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　大崎市民の皆様には、日頃より古川商工会議所の事業にご理解とご協力を

賜っておりますことに、心より御礼を申し上げます。

　昭和26年７月７日、古川商工会議所の設立第一期がスタートしました。そ

れから65年が経過し、この11月に第30期を迎えました。また、全国には515

の商工会議所があり、それぞれの活動エリアにおいて、地域総合経済団体と

して様々な分野において、様々な事業を展開しております。

　当所では、「会員企業の活力創出と競争力の強化」として、官民挙げて地域

内の連携を深め、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

による販売促進にも努めているところです。

　そして、自らも楽しみながら自主的な運営をするといったことを目指した大崎市古川地域イベント連絡協議会を立ち上

げ、おおさき古川まつりやおおさき古川秋まつりをはじめとする市民の皆様と関わりある事業の運営協力に積極的に取り組

んでおります。

　また、「様々な行動計画を達成するための組織力・体制の強化」のために、10年後を見据えた活動を行い、積極的な会員

加入推奨を行っております。事業経営者の皆様には、ぜひとも商工会議所をご活用お役立ていただきたいと思います。

　地域の商工業を支援し、「会員のための、そして、会員と共に、地域のためになる商工会議所を目指して」という理念に

沿って積極的に活動してまいる所存です。

　本市民号により、市民の皆様方に商工会議所の一端を理解していただければ幸いです。

最後に大崎市民皆様方のご健勝とご多幸を心よりご祈念申し上げます。

ご  挨  拶
古川商工会議所
会  頭
村田　秀彦

伊達な商談会 in OSAKI　9月16日

ふるかわ得する街のゼミナール（まちゼミ）　11月1～30日はたらくくるま大集合　10月15日 優良従業員表彰式　11月11日

おおさき古川まつり 　8月3・4日

おおさき古川秋まつり　10月15・16日



     商工会議所
     ってなぁに??

　商工会議所は、明治11年我が国の資本主義の父と呼ばれる”渋沢栄一翁”を中心
に、商工業者の声を国の政策に反映させるために、実業界を代表する面々が自主的
に集まって作った団体です。
　今の制度は昭和28年8月に制定された「商工会議所法」に基づいて運営されてい
ます。
　商工会議所は、日本の企業と地域を元気にしたいと願う民意の結晶から生まれた
経営団体であり、商工会議所の活動には大企業も中小企業も、みんな力を合わせて、
都市を住みよく働きやすいところにしようという願いが込められています。

　商工会議所としての意見を公
表し、これを国会・行政庁等に具
申し、建議します。

◎建議・要望活動
◎景気対策事業
◎石巻・酒田間高規格道路の新設

　5つの部会活動、会員大
会（会員のつどい）、商談会
などを通して、地域内の中小
企業・小規模事業者のビジネ
スパートナー探しを支援しま
す。

◎ビジネス交流

　商工業に関する講習会および検定試験を
行っています。
・簿記検定
・リテールマーケティング（販売士）検定
・珠算・暗算検定　　・各種セミナー
などを通し経営者および従業員のスキルアッ
プを支援します。

◎検定試験・講習会の開催

　労務・金融・税務・経理・創業など経営に関するさまざま
な相談、指導を行っています。

◎観光資源の発掘人・
　　　　　地域活性化の仕掛人

　おおさき古川まつり・お
おさき古川秋まつりや各種
イベントなどの観光振興事
業、震災復興に関する事業
に取り組んでいます。

商工会議所の生い立ち

     商工会議所
     ってなぁに??

◎共済制度
　（地域内の中小企業・小規模事業者の福利厚生支援）

　次代を担う若手経営者の相互研鑚の
場である青年部活動や、女性経営者が
連携する女性会活動を支援します。

　大企業並みの福利厚生を享受していただく
ための各種共済制度を揃えています。

◎青年部・女性会活動

（地域の商工業者の声を行政に届ける）

　原産地証明・サイン証
明などの貿易関係証明
を行い、グローバルビジ
ネスを目指す地域内の
中小企業、小企業者を
サポートします。

◎国際化支援

◎マル経融資など

◎地域内の中小企業・
　小規模企業者のホームドクター

　小規模事業者に有利な資
金繰りを支援します。
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　（商工会議所とは）
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（商工会議所とは）

Security  Shred  Service SSS シュレッドセンター

大崎市古川北稲葉2－12－16（稲葉郵便局そば）  TEL 22－3430

アイ 動物クリニック

小さな小さな
          生命だからこそ
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　古川商工会議所では、地域の経営者の皆様の様々
な経営課題やお悩みに対し、経営指導員が、相談窓口
や事業所訪問により、ご相談に対応いたします。また、
専門的な問題については、公的な資格を有する専門
家に橋渡しをし、より効果的な解決策を見出していた
だくことができるよう支援いたします。
　資金繰りや日々の経理、税務申告、雇用や労務管
理、事業に関する法律問題や知財問題、経営計画作成
など、経営のことならどんなことでも、古川商工会議所
にお気軽にご相談ください。

