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新型コロナウイルス感染症
「対策ポスター」
　当所では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、お客
様や事業所様向けにポスターを作成しました。まだまだ収束
の目途が立ちませんが、思いやりと真心でこの逆境に立ち向
かっていきたいと存じます。皆様のご協力を心よりお願い申し
上げます。

　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、心より感謝と御礼を申し
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る
と共に、社会一般の福祉の増進に
資することを目的として、様 な々分野
で各種事業を展開しております。
　当会議所も、地域総合経済団体
として、「一人ひとりが実りのある地

域へ」というテーマを掲げ、事業者の皆様の安定した事業
活動に寄与し、地域社会の発展のために、日々 活動しており
ます。
　今年は、国内外で新型コロナウイルス感染症が猛威を振
るい、その収束が見えない中、感染症対策と経済活動との
両立において、極めて厳しい状況が続いています。しかし、
このような時こそ、事業者としての私たちと市民の皆様方と
が一丸となって、百年に一度の危機といわれるこの難局を乗
り越えていかなければならないと考えます。
　先般、「思いやりと真心で　明日へ!!」というスローガンを掲
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げ、事業者と市民の皆様とがともに支えあいながら、新型コ
ロナウイルス感染症拡大を防ぎ、地域を元気にするための
ポスターを作成しました。現在、会員事業者の方々のお店や
オフィスに掲示していただいております。市民の皆様も、お店
やオフィスでこのポスターをご覧になられましたら、感染症対
策にご協力いただき、思いやりと真心をもって、ともにこの状
況を乗り越えてまいりましょう。
　また、当会議所では、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。事業者の皆様には
是非とも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、地域の成長力の源である商工業の活力強化、真の地方
創生実現のためのまちづくりの新しい展開に積極的に取り
組んでまいりますので、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。
　そして、大崎市民の皆様方には、本市民号により商工会
議所の一端をご理解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祈念申し
上げます。



     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

◎経営相談および創業支援

・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

・早期景気観測調査（LOBO調査 毎月実施）
・経済統計調査（毎月実施）
・空き店舗調査（四半期毎）

・石巻・酒田間地域高規格道路建設促進 ほか

・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
・業務災害補償プラン

・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。

Autumnグルメ抽選会

運輸交通部会視察研修会

女性会駅前清掃活動

県連要望

経営相談の様子

雇用調整助成金説明会
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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

◎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

◎経営相談および創業支援

・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

・早期景気観測調査（LOBO調査 毎月実施）
・経済統計調査（毎月実施）
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・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
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・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。

Autumnグルメ抽選会

運輸交通部会視察研修会

女性会駅前清掃活動

県連要望

経営相談の様子

雇用調整助成金説明会
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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 】

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。



　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古川商工会議所
経営のことなら何でもご相談ください

古川商工会議所古川商工会議所古川商工会議所古川商工会議所
■金融支援
■経営計画策定支援
■専門家対応支援
■創業支援
■補助金申請

　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。

■経理（記帳）・税務支援
■経営革新等認定支援機関としての支援
■販路拡大支援
■共済支援
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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 】

古川中里 1-10-29
☎ 22-0396（本社）



　新型コロナウィルスの感染拡大の影響により、新
しい形として、集客を伴わないオンラインでのイベ
ント開催となった。
　オンラインライブステージでは、地元で活動して
いる団体が参加し、事前に収録したバンド演奏やダ
ンスなどを動画配信した。
　また、ＭＣワッキー貝山さん、佐藤千日さんによる
道の駅おおさきの紹介やex.DA PUMP KENのオ
ンラインライブ、１０月１日~１０月１５日まで大崎市
内の対象店で食事をされた方の応募による
「Autumnグルメ抽選会」などが行われ、視聴者に
楽しんでいただいた。

　新型コロナウィルス感染症の影響で来店数の落ち
込みや予約減少、キャンセルにより危機的な経営環境
にある県内飲食店を応援するため、クラウドファン
ディング事業「愛する店ドットコムみやぎ」を宮城県商
工会議所青年部連合会有志の協力を得て行った。
　本事業は参加店舗のお食事券をリターンとするク
ラウドファンディングサイトを立ち上げ、お客様からご
支援いただいたことで、県内の飲食需要の喚起につ
ながった。

