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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り、心より御礼を申し
上げます。
　さて、全国には515の商工会議所があり、それぞ
れの地域において、商工業の総合的な改善発展を
図り、社会一般の福祉の増進に資することを目的
に、様々な分野において各種事業を展開しておりま
す。
　当所では、地域総合経済団体としての指針となる
「中期ビジョンⅢ」を策定しており、第30期（2017
～19）は計画の中の「アクションプラン18」に基づ
き事業を展開しているところです。理念である「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」のもと、「さらなる成長」や
「新しい改革」、そして、未来に向けて「子供たちに誇
れる地域づくり」を目指し、地域の皆様の安定した
事業活動に寄与するため、行動計画を積極的に推
進しております。
　また、地方創生の担い手として、中心市街地活性
化に向けたまちづくり（古川七日町西地区再開発
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等）の協力・推進、おおさき古川まつりをはじめとする
イベントの運営協力など、市民の皆様に関わりのある
事業もアクティブに行っております。
　さらには、組織力・運営基盤の強化のため、精力的
に会員加入勧奨を行っておりますので、事業者の皆様
には是非とも商工会議所の仲間に加わっていただき、
地域商工業の振興・発展、より良いまちづくりにお力添
えを賜りますようお願い申し上げます。
　これからも商工会議所は、行政等関係団体と連携を
図り、商工業者の期待を地域の総意として提言活動、
商工業振興、中心市街地活性化等に積極的に取り組
んでまいります。この地域が発展する力の礎となり、宮
城・東北で光り輝く誇れる地域とすべく活動してまいり
ますので、関係各位によります更なるご支援・ご協力を
お願い致します。
　本市民号により、大崎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。
　結びに、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。

おおさき古川まつり　8月3日・4日 ふるかわまちゼミ　9月1日～30日

2018新春会員のつどい　2月19日 プレミアム商品券の発行　6月9日　発売記念セレモニー
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東日本大震災からの本格復興に向けて
県知事等へ要望 　7月30日
東日本大震災からの本格復興に向けて
県知事等へ要望



     商工会議所
     ってなぁに??

それは「企 業と地域の応援団」
商工会議所は地域  のために様々な活動をしています。

　地域の事業者の声を行政に届けるた
め、商工会議所としての意見を公表し、こ
れを国会・行政庁等に建議・具申します。
　産業基盤と都市機能の整備促進に係る
運動を積極的に展開しています。

◎建議・要望活動

　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。

◎ビジネス交流支援

◎検定試験・  講習会の開催

　地域の事業者の皆様のホームドク
ターとして、経営に関するさまざまな
相談や創業に関する支援を行ってい
ます。
　詳細は4～5頁をご覧ください。

◎地域振興・観光振興・景気対策
　地域活性化の仕掛人・観光資源
の発掘人として、行政機関と連携
しながら中心市街地活性化策や、
地域資源を活かした産業振興の推
進などに取り組んでいます。

　各種調査を実施し、会報により会員に情報を提供し
ています。

商工会議所  の生い立ち

     商工会議所
     ってなぁに??

それは「企 業と地域の応援団」

◎会員サービス

　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制
度を揃え、地域の事業者を支援
しています。

◎青年部・女性会活動

　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事業
者をサポートします。

◎国際化支援

◎経営および創業支援

・空き店舗対策
・釜ちゃんカード事業
・おおさき古川まつり、おおさき古川秋まつり
・ふるかわまちゼミ（ふるかわ得する街のゼミナール）
・プレミアム商品券

・早期景気観測調査（LOBO調査）
・経済統計調査
・空き店舗調査

・石巻・酒田間高規格道路新設

・会員事業所優良従業員表彰
・会員事業所健康診断
・生命共済
・ビジネス総合保険

・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
・各種講習会　　   

◎調査・情報活動

　商工業に関する講習会お   よび検定試
験を行い、経営者や従業員    のスキルア
ップを支援します。

　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
経済団体であり、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、
地域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。
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　（商工会議所とは）