経営支援

◇日本政策金融公庫定例相談（週1回、予約制）
　事業資金の借入と資金計画の立て方について支
　援します。
◇日本政策金融公庫1日相談会（年３回程度）

◇マル経融資
「小規模事業者経営改善資金融資制度」の推薦斡旋
　
◇国・県・市の各種支援制度の斡旋

　おおさきコワーキングスペースalataと連携して
創業者を支援します。
◇個別相談、各種セミナー開催

　事業に関する法律問題や知財問題に対し、専門
家による支援を行います。
◇無料法律個別相談

（契約している法律事務所にて随時相談）
◇無料知財個別相談

（宮城県発明協会相談員に随時相談）

　食品製造販売事業者を中心に、伊達な商談会を
開催します。NPO法人未来産業創造おおさきと連
携し、産業フェアを開催します。

　小規模事業者の退職金準備や、中小企業・小規
模事業者の取引先倒産による資金準備に対し、下記
の共済制度をご案内しています。
◇小規模企業共済制度・中小企業倒産防止共済制度

　記帳の仕方がわからない個人事業主の方を対象
に、日々の帳簿のつけ方から決算まで、一貫した記
帳継続指導を行います。
◇記帳指導（随時）
◇決算申告個別相談会（２月以降１０回程度）従業
員の方の源泉徴収の仕方や年末調整、
　法定調書の作成について支援します。
◇納期特例源泉所得税納付個別相談会（７月開催）
◇年末調整個別相談会（１月開催）
税務に関するお悩みに対し、専門家による個別相
談会を開催しています。
◇無料税務個別相談会（予約制・毎月１回開催） 

　様々な経営課題に直面する経営者の皆様の専
門的な相談に対し、専門家派遣による課題解決を
行います。
◇エキスパートバンク制度（小規模事業者のみ）

◇ミラサポ専門家派遣制度

◇雇用と労務無料個別相談会（予約制・年に８回程度）
◇労働保険事務組合制度
　事業主の事務負担を軽減するため、事業主に代
　わって事務処理をするものです。事務委託した
　場合、下記のメリットがあります。
・事業主に代わって事務処理をするので、手間が
　省けます。
・事業主や家族従業員なども労働保険に「特別加
　入」できます。
・労働保険料を金額に関わらず３期に分納できま
　す。

《金融支援》

《創業支援》 《記帳支援・税務申告支援》

《専門家による支援》

《雇用と労務支援》

《法務・知財支援》

《販路開拓支援》

《共済支援》
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　（会議所の動き・お知らせ）
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理、事業に関する法律問題や知財問題、経営計画作成
など、経営のことならどんなことでも、古川商工会議所
にお気軽にご相談ください。

経営支援

◇日本政策金融公庫定例相談（週1回、予約制）
　事業資金の借入と資金計画の立て方について支
　援します。
◇日本政策金融公庫1日相談会（年３回程度）

◇マル経融資
「小規模事業者経営改善資金融資制度」の推薦斡旋
　
◇国・県・市の各種支援制度の斡旋

　おおさきコワーキングスペースalataと連携して
創業者を支援します。
◇個別相談、各種セミナー開催

　事業に関する法律問題や知財問題に対し、専門
家による支援を行います。
◇無料法律個別相談

（契約している法律事務所にて随時相談）
◇無料知財個別相談

（宮城県発明協会相談員に随時相談）
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　小規模事業者の退職金準備や、中小企業・小規
模事業者の取引先倒産による資金準備に対し、下記
の共済制度をご案内しています。
◇小規模企業共済制度・中小企業倒産防止共済制度

　記帳の仕方がわからない個人事業主の方を対象
に、日々の帳簿のつけ方から決算まで、一貫した記
帳継続指導を行います。
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員の方の源泉徴収の仕方や年末調整、
　法定調書の作成について支援します。
◇納期特例源泉所得税納付個別相談会（７月開催）
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税務に関するお悩みに対し、専門家による個別相
談会を開催しています。
◇無料税務個別相談会（予約制・毎月１回開催） 

　様々な経営課題に直面する経営者の皆様の専
門的な相談に対し、専門家派遣による課題解決を
行います。
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◇雇用と労務無料個別相談会（予約制・年に８回程度）
◇労働保険事務組合制度
　事業主の事務負担を軽減するため、事業主に代
　わって事務処理をするものです。事務委託した
　場合、下記のメリットがあります。
・事業主に代わって事務処理をするので、手間が
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《法務・知財支援》

《販路開拓支援》

《共済支援》
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（お知らせ）

〒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【 市民号 】



釜ちゃんカ
ード加盟

店でご利
用

いただけ
ます。レ

ジにてこ
の

カードを
ご提示く

ださい。

発行日　
　　年　

　　月　
　　日（

発行日か
ら2年間有

効）

釜ちゃん
カード加

盟店共通
ポイント

カード

500円のお買い物でポイ
ントがもらえ、60個集め
ると500円分の商品券と
して使える！

ポイントをためて

豪華賞品をＧＥＴ
釜ちゃんカードで
楽しく上手に
ショッピング！

釜ちゃんカードで
楽しく上手に
ショッピング！

釜ちゃんカードで
楽しく上手に
ショッピング！

500円のお買い物でポイ
ントがもらえ、60個集め
ると500円分の商品券と

各加盟店でお買物の際にカードをレジにて提示してください。
（カードの有効期限は発行日より2年間です。）

豪華特典!!豪華特典!!

