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年頭のあいさつ（当所会頭）、12月常議員会　他
今年の抱負（各部会長、青年部会長、女性会会長）
青年部の動き、各種セミナー開催報告
LOBO早期景気観測調査、経済統計表　他
知っておきたい雇用の知識、税のワンポイント講座
相談会・講習会のご案内　他
がんばるおおさきシリーズ

【本号の主な内容】 C O N T E N T S
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1月号の折込チラシ（順不同）

■日本商工会議所会頭年頭のあいさつ
■「2017新春グルメキャンペーン」のご案内
■宮城県よろず支援拠点「経営相談会」のご案内
■ザ・ビジネスモールのご案内
■確定申告個別相談会のご案内
■日本政策金融公庫一日相談会のご案内
■おおさき古川秋まつり おかず-1グランプリ
　優勝店「創作料理 誠」からのお知らせ
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　平成29年大崎市新年祝
賀会が芙蓉閣で開催され
た。大崎市誕生10周年とい
うこともあり、参加者が500

名を上回った。
　オープニングセレモニーでは『おおさき宝大
使』で大崎市古川出身のさとう宗幸さんが、自
身が作曲した「大崎市民歌」を披露され、さとう
さんは「これから先、この市民歌が広く歌われ
るようになってほしい」と語られた。
　また、「大崎市地酒で乾杯を推進する条例」
が、12月市議会定例会で可決されたこともあ
り、参加者の多くは地元酒造7社から提供され
た地酒で乾杯していた。
　大崎市社会福祉協議会のキャラクター「お
おさきちゃん」のお披露目や大崎市のキャラク
ター「パタ崎さん」の新コスチュームのお披露
目などがあり、今年も盛会であった。
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賀正

市民歌を披露したさとう宗幸氏市民歌を披露したさとう宗幸氏

【発行所】古川商工会議所 〒９８９-６１66 宮城県大崎市古川東町 ５-４６   ＴＥＬ（０２２９）２４-００５５　 ＦＡＸ（０２２９）２４-２８２0 【編集発行人】専務理事  晴佐久 祐悦
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　（会議所の動き）

　明けましておめでとうございます。
　平成29年の新春を迎え、謹んでお慶びを申し上げます。
また、昨年中は、当会議所の事業推進にあたり、ご理解ご
協力を賜り、衷心より厚く御礼申し上げます。
　昨年11月の会頭就任時に、「子供たちに誇れる地域づ
くりを目指して」とした所信を表明しました。その実現に向
かい３つの視点を踏まえ、会議所の運営に取り組んでまい
ります。
会員企業の活力創出と競争力の強化
　大崎市では、「第２次産業振興計画」が答申されました。
官民挙げて地域内の連携を深める中から、地場産業の活
性化に向けてブランド品の確立を推進していくとともに、釜
ちゃんカードや推奨品の認定をすることによる販売促進に
も努めてまいります。
地方創生プランの向上と地域の活性化
　「新大崎市総合計画」も答申されたところでありますが、
地方の成長力を高めるためには、企業誘致、販路拡大、雇
用創出、次代を担う若者の育成など、行政とともにひとつ
ずつ解決していく姿勢が必要と考えます。「大崎市立地適
正化計画」も検討中でありますが、地方創生につながるプ
ランのひとつとして、すでに「七日町西地区再開発事業」
の計画が進行中であります。この事業を成功させることが、
地方創生の呼び水となり、近隣地区のまちづくりにも、次の
展開を生み出す力になることと思います。
様々な行動計画を達成するための組織力・体制の強化
　世代が一代変わるくらいにならなければ合併による一
体感の意識は根ざしてこないのかもしれません。未だ本市
には、一つの商工会議所と二つの商工会が併存しておりま
すが、10年後を見据えて、共に活動する方向へと歩んでい
かなければならないと考えます。
　古川商工会議所は、「会員のため」に、会員から頼りにさ
れるための団体となるべく「さらなる成長」や「新しい改革」
そして、「良い意味での変化」をしていかなければなりませ
ん。会議所は、大崎地域を代表する総合経済団体として、会
員企業の持続的な発展を後押し、豊かな地域を創造する
ため、役職員一丸となって各種事業を積極的に展開してま
いります。
　本年が、「子供たちに誇れる地域づくり」の力強い一歩
を踏み出す年となりますよう、皆様方の一層のご支援とご
協力を心からお願い申し上げます。