　古川商工会議所と大崎商工会・玉造
商工会による実行委員会は、新型コロ
ナウィルス感染症の影響により落ち込んだ地域経済
の活性化事業として、市内の飲食店・小売店等で利用
できる3割増商品券を1冊10,000円（商品券13,000
円分）で20,000冊発行。
　また、上記商品券と同様の割増で飲食・理美容・サー
ビス業等の賛助団体（各種業種組合等）の加盟店で販
売、使用できる商品券（指定券）を10,000冊発行し、
市内における商品・サービス購入などの消費喚起を
行った。

コロナウイルス感染症対策で古川商工会議所が
実施した事業者への主な支援

融資・補助金など
◆日本政策金融公庫（コロナ特別貸付等）の融資斡旋
◆「雇用調整助成金」の個別相談会開催
◆国の「持続化給付金」相談・申請支援※会員のみ
◆国の「家賃支援給付金」相談・申請支援※会員のみ
◆国の「持続化補助金（一般型・コロナ特別対応型）」
　の申請支援
◆「宮城県中小企業等再起支援事業補助金」申請支援
◆「大崎市飲食店家賃支援金」の周知
◆「大崎市新型コロナウイルス感染症拡大防止
　協力金」の周知
◆「大崎市ものづくり企業雇用・事業継続支援金」の
　周知及び申請支援
◆古川商工会議所会員向け「新型コロナウイルス
　感染防止対策事業」の実施
◆「みやぎイートエール」の周知
◆「Go To Eatキャンペーン事業」の周知
◆その他コロナウイルス感染症対策に関する
　セミナーの実施

新しい形のまつり!!10/25

おおさき古川秋まつり
２０２０オンライン 開催

楽しんでいただいた。コロナウイルス感染症対策で古川商工会議所が

日本政策金融公庫（コロナ特別貸付等）の融資斡旋

国の「持続化給付金」相談・申請支援※会員のみ
国の「家賃支援給付金」相談・申請支援※会員のみ
国の「持続化補助金（一般型・コロナ特別対応型）」

クラウドファンディング事業
「愛する店ドットコムみやぎ」

「宝の都・大崎」2020
地元のお店応援割増商品券の発行

くに

大崎市古川七日町西地区第一種市街地
再開発事業を支援しています。

再開発完成図

令和4年1月
完成予定

令和4年3月
完成予定

令和4年1月
完成予定

マンション棟

業務棟

地域交流
センター棟

駐車場棟
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　（お知らせ）

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

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

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
８
０
店
舗
で

発
行・ご
利
用
で
き
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520円　販売士630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。