古川商工会議所ニュース【 市民号 】

タイヤとホイールの専門店

運輸局認定優良自動車タイヤ指定整備工場

トラックセンター古川 http://www.mitsuzuka-tire.com

安心と技術で
信頼の輪を広げます
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（商工会議所とは）

古川商工会議所ニュース【 市民号 】

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



　古川商工会議所では、経営者みなさまの日々の様々な課題、お悩みに対して、経営指導員や公的資格を

有する専門家などが相談窓口や事業所訪問により、資金繰りや税務、会計、労務、法務、経営計画など経営

全般についてのご相談に対応いたします。

　また、古川商工会議所が策定した小規模事業者支援のための計画「経営発達支援計画」は、みなさまの

事業を支援するための体制や能力を有するものとして「小規模支援法」に基づき、国から認定を受けており

ます。経営者のみなさまを支援する中核組織として、さまざまな支援事業により事業継続・成長のために伴

走支援をいたします。

古川商工会議所古川商工会議所
経営のことなら何でもご相談ください経営のことなら何でもご相談ください

■金融支援
■経理支援
■専門家対応支援
■創業支援
■補助金申請・経営革新支援
■販路拡大支援
■共済支援

　経営計画の策定や計画のブラッシュアップ、経営環境に関する分析、財務分析、IT導入、販路開拓など経営全般にわたる課
題解決を当所の経営指導員が伴走支援いたします。
　また、専門性が高いアドバイスを要する場合については、中小企業診断士や税理士などの専門家とともに支援いたします。

経営指導員による支援経営指導員による支援

金融支援　マル経融資（小規模事業者経営改善資金融資制度）金融支援　マル経融資（小規模事業者経営改善資金融資制度）
　マル経融資制度は、経営改善を図ろうとする小規模事業者の方々をバックアップするため、商工会議所の推薦により、無
担保・無保証人・低金利で融資を受けられる国の公的融資制度です。

◆３大メリット　

ご利用
いただける方

ご融資の条件

※震災対応特枠
被害証明書等を受け、商工会議所等が策定する小規模事業者再建支援方針に沿って事業を行う商工業者であって、
岩手県、宮城県又は福島県内に事業所を有し、事業活動を行う方

こんな時に
ご活用ください 仕入資金、買掛金決済資金、諸経費支払などに

日本政策金融公庫からの既存借入の借替も場合により可能です

経理（記帳）支援経理（記帳）支援

小規模事業者・中小企業支援のご案内

帳簿のつけ方がわからない、わかっていても不安という個人事業主のために当所で
は、記帳指導員が記帳から決算まで一貫した記帳継続指導を無料（一事業所最長２
年間）で行っています。

当所では、2月から3月の確定申告までの複数日、無料で税理士の先生等が対応す
る個別無料税務相談会を行っています。

経理支援の対象者（原則）●現在、税理士等の指導を受けていない個人の小規模事業者の方●当所地区内（旧古川市内）で事業を行っている方

記帳専任職員による支援

年度末税務相談会

運転資金として 設備資金として
工場・店舗の改装資金、車両購
入、機械等設備の購入などに

●小規模事業者の方
　常時使用する従業員が20名以下（商業・サービス業は5名以下）の法人・個人事業主の方
●最近１年以上、当所地区内（旧古川市内）で事業を行っている方
●納期限の到来している所得税（法人税）、事業税、住民税を完納している方
●日本政策金融公庫の融資対象業種の方

無担保 無保証人 低金利

●返済期間：運転資金7年以内（措置期間1年以内）設備資金10年以内（措置期間2年以内）
●利　　率：運転資金・設備資金いずれも1.11％（設備資金は一定の要件を満たした場合0.61％） 利率は平成30年11月1日現在

 1,000万円通常のご融資額+別枠 2,000万円融資限度額 融資限度額
一般枠　 震災対応特枠※

経営に関するどのようなことでも古川商工会議所にご相談ください。
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　（会議所の動き・お知らせ）

古川商工会議所ニュース【 市民号 】

古川支店・三本木支店・田尻支店

地域の成長を本業支援で支える。 －§安い掛金で大きな安心§－

お問い合わせ・お申込は

あるいは直接　中小企業者とともに歩み続ける

TEL 0229（24）0055古川商工会議所古川商工会議所

〒980－0011  仙台市青葉区上杉一丁目14番2号　TEL 022（263）1265

宮城県火災共済協同組合

所得補償共済　　　自動車事故費用共済
医療総合保障共済　傷害総合保障共済　
他各種共済　

新発売！！ 休業対応応援共済 業界初！！
普通火災・総合火災・新総合火災共済 

宮城県火災共済協同組合
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　古川商工会議所では、地域の事業者の皆様の様々なお悩みや

経営課題に対し、経営指導員がご相談に応じます。原則として相

談料は無料です。

　また、専門性の高い経営課題に対しては、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。知りえた内容に関しては秘

密を厳守いたします。

　資金繰りや日々の経理と税務申告、労務管理、事業に関する法

律や知的財産権に関する問題、創業、事業承継、売上・販路の拡大

や、生産性向上のための経営改善計画作成など、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。

それは「中小企業のホームドクター」
たとえ健康に自信があっても、健康診断は受けますよね。
会社にも定期的な経営の健康診断が必要です。思わぬ経営課題が見つかるか
もしれません。
会社の可能性をグンと伸ばすために、古川商工会議所に相談してみませんか？