　当所12月常議員会が開催され、
理事に狩野圭議員（㈱美装社代表取
締役）を選任した。任期は平成31年
10月31日まで。その他の審議事項は
以下のとおり。
　新入会員については９月８日から
12月８日までの11件、顧問・参与の
委嘱については、顧問として大崎市
長のほか県議会議長・議員、元会頭、前・元副会頭の12
名、参与として古川労働基準監督署長、古川公共職業安定
所長、宮城県北部地方振興事務所長、古川警察署長の関
係行政機関の長４名、常設委員会正副委員長・委員、街づ
くり委員会委員の委嘱について、それぞれ原案の通り承認
された。
　各委員会正副委員長は次のとおり。（運営委員会委員
長）菅原道行常議員、（同副委員長）倉島義彦議員、松倉
善昭常議員、（地域政策委員会委員長）髙橋勝行常議員、
（同副委員長）畠良記常議員、槻山良弘常議員、（都市開
発委員会委員長）八木吉夫常議員、（同副委員長）望月俊
一常議員、佐々木愛一常議員、（街づくり委員会委員長）菊
地大樹副会頭、（同副委員長）松倉善昭常議員。
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古川商工会議所
会 頭 村田　秀彦

新入会員さんのご紹介
（順不同・敬称略）12/9常議員会承認

事業所名・所在地 代表者氏名･電話 業　種

1

2

3

4

5

大崎市古川中里1-4-8 

大崎市古川旭6-2-12 

遠田郡美里町牛飼字清水江183-36 

 

大崎市古川休塚字舞台44-2 

CAFＥ LARK＋ 

ＨＡＲＥ 

ＡＦＧ技法塾

スナック空

大場興業

三浦　康幸

0229-23-4624

鈴木　和彦

0229-25-3567

宇井　友成

0229-32-4298

佐々木美空

0229-24-0376

大場　正敏

0229-28-4649
※ご希望により掲載していない事業所もございます。 

大崎市古川駅前大通4-3-8
KAMATA PLAZA A号室

飲　　食

美　　容

技能教授

飲　　食

運　　送

子供たちに誇れる
地域づくりを目指して

第30期理事に狩野議員を選任子供たちに誇れる
地域づくりを目指して

第30期理事に狩野議員を選任
=12月常議員会==12月常議員会=

理事

狩野　圭 氏

〒989-6162 宮城県大崎市
古川駅前大通5丁目3-23

TEL.（0229）22-2181㈹ FAX.22-2195

購読・広告・各種印刷物の申し込みは

日曜・祝日も
休まず発行
※休刊日を除く

身近なニュースだからこそ、
お伝えする価値がある。
身近なニュースだからこそ、
お伝えする価値がある。

郵送の場合も

月/2,160円月/2,160円
（税込）（税込）

お手頃な購読料金

古川商工会議所ニュース【　H29.1月号　】
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（会議所の動き）

理財部会長

槻山 良弘 氏

　新年明けましておめでとうござ
います。
　間もなく米国で新大統領が誕
生することもあり、国内経済も昨
年同様、海外情勢に影響を受け
る流れは変わらないものと思われ
ます。グローバル化する経済環境
を睨みながら、震災復興計画「発

展期」の最終年を迎える本年、地元経済の更なる活性
化を目指し、我々理財部会のメンバー一同、金融サー
ビス等を通じて中小企業の皆様をサポートして参りま
す。本年もよろしくお願い申し上げます。

