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青年部 「さがえあそVIVA SHOW」開催

8月25日（土）学びの里TASSHO（旧田代小学校）において、「さがえ
あそVIVA SHOW」を開催しました。
この事業は、青年部が「コドモ議会」を過去5回開催してきており、昨
年度の「コドモ議会」で小学生から提案いただいた「世代間交流を行いた
い」という意見を事業化しました。
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当日は、２００名を超す子ど
もから高齢者の方まで参加
いただきました。
子供たちと高齢者が普段
できない昔懐かしい遊びを
体験し、交流を図りました。
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販路拡大支援事業

商工会は会員企業の皆様の
販路開拓・拡大を支援します！
商工会では、今年度、会員企業の皆様の販路開拓・拡大を支援するために、首都圏及び仙台圏を
対象とした「販路拡大支援事業（展示即売会・商談会）」を下記のとおり実施いたします。
今後さらに人口減少が加速化し市場縮小が懸念されるなか、企業にとって、販路開拓・拡大は最
も重要な経営戦略であると思われます。現在、会員企業の皆様からの申込をいただき、出展に向け
準備を進めております。

①【地方銀行フードセレクションへの出展】
■期

日

１０月２３日（火）～２４日（水）

■場

所

東京ビッグサイト

■内

容

展示会、商談会

■対

象

食品生産・加工・販売企業

■来場者

有名百貨店、高級スーパー、大手食品商社等の食品バイヤー

■出展料

無料（本会にて負担）

②【東北芋煮サミット in 仙台への出展】
■期

日

１１月４日（日）

■場

所

仙台市錦町公園

■内

容

東北特産品販売ブース
飲食コーナー

■来場者

２０，０００人（見込み）

■出展料

無料（本会にて負担）

③【期間限定アンテナショップ（展示即売会）】
■期

日

11月19日(月)～25日(日)

■場

所

イオン仙台店クリスロード
商店街側入口催事場

■内

容

食品・農産物・工芸等

■来街者

４０，０００人（1日平均）

■出展料

無料（本会にて負担）

安い！早い！確か！
さがえ山新のメール便サービス

寒河江市・西川町全域をカバーします。

＜新聞販売店のメール便サービスだから確実＞

･ 全戸・地域別・アパートだけのポスティングもはじめました。

有限会社

さがえ山新サービス 0120−43−5614
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インターンシップ事業

高校生の職業に関する知識と自覚の向上、企業が求める高い就業意識や自分で考え行動する人材
の育成、就業の促進をめざし、寒河江市内企業の理解と協力のもとに実施しました。
今年度も７月から８月の夏休み期間中に、33企業のご協力を得て、５２名の生徒が就業体験を行い
ました。
本事業は今年度で１６年目となり、これまで延べ623企業のご協力のもと、1,732名の高校２年生が
就業体験を行いました。
今後とも、生徒をあたたかく見守りながらご指導をよろしくお願い致します。ありがとうござい
ました。

報告

新規高卒等就労者定着事業

短期離職防止による就労の定着を図ることを目的とし
て就労1～２年目の方を対象にセミナーを実施し、66名
の方が受講しました。
㈱インテリアクニイ

代表取締役

國井

周氏より

「ライフオーガナイズで自分のスタイルに合った整理
術」～思考の整理・時間の整理・空間の整理～と題して、
生活において、仕事や、家庭での暮らしなど、効果的に
準備・計画・整理して整えることにより、いままで以上
に効果的にモノゴトがうまくいくようになることをアド
バイスをいただきました。受講者からは「自分のタイプ
と対策が分かったので仕事の作業に活かしていきたい」
などの感想が寄せられ、大変有意義なセミナーとなりま
した。

皆様と皆様の企業を守る 三 つ の 共 済 制 度
契約した車両が人身事故
を起こした場合、契約者
に共済金が支払われる
火災やその他災害に備えて

火

災

共

済

ま ご こ ろ 共 済

山形県火災共済協同組合
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自動車事故に備えて

自動車総合共済MAP
山形市城南町 1-1-1（霞城セントラル内）
TEL 023-647-2380 ／ FAX 023-647-2382
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女性部 寒河江駅前に
報告
おもてなし看板を
設置しました
女性部では、寒河江市を訪れる観光客や駅の利用者を
おもてなしするため、平成２５年より花のプランターを設
置し、駅前を彩ってまいりました。
東京オリンピックを控え、更におもてなしをパワー
アップすべく、今年からプランターに看板を設置いたし
ました。
車道側には、４か国語の「ようこそ」と笑顔のチェリ
ンを。歩道側には、市観光物産協会の電話番号とＱＲコー
ド、最寄りの避難所情報を載せ、利便性を高めました。
駅前をお通りの際はぜひご覧ください。

