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さがえ山新のメール便サービス

0120－43－5614さがえ山新サービス有限会社

＜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。

安い！早い！確か！安い！早い！確か！
寒河江市・西川町全域をカバーします。寒河江市・西川町全域をカバーします。

商工会報に広告掲載を希望される事業所様は事務局までご連絡下さい。

　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）」を昨年度に引き続き、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受付けておりますので、お気軽
に事務局へご連絡下さい。

商工会は会員企業の皆様の
販路開拓・拡大を支援します！

寒河江市商工会　販路拡大支援事業

東北芋煮サミット
in仙台出展

地方銀行フードセレクション出展

ＪＲ長町駅(仙台市)
催事出展案内

報告

案内

■ 期　日　10月26日(土)～27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
 　　１０，０００人（見込み）
■ 出展料
 　　５，０００円（２日間）

■ 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 １３，４１２名
■ 出展社　１，０３１社（うち、本会より３社）

■ 期　日　11月7日(木)～9日(土)
■ 場　所　ＪＲ長町駅構内

■ 内　容
 　　特産品販売ブース
 　　飲食コーナー
■ 利用者
 　　１０，０００人（１日平均）
■ 出展料
 　　無料（本会で負担）

■ 期　日　9月1９日（木）～20日（金）　■ 場　所　東京ビッグサイト
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開催中！

寒河江市商工会　SHOKOさがえ 2019.10.7　Vol.29

お見積り無料
キャンペーン実施中！
お見積り無料

キャンペーン実施中！
MAPは「事故有等級」制度を導入していません！

お問合せ／山形県火災共済協同組合
　　　　　TEL.023-647-2380

〒990-8580　山形市城南町１丁目1-1
http://www.dewazi.or.jp/yamagata-kasai/

火災共済・まごころ共済も
おすすめします！

（自動車事故費用共済）

自動車共済MAP自動車共済MAP比
べ
て
く
だ
さ
い
！

詳しい内容は、寒河江市商工会ホームページに掲載しておりますのでご覧ください。
※第２講からの受講も可能ですので事務局へご連絡下さい。

商工会報に広告掲載を希望される事業所様は事務局までご連絡下さい。

経営革新を図ろう！誰でもできる、
儲ける仕組みの作り方

業務効率を
高めるための
段取り術第1講　9月27日（金）

第２講　10月４日（金）
第３講　10月11日（金）
講　師　谷田貝　孝一 氏
　　　　有限会社ジュントオル　代表取締役

第４講　10月18日（金）
講師　長谷川　孝幸 氏
　　　風土刷新コンサルタントオフィス主宰

やまがた経営革新塾2019 受講者追加募集！

　寒川町商工会とは、平成10年６月に姉妹商工会の盟約を締結してから21年目を迎え、これまで相互の
経済交流を通して商工業の振興を図ってきました。今年度当初計画に掲げた姉妹都市交流事業を目的に、
7月14・15日に寒川町商工会を訪問してきました。
　寒川町商工会の内野会長ほか役員の方々と寒川神社を公式参拝後、情報交換を行い有意義な時間を過
ごしました。寒川町にはインターチェンジが二か所あり高速交通網の要所で、また、寒川神社への来町
者が200万人超の交流人口がある高いポテンシャルを活かし、寒川町商工会の重点事業は、寒川神社を
核とした地域活性化の取り組みを掲げています。
　翌日の海の日は、早朝より南湖の浜で浜降祭を見学してきました。寒川神社は、相模の国の一之宮と
して総元締めであり、県内三十四神社の神輿が集合し、神輿共海水に入り心身のけがれを祓い五穀や海
産物の豊穣を祈念する祭りを視察し、参加者一同圧倒されました。また、ジェイコム湘南・神奈川の生
放送があり、安藤会長と寒川町内野会長とのテレビトークで、寒河江のPRも兼ねて参りました。

寒川町商工会との交流視察事業

時間：いずれも13:30～17:30（4時間）　会場：寒河江市技術交流プラザ　　受講料：無　料
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庄内・山の向こうの山形
 ～日本の原風景とクールジャパンの融合～ 