地域経済活性化への
貢献を目指して

工業部会長

畠　良記 氏

　あけましておめでとうございま
す。この度、工業部会の部会長を
仰せつかりました㈱畠茂商店の
畠良記です。東日本大震災より６
年が経過しようとしておりますが、
今年は酉年、会員皆様の事業業
績が更に上向きますよう様々な企
画を考えてまいる所存です。

商業部会長

西巻 英明 氏

　昨年は、英国のEU離脱と米国
のトランプ新大統領決定という
大きな出来事がありました。これ
は、世界経済の流れがグローバ
リズムから反グローバリズムへ
と逆流が始まった現状と言われ
ています。これは中小零細事業者

には好機到来と言え、部会としても情勢に敏感な活動
を心がけたいと思います。

地方の中小
零細商業者として

専門サービス業部会長

八木 吉夫 氏

　あけましておめでとうございま
す。当部会は、商業、工業、運輸交
通、理財部会以外の全ての業種
業態が所属する、異業種交流会的
要素が強く、業界というよりも、街
づくり、人づくり、店づくりに重点を
おいた部会であります。
　東日本大震災から５年10ヶ月
余が経ちますが、街なかの再生は
まだまだの感がありますし、消費税

増税による個人消費の低迷が顕著であります。　　　
　こうした中、消費喚起、街なかの賑わいを創出するた
めにグルメまるごとラリーを開催してまいりました。本年
は、お客様がもっと楽しく参加できる「新春グルメキャン
ペーン」を実施致します。今後も街なか再生、賑わい創
りを力強く推し進めてまいりますので、皆様のご支援を
賜わりますようお願い申し上げます。最後に会員皆様の
益々のご繁栄とご健勝をご祈念申し上げます。

運輸交通部会長

千田 信良 氏

　新年明けましておめでとうござい
ます。当部会運営におきまして、日
頃よりご理解・ご協力を賜り、心よ
り御礼申し上げます。
　さて、国では「観光先進国」に向
け政府一丸・官民を挙げて取り組
んでおりますが、当部会としても、
大崎市や関係団体と連携し、観光
客誘致に向け、古川駅周辺の整

備・活性化に取り組みます。また、昨今頻発している高
齢者の交通事故の対策としても、観光客・交通弱者の
ための公共交通充実化も大きな課題としてとらえてお
ります。
　会員を始め、市民皆様のご協力を本年も何卒宜しく
お願い申し上げます。

～ 部会・女性会・青年部会長あいさつ ～
今年の抱負

快適環境のクリエイター

大崎市古川栄町22番24号 所　長　佐藤清和

古川営業所
TEL（0229）23－7783  FAX（0229）23－3328

古川商工会議所ニュース【　H29.1月号　】
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　（会議所の動き・お知らせ）

青年部会長

畠山 光平 氏

　新年明けましておめでとうござ
います。日頃は青年部活動に際し
て応援やご指導いただき誠にあり
がとうございます。特に、今年度青
年部の活動として第2回目のジュ
ニアエコノミーカレッジや、わっしょ
い元氣祭りを無事に成功裡に終え
ることが出来ました。3月までまだ
活動はありますが変わらないご支
援よろしくお願いいたします。

女性会会長

曽根りん子 氏

　昨年の女性会活動に際しましては、ご

支援ご協力ありがとうございました。

　今、私たちをとりまく経済環境は極め

て厳しいものがありますが、お互い手を

取り合い支え合っていく活動体制を整

えて今年も元気に楽しく夏まつり、秋ま

つりを迎えたいと思います。又、県女連、

六県女連、全国大会等、チャレンジ精

神を忘れずに発揮したいと思います。

　今年もどうぞ宜しくお願いいたします。

　日頃青年部活動を支えていただいているご家族へ
の感謝と慰労を兼ね、「家族懇親会」が開催された。
　日頃の青年部活動などの映像を上映し、また、
Chibiさんによるミニライブや奥様参加型のイントロク
イズ、子供たちにはお菓子が当たる抽選会など、大い
に盛り上がった。ビュッフェ形式での食事は子供たち
も大好きなメニューばかりで、メンバーもそのご家族も
芙蓉閣の食事に舌
鼓を打った。家族懇
親会を開催し、家族
ぐるみで交流し、さら
なる親睦を深めるよ
い機会となった。

