」とのお話がありました。さらに、海保カレ
ーについても、高い関心を示していただきました。
なお、県議会と宮城復興局にも同様の要望を行い
ました。



白寿殿

TEL 022-255-4141

◀

販路回復や交流人口拡大、人出不足への支援

７月29日、県庁で宮城県商工会議所連合会の要
望活動が行われました。
県内の会頭、専務理事12名が参加し、当所から
は桑原茂会頭と三浦一泰専務理事が出席しました。
参加者は、「被災
企業の販路回復・開
拓支援」や「観光・
交流人口の拡大」、
「人手不足への対

（本社）白寿殿

あいさつをする菊地部

知事

◀ 会長

望
へ要

昨年は︑外交ジャー
ナリストの手嶋龍一
氏を迎えて︑開催し
ました

７月31日、当所で理財部会（部会長:菊地
勝己㈱七十七銀行塩釜支店長）を開催し、共
同講演会について協議しました。
この共同講演会は、理財部会の主催事業と
して昭和54年から毎年実施しており、今年も
昨年同様「政治・経済」をテーマに開催する
ことになりました。
講師は、第１候補は田崎史郎氏（時事通信
社解説委員）、第２候補は平井文夫氏（フジ
テレビ報道局上席解説委員）、第３候補は伊
藤惇夫氏（政治アナリスト）となりました。
また、開催日については、11月から12月
上旬とし、準備を進めて行くことになりまし
た。
どうぞお楽しみにお待ち下さい。



 
 




      





   

本年は塩釜商工会議所

役員・議員改選の年です

当所役員・議員は、本年10月31日をもって、３
年の任期が満了となります。このため９月から次期
の役員・議員の改選手続きを開始します。
◆議員は商工業者の代表です
商工会議所の議員は、会員の中から、会員の代表
として選ばれます。選ばれた議員は、商工会議所の
最高意思決定機関である議員総会を構成し、その意
見を事業に反映させる重要な役割を担っています。
議員選任に当たっては、１号・２号・３号と３つに
区分され、様々な業種からバランスのとれた構成と
なるよう選出します。

役員・議員選挙選任日程
日

程

●１号議員･････定数46名
会員や特定商工業者の投票により、会員のう
ちから選挙によって選ばれます
●２号議員･････定数31名
業種によって分けられた８部会の中から選出
され、各部会において決定されます
●３号議員･････定数13名
会頭が常議員会の同意を得て、会員の中から
選任します
◆役員は臨時議員総会で選任されます
１号から３号までの全議員が決定後、役員選任の
ため臨時議員総会を開催し、会頭以下の役員が選任
されます
●会頭１名 ●副会頭４名以内 ●専務理事１名
●常議員30名 ●監事３名

備

実施事項

令和元年8月22日 １号議員選挙人名簿縦覧の公示

考

選挙人名簿の縦覧期間を公示します

9月2日〜3日 １号議員選挙人名簿縦覧

選挙人名簿を縦覧することが出来ます

9月9日

確定日までに会費を納入しない場合、選挙権を有しません

１号議員選挙人名簿確定日

9月9日〜21日 ２号議員選任（各部会の開催）

選挙日の10日前までに、各部会を開催し、選任します

１号議員選挙公示

選挙の日時・場所・１号議員定数を公示します

１号議員立候補届受付

選挙公示と同時に立候補届の受付を開始します

９月28日

１号議員立候補届受付締切

選挙日10日前17時までに届け出をします

10月８日

１号議員選挙

立候補者が定数を超えない時は、選挙を行わず、立候補者をもって当選人とします

10月15日

３号議員選任（常議員会）

会頭が常議員会の同意を得て選任します

11月１日

役員の選任（臨時議員総会）

臨時議員総会にて役員の選任をします

9月10日





下 田 啓 二

  
 




 



 


■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

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％）
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。）



 
 




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
■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





「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

■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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7/14 前夜祭

7/15 本祭

花火打ち上げカウントダウン

▶
御座船の御発
船を見届けよ
うと、マリン
ゲート塩釜に
は、多くの人
が集まりまし
た

（千賀の浦緑地）

▲当所桑原茂会頭も参加して、カウントダウン。「さぁ、み
んなで３、２、１…」。ちょっとタイミングはずれてしま
いましたが、見事な花火が打ち上がりました

▶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︒
そろいの浴衣に菅笠姿の女性
会の皆さんは︑優雅なよしこ
の塩竈を披露しました
青年部は︑掛け声も勇ましく踊り
ました︒﹁それ︑それ︑そーれ﹂
◀

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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7/14 流鏑馬
▶
毎年７月の第２日
曜日に開催され、
今年は前夜祭の日
程と重なりました。
厳かな雰囲気の中、
馬にまたがった射
手が、３つの的を
射ぬく姿は、まさ
に圧巻！

あとがき

株式会社

7/14 千賀の浦カヌー体験

北浜マリンベースで行われま
した︒あいにくの小雨模様で
したが︑カヌーでの宝探しゲ
ームなどを楽しみました
◀

▲お供の船と一緒に福浦橋の前を巡航し、松島に向かう御座
船「鳳凰丸」

梅雨明けきらない中での、みなと祭。前夜祭
では、花火の打ち上げ直前に雨が降り出し、今
年も…と、不安がよぎりました。そしてカウン
トダウン、「３，２，１…」。夜空に、見事な
大輪の花が咲きました。すばらしい花火とともに、青年
部が準備に奮闘した縁日広場も、大盛況となりました。
（高橋和恵)