　今年度、女性部では「寒河江みがき隊～まずは『私』をブ
ラッシュアップ！」をテーマに、「自分をみがく・地域をみ
がく」を２つの柱として資質向上に取り組んでおります。
　8月22日（木）～23日（金）に、「地域をみがく」の一環とし
て、国内外の観光客から人気の高い庄内地方への視察研修会
を開催し、17名が参加しました。
　出羽三山神社等の観光地では、その魅力を寒河江市と比較
する目線を持って視察。水田のただ中に建つショウナイホテ
ルでは、見慣れた水田の新しい形に、都会の人を惹きつける
「かっこいい田舎」とは何かを考えながら視察しました。
　また、庄内町商工会が主催する飲食店スタンプラリー「た
べぶら」についてご講話いただきました。今年度8年目とな
る「たべぶら」は、伴走型補助金を活用して冊子からアプリ
に移行する予定とのことで、町を挙げての先進的な取り組み
を知ることができ、充実した研修となりました。
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【今後の女性部事業】
  10月～　ボランティア活動・清掃活動・料理教室・部員研修

若手後継者等育成事業 視察研修会女性部
報告

開催日時：令和元年11月４日（月）
　　　　　　　　　　９：30～14：30
場　　所：チェリーナさがえ

　コドモモシゴト職業体験事業を今年度も実施します。
今年で５回目となります。今年は、参加企業数72事業
所（飲食店含む）と例年にも増しバリエーション豊富な
体験内容にて開催します。
　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。

コドモモシゴト
～ボクノマチクエスト～

青年部
案内

開催します！

　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。
実施後は、受講者がお店のファンになり、再来店にも繋がったと
の報告も頂いています。
　今回で11回目を数え、寒河江市内44店舗がバリエーション豊富
な45講座を開催します！詳しくは。10月の市報折込チラシをご覧
ください。

講座内容検討会議の状況

●期間：１０月２7日（日）
　　　　～１１月２４日（日）
●会場：各実施店舗にて

『お客様』『お店』『地域』〝三方よし〟の活性化事業

「第11回まちゼミ寒河江」開催します！

－－－加盟店随時募集中！－－－

庄内町商工会の大滝会長、原田女性部長、佐藤
指導員より、「たべぶら」の経緯とこれからの
展望についてご講話いただきました

商業部会
案内
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「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。カタログ片手にぜひお立
ち寄りください。

さがえ一店逸品会商業部会
案内

建設部会
　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。

　本年度当初予算4,000万円でしたが、9月20
日付で予算が追加され、残高1,294万円となっ
ております。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）

「寒河江市住宅建築推進事業補助金」制度
案内

あなたもステキな逸品つくりませんか。

メンバー大募集中！！

　  インターンシップ事業

　  新規高卒等就労者定着事業

　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。
　７月13日（土）に今野芳則先生によるビジネス
マナー研修会を受講ののち、今年度も７月から
8月の夏休み期間中に37企業のご協力を得て、

就職活動を来年に控えた高校２年生48名の生徒が就業体験を行いました。
　本事業は今年度で17年目となり、これまで延べ660企業のご協力のもと、
1,780名の高校２年生が就業体験を行っております。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。

　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開催し、
53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学ぶ」～人との接し方と時
間の上手な使い方～と題して、仕事や日々の生活において、自分の思考・価値観・性格などの特徴に合っ
た、考え方・モノ・時間の整理の仕方を取り入れることにより、これまで以上に人との接し方がスムーズ
になることや、仕事や日常が効率的に行動できるようになることなどのアドバイスをいただきました。受
講者からは「自分のタイプへの気づきと、その対策が分かったのでこれからの人生に活かしていきた
い。」「時間の大切さを改めて学んだ。」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。

報告

報告

　観光サービス部会・商業部会で
は、合同の視察研修会を右記の日

程にて開催いたします。開催目前に迫った東
京オリンピックについて、スポンサー企業等
に訪問し、実際にオリンピックに用いられる
最先端技術を体感する他、デジタルとアート
の融合で話題となっているデジタルアートミ
ュージアム等を視察する内容となります。