　「マイナンバーの最新動向とセキュリティーチェック」
セミナーが当所で開催され、マイナンバーの最新動向
と、コンピュータウィルスから守る対処法などを学んだ。
講師は、前者が布施労務管理事務所所長の布施喜久男
氏、後者は、ＰＣコンサルティング代表の藤本元昭氏。
　昨年１月から本格的にマイナンバー制度がスタート
し、特に税務分野においてマイナンバー記載が必要な
書類が数多く追加され、なかなか把握できないのが現
状である。そこで、最新の動向を整理しながら、実務対応
やマイナンバーの漏えい事故に備えた対応等について
学ぶセミナーを開催し、主に経理担当の皆様に熱心に
受講していただいた。
　なお、当日使用したテキストを無料でお頒けいたしま
すので、担当宛にお電話でご請求ください。

（担当：中小企業相談所　大津）

古川商工会議所青年部

12月例会「家族懇親会」
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5

12
12

12
14

子供から大人まで楽しい時間を過ごした

自社の現状分析や
目標決定など具体的な
説明がなされた

～マイナンバー対策セミナー開催～

マイナンバーの最新動向と
セキュリティーをチェック！

　当所主催による「経営計画作成

支援セミナー」を当所で開催し

た。講師に大場コンサルティング

オフィス代表/中小企業診断士 

大場宣英氏を招き、「経営計画を

作成する意義」、「小規模事業者

持続化補助金の事業内容説明や

採択に向けての申請書作成のア

ドバイス」について説明していた

だいた。

販路開拓や業務効率化に
向けた取り組みを
～経営計画作成支援セミナー～

販路開拓や業務効率化に
向けた取り組みを
～経営計画作成支援セミナー～

http://www.m-shimadaya.co.jp/
0120-220076

お引出物、ご法事、内祝、快気祝、新築祝、
記念品、景品、長寿祝、入・進学祝、陣中見舞、
引越し挨拶などに最適です。

旬の味と笑顔をそえて…
心に残る感謝の気持ち

宮城シマダヤ㈱
古川工場ギフト館
〒989-6225
大崎市古川塚目字北原56番地（古川インター近く）

古川商工会議所ニュース【　H29.1月号　】
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（お知らせ）

経 済 統 計 表
百万円

（平成28年11月末現在）古川金融団主要勘定残高

（古川手形交換所調べ）

11 月
前　　月
前年同月

総預金月別区分 実質預金 流動性預金 定期性預金 貸出金小切手・手形

278,124
275,716
267,081

278,074
275,655
267,039

163,216
163,665
158,515

114,908
112,051
108,566

160,342
160,423
149,378

50
61
42

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

保証協会大崎支店保証状況（3市4町村） （平成28年11月末現在）

（宮城県信用保証協会大崎支所調べ）

11 月

保　証　申　込
件数 金　額 件数 金　額 件数 金　額

保　証　承　諾 保　証　残　高

前　　月
前年同月

月別

区分

110
112
109

1,155
1,435

971

106
111
112

1,115
1,429
1,029

5,657
5,693
5,969

44,095
44,463
48,768

百万円百万円百万円

古川公共職業安定所取扱状況 （平成28年11月末現在）

求　職

求　人

就　職

新 規 求 職 者 数
月間有効求職者数
新 規 求 人 数
月間有効求人数
就 職 者 数

646（ 186）
2,706（ 877）
1,189（ 440）
3,800（1,234）

316（ 90）
※（  ）内は、うちパートの数。 （古川公共職業安定所調べ）

マル経融資制度のご案内

日本政策金融公庫事業資金融利率情報

この融資は、小規模事業者が、商工会議所の経営指導を受けて経営を改善し、事業の
発展を図るために必要な資金を商工会議所の推薦で、日本政策金融公庫より無担保
･無保証人･低利率で融資するものです。