　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。
　これから起業しようとする方、起業して間もない方の創業資
金の借入や資金計画の立て方についても支援します。
◇日本政策金融公庫定例相談（週1回、予約制）
◇日本政策金融公庫一日相談会（年３回程度開催、予約制）
◇小規模事業者経営改善資金融資（マル経融資）の推薦斡旋（随時）
◇国・県・市の各種融資制度の斡旋（随時）
　

　関係機関と連携し、これから起業しようとする方、起業して
間もない方、事業の転換をする方などを支援します。起業希望
者等を対象とした各種セミナーや個別相談を行っています。

　労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。
◇雇用と労務無料個別相談会（月1回程度、予約制）
　また、労働保険関係に関する事業者の事務負担を軽減する
ため、雇用保険の各種手続きや労働保険料の収納を代行する
「労働保険事務組合」を運営しています。（別途加入手続きが必
要です。）

《金融支援》

　経営権の承継をはじめ、後継者の育成、相続、株式等の相談に
関して、税理士や中小企業診断士等によるセミナーのほか、事
業引継ぎ支援センターなどと連携し、個別相談において円滑な
事業承継計画書等を作成し、これからの方向性や手順等につい
て支援・アドバイスを行います。

《事業承継支援》

　当所の会員事業者等を対象に、経営一般・金融・税務・労務・
法律・ＩＴなどの各種講習会・講演会を開催し、経営に役立つ情報
や経営改善のヒントとなる情報を提供しています。
　また、個別に各種補助金申請に関する支援を行うほか、より
専門性の高い経営課題に関しては、専門家派遣による課題解決
支援を行います。
　このほか、調査・分析の結果等に基づく経営革新等に係る事
業の計画（経営改善計画、資金計画、マーケティング戦略計画
等）の策定と同計画を円滑に実施するための、きめ細かな指導
及び助言を行います。さらに、経営革新等支援を実施した案件
の継続的なモニタリングを行います。
◇エキスパートバンクやミラサポの専門家派遣制度
◇中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画（「新たな事業
活動」に「経営指標による目標」を具体的に定めた経営計画書）
など

《経営全般に関する支援》

《創業・第二創業支援》

《雇用と労務に関する支援》

　事業に関する法律問題や知財（発明・特許・実用新案等）での
お悩みに対し、専門家によるセミナーや個別相談の支援を行
います。
◇無料法律個別相談（契約している法律事務所で随時相談、予
約制）
◇無料知財個別相談（宮城県発明協会相談員にテレビシステ
ムを利用して随時相談、予約制）・知財に係わるセミナー

《法務・知財に関する支援》

　関係機関と連携し、商談会などを通した販路開拓支援を行
います。
◇伊達な商談会 in OSAKI〈展示・個別　各商談会〉

《販路開拓支援》

　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
引先の倒産による不意の資金準備に対し、各種共済制度を案
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（経営セーフティ共済）

《共済による支援》

　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
帳簿の付け方から決算まで、一貫した記帳継続指導と確定申
告支援を行います。
◇記帳指導（随時）
◇消費税軽減税率に係わるセミナー（随時）
◇所得税・消費税確定申告個別相談会（2月以降、10回程度開催）
　常時使用する従業員が10人未満の事業者を対象に、源泉徴
収税や年末調整のしかた、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（月1回程度、予約制）

《記帳および確定申告などの税務支援》

　「マル経融資」とは、当所の経営支援を受けている会員
事業者で、小規模事業者に該当する方が、無担保・無保証
人、低金利で、最大2,000万円まで貸付を受けていただけ
る融資制度です。
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おかげ
さまで
99周年

松本タクシー有限会社
代 表 取 締 役  澤　口　美男夫
代表取締役副社長  横　山　明　男

社　員　一　同

（昭和19年12月15日創業）

祝
創業75周年

株式会社

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!!

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
。



食の蔵

期間：2018年12月１日㈯～2019年１月31日㈭まで
場所：みちのく古川食の蔵　醸室（大崎市古川七日町3-10）2018 醸室冬まつり

information

※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・販売士検定試験はネット申込も可能です。

試験はネット申込も可能です。

●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。

日　時：12月15日㈯
　　　　午後３時開場
　　　　午後３時30分開演
会　場：醸室 蔵８・２階
　　　　TERAKOYA ホール
入場料：1,500円 当日は500円増し

お得な、ディナー券付きペアチケット（¥8,000）も限定販売。　
※詳しくはお問合せください。

【チケット販売場所】醸室事務局、大崎市観光物産センターDozo、大崎市産業商工課、古川商工会議所
【お問合せ】㈱醸室　☎0229-21-1020

　簿記は、企業の経営活動を記録・計算・整理して、経営成績
と財政状態を明らかにする技能です。企業の活動を適切、か
つ正確に情報公開するとともに、経営管理能力を身につける
ために、簿記は必須の知識です。