青年部
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コドモモシゴト
～ボクノマチクエスト～

案内

昨年開催したこのイベントでは500名の児童
（保護者含め1,750名）に参加いただき好評
で継続開催が望まれていました。
本年も、子どもたちに職業体験を通して、
仕事の楽しさをゲームの要素を取り入れな
がら伝えます。
是非ご家族でお越しください。

開催日
場 所
時 間

平成30年11月4日（日）
チェリーナさがえ
午前9時30分～午後2時まで
（受付時間9：00～11：00まで）

【今後の女性部事業】
10月～ ボランティア活動・料理教室・部員研修

観光･サービス
【視察研修のご案内】 商業部会
部会
観光サービス部会・商業部会では、合同の視
察研修会を下記の日程にて開催いたします。食
材やその他観光名産品等、関東圏内における地域資源の流
通状況について目で見て肌で感じる研修内容です。新設さ
れる豊洲市場や青果物・花卉取引日本一の太田市場など、
様々な場所を視察します。先着順となっていますので、お
早めにお申し込みください。

案内

●日 時：平成30年11月6日（火）～7日（水）
●場 所：東京都
●視察先：豊洲市場、大田市場、日本銀行、屋形船
●定 員：20名
●参加費：30,000円
●申込〆切：平成30年10月23日（火）

案内

さがえ一店逸品会

「一店逸品運動」は、それぞれのお店がお客
様に自信を持ってオススメできる商品を積極的に展開
しておりますのでお立ち寄り下さい!!

他

［参加店募集中！］

『お客様』
『 お店』
『 地域』
〝三方よし〟の活性化事業

「第9回まちゼミ寒河江」開催します！
●期 間：10月28日（日）～11月25日（日）
●会 場：各実施店舗にて

毎回好評の”得する街のゼミナール”略して「まちゼミ」は、寒河江市内のお店が講師となり、
プロならではの専門的な知識や情報・コツを受講者（お客様）にお伝えする少人数制のゼミです。
今回で９回目を数え、寒河江市内51店舗がバリエーション豊富な55講座を開催します！
第８回珈琲の美味しいコツ・

－－－加盟店随時募集中！－－－

－－－次回は５月開催予定です！－－－

ペーパードリップ編
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「寒河江市住宅建築推進事業補助金」制度

この補助金は、商工会が関係団体と連携し市当局へ要望し実現した事業です。
本年度予算4,000万円ですが、9月20日現在で予算残高759万円となっておりますので、
ぜひ営業にご活用ください！ ※予算に達した時点で終了

〈問い合わせ先〉寒河江市建設管理課

建築住宅係

TEL８６－２１１１（内線３３３）

西村山商工会広域連携協議会 視察研修会
西村山管内１市４町の商工会が構成する広域連携
協議会では、地場産品販路拡大支援事業として、９
月４日～５日東京方面へ視察研修会を行いました。
15名が参加し、「商材を探す、売り方を学ぶ、売
り方を考える」をテーマに、展示会・アンテナ
ショップ・こだわりの専門店等を視察訪問しました。
東京ビッグサイトにおける展示会「ギフト
ショー」「グルメ＆ダイニングショー」では、暮ら
全国商工会連合会が運営するアンテナショップ「むらからま
ちから館」では、全国の物産品情報と消費者ニーズの説明を
受けました。

しをデザインする商品、品質にこだわる食品等、新
たな商材情報を収集しました。
また、県のアンテナショップ「おいしい山形プラ
ザ」、東武百貨店池袋店、手間ひまかけた本物の逸
品や全国の隠れた名産品を取り扱う「まるごとにっ
ぽん」等も視察し、首都圏の消費者動向や販売方法
を学びました。
参加者レポートには、「ライフスタイルが変わる
中、全国の事業者が様々な工夫をしていることを実
感した」「百聞は一見に如かずであった」のコメン

こだわりの料理道具専門店の㈱飯田屋では、飯田結太社長よ
り、世界中の料理人が集まる店になるまでの苦労したことや
経営方針・販売手法についてご講話頂きました。

やまがた経営革新塾2018

トのほか、早速取り組みたいことがたくさん書かれ
ており、充実した研修となりました。

受講者追加募集！

研修会では、自社の強みを抽出し、経営計画書（ビジネスプラン）作成するとともに、SNSを活用した販売力強化手法を学びます。

●期

日：第1講/9月26日（水）、第2講/10月3日（水）
第3講/10月10日（水）、第4講/10月15日（月）
●会 場：寒河江市技術交流プラザ
●対象者：持続化補助金過去採択者、経営者、後継予定者など 定員30名
●受講料：1名につき5,000円
●講 師：第1講～第3講/【経営計画策定研修】中小企業診断士 渡辺 進也氏
第4講/【販売力強化研修】ITコンサルタント 遠藤 裕司氏
初めての方でも経営指導員がサポートしますので、安心して受講できます。将来に向けて経営力を強化しましょう！ 詳しくは、今すぐ商工会へ
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商 工 会 の 太 鼓 判 ！ あ な た を 守 るこ の 共 済