2,000万円 1.16％
1,000万円 0.26％

融資限度額

※「震災対応特枠」の利用は震災により直接又は間接的に被害を受けた方が対
　象となります。
※「震災対応特枠」は貸付後3年間の特別金利となります。
※情勢により変わることがあります。※大崎市の利子補給制度の対象となります。

一　般　枠

震災対応特枠

融 資利率

融資限度額 融 資利率

運転資金 7年以内（うち据置期間1年以内）
設備資金 10年以内（うち据置期間2年以内）

●国民生活事業

●中小企業事業

お問い合わせ・ご相談は当所まで　電話  24-0055

・教育ローンのお問い合せは教育ローンコールセンター（TEL.0570-008656）まで
・利率は金融情勢によって変動しますので、お借入金利（固定）は、記載している利率
とは異なる場合があります。

国の教育ローン

直接貸付・代理貸付

東日本大震災復興特別貸付
普通貸付

制 度 名 基　準　利　率

制 度 名 基　準　利　率

1.16％～2.8％

1.31％～2.3％

1.21％～

1.81％（母子家庭の方は1.41％）

※その他各種融資制度の詳細はコチラのホームページをご覧下さい。
　→http://www.jfc.go.jp/

平成28年12月9日より

・ご契約日時点での貸付利率が適用されます。　・利率は、標準的な貸付利率です。

ブロック別全産業ＤＩ（前年同月比）の推移（東北）
東北 全国

※
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LOBO早期景気観測調査
【12月調査結果】調査期間：平成28年12月13日~19日【12月調査結果】調査期間：平成28年12月13日~19日

業況ＤＩは、建設業、製造業、
サービス業で改善、その他の２業種で悪化

業況ＤＩは、建設業、製造業、
サービス業で改善、その他の２業種で悪化

　「小売店の廃業があったものの、新規出店した飲食
業と取引でき、売上の減少をカバーできた。ただし、同
業他社の新規参入が多く、競争が激化しているため、業
況感は改善しない」（食料品卸売業）、「最近は外国人宿
泊客数が増加しつつあり、売上は堅調である。県などが
誘致活動を進めているので、今後も更なる客数の増加
が期待できる」（宿泊業）、「年末に向けて客入りは好調
で、売上は改善した。しかし、パート、アルバイトの人手不
足は非常に深刻で、繁忙期となる年末年始の営業活動
に影響が出ないか不安である」（総合スーパー）
　業況の先行き見通しDIは、全産業では今月と比べほ
ぼ横ばいの見込み。産業別にみると、卸売業、小売業で
改善、その他の３業種で悪化する見込み。

東北ブロックの概況
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　（お知らせ）

税のワンポイント講座

税理士法人さくらパートナーズ
税理士　筒井　俊明

育児休業・介護休業給付金の要件
見直しについて
布施労務管理事務所  所長　布施喜久男

知っておきたい
雇用の知識（第66回）

いたずらや緊
急を要しない
相談等が多数
110番に寄せ
られることによ

り、本当に急を要する場合
の警察官の到着が遅れる
危険性があります!!

いたずらや緊

110番あなたとつながるホットライン110番あなたとつながるホットライン
事件事故など緊急時の通報は
緊急通報
ダイヤル110110
悩みごと・心配ごとの相談は
警察相談
ダイヤル＃9110＃9110

NO!