視察研修のご案内観光･サービス
部会

日　時：令和元年11月6日（水）～7日（木）
場　所：東京都
視察先：�NECユーザーフォーラム、デジタル

アートミュージアム、屋形船、河北町
アンテナショップ（かほくらし）　他

定　員：20名　　参加費：35，000円

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。
※�参加人数により視察先、参加費が変更になる
場合があります。

案内
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お得で安心  商工会の共済
☆どうしておすすめ？商工会の共済☆

商 工 会 の 太 鼓 判 ！ あ な た を 守 る こ の 共 済

商工会の共済は、全国の商工会員と従業員、家族のための制度。
全国商工会員のスケールメリットを活かした安い保険料と手厚い
補償が魅力です。
♪商工貯蓄共済（生命保険、貯蓄、融資、医療特約）、
　全国商工会会員福祉共済（けが、医療、がん、個人責任賠償、生命）、
　他・・・プランの組み合わせもできます。
♪ビジネス総合保険、業務災害保険、経営者休業補償制度、
　他・・・商工会員は団体割引適用でお得に加入できます。

割安な保険料…全国の商工会員組織力を生かした団体扱いで割安な保険料です
一部払出制度…解約せずに貯蓄積立金の一部を払出可能（加入1年経過後等条件あり）
更新加入制度…更新時は健康状態に関係なくは同額の保険金額まで更新可能
　　　　　　 （条件付き加入の場合を除く）

リビングニーズ特約…余命6ヶ月以内と判断されたとき
保険金＋貯蓄積立金…万が一の場合には保険金と貯蓄積立金をお支払いします
満期配当金…満期時に保険料に係る配当金をお支払い
　　　　　 　（情勢により変動があり確約できるものではありません）

●『商工貯蓄共済』  ～コツコツ貯めて将来に備える  月額2,500円から～

●全国商工会会員福祉共済『トータルがんプラン』  ～月額3,000円から～

山形県最低賃金が改正されました！
◎効力発生日　令和元年10月1日
◎時間額　790円（27円UP）

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

山形県
最低賃金

※詳しくは商工会(TEL86-1211）までお気軽にお問合せ下さい。

“知ら
なか
った
”は

もっ
たい
ない
！

貯蓄積立と死亡保障（高度障害給付）、融資斡旋が一体となった10年満期の共済です

がん診断共済金…がんと診断確定されたら100万円の一時金
がん入院共済金…1日あたり10,000円でお支払い日数は無制限
がん以外の病気・けが…入院は1日あたり5,000円、
　　　　　　　　　　　手術共済金もあります

先進医療共済金…通算支払限度なし！

ポイント①

ポイント②

ポイント③

ポイント④

ポイント①

ポイント②

ポイント③

ポイント④

ポイント⑤

ポイント⑥

つや姫５㎏などがもらえる！
商工貯蓄共済・全国商工会会員福祉共済

加入キャンペーン実施中！！
～詳しくはキャンペーンチラシをご覧ください～

平成31年4月24日～令和元年７月８日（第２回理事会承認分）入会

1 ＡＲＡＪＩＮ（アラジン） 木工品製造業 白岩
2 ㈱晄(ひかり） 介護サービス業 塩水
3 酒処　梟（ふくろう） 飲食業 本町
4 ㈱ｃｏｍｍｅ－ｎｔ（コメント） 広告業 中郷
5 本間写真館 写真業 中央

事　業　所　名No. 業　　種 地区

令和元年7月8日（第２回理事会承認分）現在会員数 1,021名
会員増強運動にご協力をよろしくお願いします！

員員員員新新新新会会会会 でででですすすす

開設日：毎月第2水曜日
時　間：午後1時～3時
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
申　込：事前に商工会にご連絡下さい
専門家が直接皆様をサポート。是非ご相談下さい！
開設日以外は、当会経営指導員が対応します。

金 融 相 談 所 開 設 日