お得で安心 商工貯蓄共済
☆どうしておすすめ？貯蓄共済☆
商工貯蓄共済は、
「貯蓄積立」
と
「死亡保障（高度障害給付）」、
「融資あっせん」が一体となった10年満期の共済です。
掛金から保険料・経費を差し引いた額がそのまま貯蓄積立金に
なるから、知らず知らずの内にしっかり積立できます。
ご希望・目的に合わせてお選び頂けるプランをご用意しております。
☆がっちり貯めたい！未来のための「貯蓄重視型プラン」
☆もしもに備えたい！家族のための「保障重視型プラン」
※被保険者の年齢・性別によって、一口当たりの補償額・返戻額は異なります
メリット

❶

メリット

割安な保険料率と大口定期預金利率

❷

貯蓄共済は「団体扱い」の保険料率。
つまり、保険料が割安なんです！
その秘密は、「商工会の会員さん向け」だから。
全国の商工業者さんの団体である組織力を活かして、割安な
保険料率を実現。
さらに、貯蓄積立金には、大口の定期預金利率＋配当金（直近７年の平
均配当率16.72％）が適用されるから、ガッチリばっちり貯められます♪

メリット

❸

せっかくの積立金なのに、10年たたないと使えないのは不便。
解約して入り直すと、保険料が上がる…。そんな不安はあり
ませんか？
ご安心ください！
加入してから１年経てば、解約せずに貯蓄積立金の一部を払
出できます！しかも融資ではなく、あくまでもご加入者さま
の積立金の返戻ですから、支払利息のご負担もありません。

メリット

リビングニーズ特約でもしもの安心を

❹

もし万が一、余命宣告されたら…。
自分のためにも、そして家族のためにも、金銭的な不安が無
いにこしたことはありません。
リビングニーズ特約（特約保険料0円）を付ければ、被共済者の余命
が６カ月以内と判断された時、保険金額の一部または全額をお支払
することができます。更に、保険金額のお支払いに加え、それまで
の貯蓄積立金も返戻されますので、さらにゆとりを準備できます。

この最低賃金は、県内で働くすべての労働者に適用されます。

【問合せ先】山形労働局 賃金室（℡023-624-8224）又は 最寄りの労働基準監督署

応募資格：昭和54年4月2日〜平成13年4月1日生
試験内容：（一次） 日時 平成30年10月20日（土）
種目 学科試験・論文試験・適性試験
場所 霞城セントラル15階会議室
（二次） 11月初旬（一次合格者のみ）
受付期間：9月25日（火）〜10月2日（火）
採用予定数：5名（合格が採用を意味するものではありません）
http://www.shokokai-yamagata.or.jp/

員
会
です
新

金融相談日のご案内

日本政策金融公庫の職員が、終日、皆様の金
融相談に対応いたします。
日 時：11月14日（水）10:00～15:00
場 所：寒河江市商工会館
相談員：日本政策金融公庫職員
※事前のお申込が必要です。

山形県商工会等職員

採用試験のお知らせ

山形県 ◎効力発生日 平成30年10月1日
最低賃金 ◎時間額 763円（24円UP）

一日公庫のご案内

加入更新制度で１０年後も安心続く

年齢を重ねれば、どこかしら体に不調がでてくるものです。
そうなると、補償が必要な時には保険に入れなくなっている
かもしれません。
貯蓄共済なら、満期（10年）のとき、健康状態に関係なく、
告知なしで再加入できます！転ばぬ先に、ご加入を♪
※それまでの保険金額と同額まで
※特別条件付きで加入された方は、再度告知が必要です

山形県最低賃金が改正されました！

日 時：10月10日（水）13：00～15:00
場 所：寒河江市商工会館
相談員：日本政策金融公庫職員
山形県信用保証協会職員
専門家が直接皆様をサポート。是非ご相談下さい！
※事前のお申込が必要です。

一部払出制度で貯める＋使える

平成30年4月25日〜平成30年6月13日入会
No.

事 業 所 名

業

種

地区

1

古原設計

建築設計業

日田

2

スナック海（かい）

飲食業

南町

3

hair&eyelash auntie（あんてぃ） 美容業

4

産直わかば

農産物販売・飲食業

仲谷地
白岩

平成30年６月13日現在会員数 1,034名
会員増強運動にご協力をよろしくお願いします！
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