宮城県古川警察署  ☎22-2311

　みなさんこんにちは。税理士の筒井です。
　今年もよろしくお願い致します。
　さて、昨年12月８日に「平成29年度税制改正大綱」が
発表になりました。
　配偶者控除の見直しばかりが大きな話題になりました
が、解散総選挙を予期してか、我々中小事業者にとっての
大きな改正はほとんどありませんでした。税制改正大綱
は、まだ法律ではありませんが、年度末までには、ほぼこの
ままの内容で法律として成立します。今日は話題の改正点
の内、二つだけ取り上げます。
①配偶者控除・配偶者特別控除の見直し
　現在、例えば妻のパート収入が年間103万円を超える
と、夫の配偶者控除が受けられなくなりますが、この「壁」
を150万円まで拡充します。150万円を超えても控除額が
急にゼロになる訳ではありませんが、段階的に減少して、
201万円を超えると控除は無くなります。また、夫の年収に
よっても控除額を段階的に減らして、夫の年収が1,220
万円を超えると、やはり控除は無くなります。
　また、年収が103万円を超えると、妻自身に所得税や
住民税が課税される可能性がありますし、130万円を超
えると社会保険料の扶養からも外れることになりますか
ら、注意が必要です。
　平成30年分からの改正です。
②タワーマンションの固定資産税・不動産取得税の見直し
　居住用高層住宅（高さ60ｍ超）に対する固定資産税・
不動産取得税について、高層階ほど高く、低層階ほど低く
なるように見直します。現在は基本的には高さは関係なく
課税されています。改正は平成30年度から新たに課税さ
れる新築物件になりますが、平成29年４月１日までに売
買契約を結べば現行通りです。
　今回の改正では、相続税の節税のためにタワーマン
ションを購入する方法についてはおとがめなしでした。不
動産を購入すると相続税が安くなる仕組みについては次
回以降に解説いたします。

　平成29年１月１日より、育児休業・介護休業給付金
の要件が見直しになります。
【育児休業給付金】
○育児休業給付金の対象となる子の範囲について
　養子縁組里親、養育里親等も育児休業給付金の対
象となります。
○有期契約労働者の育児休業支給要件について
　有期契約労働者は、育児休業開始時点において、
「①事業主に引き続き雇用された期間が１年以上あ
る、②子が１歳以降も雇用継続の見込みがある、③子
が２歳に達する日まで更新されないことが明らかでな
い」という要件を満たす必要がありますが、このうち、②
の要件は廃止となり、③の要件は「２歳⇒１歳６か月」
に緩和されます。
【介護休業給付金】
○対象家族の拡大
　祖父母、兄弟姉妹、孫は「同居かつ扶養」の場合が対
象でしたが、「同居かつ扶養」の要件を廃止します。
○介護休業の取得回数について
　介護休業給付金は、同一の対象家族・同一の要介護
状態の場合、原則１回、93日を限度として対象としてい
ましたが、通算93日分を最大３回まで分割して取得す
ることが可能になります。
○有期契約労働者の介護休業給付支給要件
　有期契約労働者は、介護休業開始時点において、
「①事業主に引き続き雇用された期間が１年以上ある
こと、②93日経過後も雇用継続の見込みがある、③93
日経過後から１年を経過するまで更新されないことが
明らかでない」という要件を満たす必要があるが、②の
要件は廃止となり、③の要件は「１年⇒６か月」に緩和
されます。
※平成28年８月１日以降に開始した場合の給付率を
　引き上げました（賃金の40％→67％）。
詳しくは、お近くのハローワークにお問い合わせください。

古川商工会議所ニュース【　H29.1月号　】
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（お知らせ）