　マーケティング知識を生かした販売促進企画の
立案のみならず、売場づくりや接客の技術、在庫管
理にいたるまで、幅広く実践的な専門知識が身につ
きます。販売士は流通・小売業をはじめ、業種を問わ
ず顧客満足度や生産性の向上に寄与しています。 

企業が求める資格、第１位！
日商簿記は社会人に必要なスキル満載！

マーケティング力強化で流通・
小売をリードする！

簿記検定 リテールマーケティング（販売士）検定

まだまだ
間に合う!!
次回は

まだまだ
間に合う!!
次回は

第151回
日商簿記検定（２級～３級）

2月24日㈰平成31年

リテールマーケティング検定
（１級～３級）

2月20日㈬平成31年
申込受付：平成30年12月17日㈪～平成31年１月25日㈮申込受付：平成30年12月17日㈪～平成31年１月25日㈮申込受付：平成30年12月17日㈪～平成31年１月25日㈮

大友 憧山スペシャルコンサート
スーパー尺八

プレーヤーおおとも        どうざん

 （１ドリンク、Vin-ya-jet’e Ashigaruのドルチェ付き） 

醸室 クリスマス マ-ケット 
Christmas Market in KAMURO 

2 0 1 8 . 1 2 / 1 6s u n   
1 0 : 0 0 ~ 1 4 : 0 0 食の蔵 醸室 蔵8 2Ｆ
クリスマス間近のワクワクシーズン。食の蔵醸室で、可愛く
て楽しい「クリスマス市」を開きます。プレゼントにぴったり
のこだわり雑貨やアクセサリー、クリスマスを彩る雑貨づ
くりのワークショップ。 盛りだくさんの内容でお待ちしてい
ます♪

華やかなイルミネーションが
冬の醸室を彩ります。

醸室イルミネーション  

  期間 12月1日㈯ー2018年1月中旬  
日没から午後10時まで
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写真で振り返る商工会議所のイベント

1月4日　大崎市新年祝賀会 2月19日　新春会員のつどい

11月2日　伊達な商談会inOSAKI

8月3日・4日　おおさき古川まつり

8月20日　緒絶川灯ろう流し 9月1日～30日　ふるかわまちゼミ

10月20日　はたらくくるま大集合 10月20日・21日　おおさき古川秋まつり

53.4㎡（16.2坪）／定員15名 18畳（9坪）／定員15名 60.8㎡（18.4坪）／定員45名

99.8㎡（30.2坪）／定員25名
238.7㎡（72.3坪）／定員200名

※1/3、2/3に区切ってご利用いただけます。

第１研修室 第２研修室 第３研修室

第４研修室
第５研修室

￥1,340

￥1,570

￥1,750

￥2,090

10～15名 30～45名30～45名

通常期間

夏冬期間

通常期間

夏冬期間

料金は
1時間当たり

第1
研修室

第2
研修室

第3
研修室

第4
研修室

第5
研修室

第5研修室を分割使用
2／3 1／3

会　
員

非
会
員

定　員

￥1,130

￥1,360

￥1,440

￥1,780

15名

￥1,650

￥1,990

￥2,060

￥2,510

￥3,400

￥4,080

￥4,120

￥5,030

25名

￥5,870

￥7,000

￥9,260

￥11,310

￥3,910

￥4,700

￥6,070

￥7,440

100名

￥1,960

￥2,300

￥3,190

￥3,870

※夏冬期間は7~9月、11月~3月■料金表

古川商工会議所　【担当：総務管理部】   当所HP http://www.furukawa-cci.or.jp/wp/　

ご利用希望日と時間をお電話でお問い合わせ下さい。空室状況は
翌々月まで当所ＨＰでも確認出来ます。ご利用の際は所定の申込書
にご記入の上ご提出下さい。なお申込書は当所ＨＰにてダウンロー
ド出来ます。
午前９時～午後１０時
年末年始（その他点検・清掃のためご利用いただけない場合があります。）
当所HP等でご確認下さい。なお、古川地区内の公共団体等は２割
引、土・日・祝日は２割増等、割引割増料金がありますので、詳細はお
問合わせ下さい。
会員は物品販売に使用できます。（基本料金の3割増。非会員は物
品販売に使用出来ません。）

■申 込 方 法

■ご利用時間
■休　館　日
■使 用 料 金

■物品の販売を
　目的とした使用

会
館
貸
室
を
ご
利
用
下
さ
い

＊
＊
＊ 
空
室
状
況
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
も
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す 

＊
＊
＊

【
全
室
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
完
備
】

150～
200名

10月12日・13日　おおさき産業フェア