「シネマリオーネ映画鑑賞券」
「ベガルタ仙台観戦チケット」
が当たる!!

「シネマリオーネ映画鑑賞券」
「ベガルタ仙台観戦チケット」
が当たる!!
今年の10月には
日帰り旅行も開催しました。

岩手県遠野
市の

ふるさと村に
て

こ
ち
ら
の
ス
テ
ッ
カ
ー
が

貼
っ
て
あ
る

市
内
約
１
０
０
店
舗
で

発
行・ご
利
用
で
き
ま
す
。

6

　（お知らせ）

TEL.0229-22-2020 FAX.0229-23-2028

地域の成長を本業支援で支える

古川支店・三本木支店

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

TEL.0229-22-2211

株式
会社北都開発

（公社）宮城県宅地建物取引業許可：宮城県知事⑻第2956号
建設業許可：宮城県知事（般-28）13358号

〒989-6117

大崎市古川旭2丁目3番8号（イオン古川店向い）
最新の物件情報は・・・ http://www.hokuto-re.co.jp

古川商工会議所ニュース【 市民号 】
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（お知らせ）

あなたの夢を、みやしんで 

 

 
 

理事長	 矢野	 弘文 
宮城第一信用金庫  古川支店  

ＴＥＬ0229-23-6411 

古川商工会議所ニュース【 市民号 】

お問合せ先 古川地区エネルギー懇談会事務局（古川商工会議所内）℡24-0055

○事業内容
　当会は古川地域の会員
を基盤とし、地域産業の進
展や安定した生活環境づく
りに不可欠なエネルギーに
ついて、自主研鑚により知
識の向上を図り、また将来
のエネルギー問題に対処していくための理解と地域の発
展に寄与することを目的としています。主な事業として
は、講演会の開催、施設見学の実施、情報・資料等の提供
を行っております。ぜひ、この機会にご入会くださいますよ
うお願い申し上げます。
○会員資格　古川地域における法人・団体・個人です。
○会　　費　年額１口1,000円→個人会員は１口以上、
　　　　　　法人及び団体会員は３口以上。

○施設見学（11月実施）
「新地発電所」（福島県新地町）、
「南相馬変電所」（福島県南相馬市）の視察。

古川地区エネルギー懇談会入会のご案内
～この機会にぜひご入会をおすすめします～

　石巻市(太平洋側)から大崎市を経由して酒田市(日本
海側)に至る区間は、東日本大震災発生の際、支援物資や
ガソリン等の輸送ルートとして大きな役割を果たしまし
た。
　東北で最も都市間距離が短いこの区間（通称：みちのく
ウエスト「腰」ライン）は、地域連携や交流の促進により、
集積規模の拡大や都市間移動時間等交流条件の格差を
是正するため、地域高規格道路の整備を実現しようと沿
線市町村の商工会議所・商工会、関係団体・民間事業者に
よって協議会が構成されました。
　協議会では次代を担う子供たちによる「みちのくウエ
ストライン少年サッカー大会」やフォーラム等を通じた連
携・交流活動を行っており、流入人口の大幅な増加や地域
の活性化につながる交流軸、自然災害時の迂回ルートと
しても大きな役割を果たす事が期待されていることから、
地域高規格道路の一日も早い実現に向けて、市民皆様の
ご支援をお願い申し上げます。

少年サッカー大会ではあすなろFCが準優勝、古川サッカースポーツ少年団が５位と大健闘

視察研修にて

宮城県石巻市から山形県酒田市までをつなぐ“絆の道”

地域高規格道路早期実現へ ＝石巻・酒田間地域連携軸強化促進協議会＝
みちのくウエストライン
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写真で振り返る商工会議所のイベント

1月　大崎市新年祝賀会

5月　藤まつり

9月　伊達な商談会 in OSAKI

1月　会員のつどい

8月　おおさき古川まつり

10月　はらくくるま大集合

八百屋市・古川日曜朝市

8月　緒絶川灯ろう流し

10月　おおさき古川秋まつり

・在宅のまま24時間申し込みが可能　・支払方法は、クレジ
ットカード決済とコンビニ決済の2種類
・ネット申込み代金は、各級受験料の他に手数料
（簿記510円　販売士620円）をいただきます。
 （注）上記申し込みは、古川商工会議所で受験される方のみ
となります。
※詳しくは当所ホームページの各種検定情報をご覧ください。

ネット申込み
について

簿記・リテールマーケティング（販売士）検定

会館貸室をご利用下さい
＊＊＊ 空室状況はHP上でも確認することが出来ます ＊＊＊

試験はネット
申込も可能です。

冬まつり
■期間：12/1㈭～1/31㈫まで
■場所：みちのく古川食の蔵 醸室
◆イルミネーション
  （期間中の日暮から午後10時まで）
◆醸室スタンプラリー公開抽選会
　12月10日午前11時～

株式会社