※その他各分野の専門家を派遣する事業を実施しておりますので、お申込み・問合せは当所ホームページ並びに中小企業相談所へ。

無料税務相談会

雇用と労務無料
個別相談会

平成28年7～12月分
納期特例源泉所得税（年末調整）

納付個別相談会

日　程 相談会・講習会 講　　師 時　　間 会　場 備考

平成29年
2月2日㈭

平成29年
1月26日㈭
2月27日㈪

平成29年
1月16日㈪
1月17日㈫

古川商工会議所
第５研修室１/３

古川商工会議所
1階相談室

古川商工会議所
1階相談室 無料

無料

午前9時30分～
午後4時30分

午後１時30分～
午後３時30分（１人60分）

午後１時30分～
午後３時30分（１人60分）

税理士法人さくらパートナーズ
税理士 筒井　俊明 氏

当所経営指導員及び
補助員、記帳専任職員

相談会・講習会のご案内

無料

1月…星大輔社会保険労務士事務所
　　　　特定社会保険労務士　星　　大輔 氏
2月…千葉晶子社会保険労務士事務所
　　　　特定社会保険労務士　千葉　晶子 氏

アクサ生命は商工会議所と協力し、弔慰金・見
舞金制度、退職金制度、リスク対策や事業承継
など、各種共済制度・福祉制度で会員企業の
皆さまのさまざまなニーズにお応えしています。
これからも、時代の変化にあわせた生命共済
の提供を通じて、会員企業と従業員の皆さまを
サポートしていきます。

変化するニーズに、進化する生命共済。

［お問合せ先]
古川商工会議所
TEL 0229-24-0055

［取扱店]
アクサ生命保険株式会社 
仙台支社 古川営業所
TEL 0229-23-3036

古川商工会議所　新生命共済　
2017年 4月 1日スタート

古川商工会議所ニュース【　H29.1月号　】



　新年明けましておめでとうございます。本年
も皆様に寄り添った会議所ニュース制作に勤し
む所存です。皆様の温かいご支援・ご協力をお
願い申し上げます。本年も会員事業所様にとっ
て幸多き年となりますようご祈念いたします。

（A.S）

あとがき

　平成28年10月27日㈭、国土交通省において自動車関係者功労者大臣表
彰式が行われ、全国のタクシー業界関係者35名が受賞し、大崎市からは㈱
昭和タクシー代表取締役の結城節夫さんが表彰されました。
　自動車関係功労者大臣表彰とは、国土交通省が自動車関係事業の販売、
整備、運輸の各分野において多年精励され、功績顕著である方を表彰する制
度です。その中でも結城さんは、多年にわたりタクシー事業の振興に努め、斯
界の発展に寄与されたとして表彰されました。
　今回の受賞について、結城さんは「いただいた賞を糧に、地域のタクシー
業界を盛り上げ、地域のために尽力していきたい」と語られていました。今後
益々のご活躍をご期待申し上げます。

がんばる!!
大崎シリーズ 60

ゆうき        せつお

「㈱昭和タクシー」
代表取締役  結城　節夫 さん

表彰式で記念撮影をされた結城さんご夫妻

●平成28年宮城県文化の日　表彰
　◇保健衛生功労
　　佐々木　浩　司　氏【㈲佐々木薬局】
　　茂　泉　勝　美　氏【れすとらん和泉家】
　　米　城　正　興　氏【㈱米城本店】

●平成28年度食品衛生全国大会　表彰
　厚生労働大臣表彰
　◇生活衛生功労
　　茂　泉　勝　美　氏【れすとらん和泉家】

●（公財）宮城県食品衛生協会北海道・
　東北ブロック大会　表彰
　厚生労働省医薬・生活衛生・食品安全部長表彰
　◇食品衛生功労
　　大　場　悦　男　氏【大場屋菓子舗】

●宮城県食品衛生指導員大会　表彰
　宮城県知事表彰
　◇食品衛生功労　
　　紺　野　道　夫　氏【潮彩の國六右衛門】

当所会員が表彰されました。
おめでとうございます。 今年度で退会を希望（予定）される事

業所様は1月30日（月）までにお申し
出ください。会費納入後の本年3月末
日（事業年度末）をもって、退会のお
取扱いをさせていただきます。

会員退会の手続きについて

住所：宮城県大崎市古川字上古川屋敷 77-1
TEL：0229-23-3033

～人事異動のお知らせ～
○及川　智寛（平成29年1月1日付）
(新) 中小企業相談所・経営指導員
(旧) 総務部

　（お知らせ）
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　 新 年 会 承 り ま す
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