　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157回
日商簿記検定（1級～３級）

2月28日㈰2021年

第87回
リテールマーケティング検定
（１級～３級）

2月17日㈬2021年

上記教室へ、お気軽にお電話ください。

事務局：古川珠算連盟
（古川商工会議所内）TEL0229-24-0055

珠算・暗算検定の施行、全国そろばんコンクールや全国あんざんコ
ンクールを行い、そろばんの良さや大切さを広めています。

そろばんで培われる６つの力とは！！
①注意深く観察する力
②イメージやヒラメキの力
③記憶する力

④集中する力
⑤情報を処理する力
⑥速く聴き、速く読む力

古川珠算連盟会員（日本珠算連盟加盟）教室
大 沼 総 合 教 室
吉 田 そ ろ ば ん 教 室
MIYAGIそろばん クラブ
㈲ 宮 城 珠 算 振 興 会

☎ 7 2 - 2 2 2 2
☎ 2 2 - 0 6 9 9
☎ 2 2 - 1 0 1 0
　 同 上 　

古川珠算連盟ってなにをやってるの？？

体験学習
受付中

（申込受付期間：2021年1月14日～2月1日） （申込受付期間：2021年1月12日～26日）

商工会議所/商工会  共催・福祉制度 【雇用形態】正社員（試用期間なし）
【勤務時間】9：15~17：00（休憩60分）
【給与】経験・能力等を考慮の上優遇

月給24万円・21万円・18万円・
15万円・12万円の固定給+業績給

【賞与】年2回

推進スタッフ募集
【事業内容】●商工会議所/商工会　会員企業に対する生命保険
による従業員の福利厚生制度（退職金・弔慰金制度）のコンサル
ティング営業●経営者のリスク管理や事業継承、資産管理などの
アドバイスや保険設計●個人のライフプランに対応した保険設
計　【待遇・福利厚生】原則として残業なし、各種社会保険完備、弔
慰金、退職金制度、介護休業制度、育児休業制度、育児手当　【休
日】完全週休2日制（土、日）、祝日、年末年始　【休暇】有給休暇：
入社初年度・2年目以降とも20日、私傷病休暇5日、夏季休暇5日
【応募方法】まずはお気軽にお電話ください。

古川営業所
大崎市古川東町5-46  3F 0229 （23） 3036

正社員募集

※新型コロナウイルス感染症の拡大の状況によっては、実施を変更させていただく場合もございますのでご了承ください。
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8 発行／古川商工会議所
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古川商工会議所ニュース【 市民号 】

　【担当：総務管理部】   

￥1,360

￥1,600

￥1,780

￥2,130

10～15名 30～70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

￥1,150

￥1,390

￥1,470

￥1,810

15名

￥1,680

￥2,030

￥2,100

￥2,560

￥3,460

￥4,160

￥4,200

￥5,120

34名

￥5,980

￥7,130

￥9,430

￥11,520

￥3,980

￥4,790

￥6,180

￥7,580

70～100名

￥2,000

￥2,340

￥3,250

￥3,940

※夏冬期間は7~9月、11月~3月■料金表

100～
200名

■研修室使用時間
午前９時から午後１０時まで。
■割増・割引料金
①古川地区内の公共団体。官公庁、町内会、営利
を目的としない文化・教育等のサークル、ＮＰＯが
使用する場合は会員基本料金の２割引とします。
但し、土曜日・日曜日・祝祭日で利用する場合は、会
員基本料金とします。
②土曜日・日曜日・祝祭日は、基本料金の２割増とし
ます。
③会員の物品販売は、基本料金の３割増とします。
④夏冬期間料金は７月～９月及び１１月～３月とな
ります。

古川商工会議所会館 研修室使用料金表（税込） 

①液晶プロジェクター（スクリーン含む）
②スクリーンのみ
③テレビ
④DVDプレーヤーまたはVHSビデオデッキ

￥2,040
￥1,020
￥1,020
￥1,020

■備品の使用料金（消費税込）           （令和元年10月1日改定）
◎使用料は1時間単位とします。
◎電力を多量に使用する場合は、ご相談願います。
◎マイク使用料は無料。（ワイヤレスマイクあり）
◎テレビ等の備品の使用料金は別途頂戴します。

会館貸室を
ご利用ください
全室インターネット完備

53.4㎡（16.2坪）／定員15名
第１研修室

60.8㎡（18.4坪）／定員45名
第３研修室

99.8㎡（30.2坪）／定員34名
第４研修室 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５研修室

18畳（9坪）／定員15名
第２研修室

①換気の悪い密閉空間。
②参加人数が多数（おおむね50人以上）集まる密集場所。
③近距離での会話や発声が行われる密接場面。

①適宜、休憩時間を設け、会場内の換気を行う。
②出席人数を限定するなど、開催規模の縮小を行う。
③会場のレイアウトは対面形式を避け、教室形式等で行う。
④出席者同士の距離が取れるようにする。　　等々

対応例新型コロナウイルスによる会館研修室の利用する際の注意事項
として下記の3つの条件が重なる研修会・会議等はご遠慮ください。

写真で振り返る商工会議所の事業

1月6日　大崎市新年祝賀会 1月28日　2020新春会員のつどい 11月11日　2020年度優良従業員表彰式




