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東根市民の皆様、新年明けましておめでとうございます。
皆様と共に元気に新年を迎えられたことを大変うれしく思
います。
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昨年は商工会設立50周年の記念すべき年に当たり、市民の方々と
各種記念事業を実施することができましたこと、心より感謝申し上
げます。
景気の閉塞感はまだまだぬぐいきれない現況にありますが、今年
は現状打破の気持を持ち続けることがもっとも大事かと思います。
幸いにも我々は、県内でただ一つの人口の増加している市で事業を
営む「ツキ」を貰っています。まちの勢いに負けない元気な商工業
者でありたいものです。
人の価値観の変化の時代に、敏感に対応できる企業のみが生き残
れる時代といわれております。そのためには、今まで以上の前向き
な「アクション」が必要かと思います。皆様もぜひプラス思考で
チャレンジの年にしてまいりましょう。

東根市商工会会長
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今年も商工会は「行きます、聞きます、提案します」のキャッチ

哉

フレーズで、東根市になくてはならない商工会であるべく、役職員
一丸となり努めてまいりますので、尚一層のご支援ご協力をよろし
くお願いいたします。
変化、革新、維新の時…市民の皆様にとりまして実り多い年にな
るよう心から御祈念申し上げます。

大好評につき第3弾10％お得な
大好評につき第3弾10％お得な「さくらんぼ東根商品券」
「さくらんぼ東根商品券」発行事業実施中
発行事業実施中！
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商工会では、地域の活性化を目指し市の支援を得て、
３回目となるプレミアム付き商品券を発行しました。
お買物は、ぜひノボリ旗のある市内加盟店をご利用
下さい。

平成22年12月11日より
発売した商品券の

使用期限は、平成23年２月28日(月)です

平成23年３月１日以降は無効となりますので、期限内にご利用下さい!!
◆地域の商工業者とともに
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東根市商工会
東根市商工会 おかげさまで創立50周年
おかげさまで創立50周年
平成22年度は、昭和35年の「商工会法」施行と、当商工会の設立50周年の記念すべき年に当たります。
この半世紀の間、商工会は地域の商工業の総合的な振興を図ることを目的に、「総合経済団体」として活動し、
地域の商工業者、特に小規模企業の経営・技術の改善発達のための事業、更に創業希望者の支援に積極的に取り組
み、併せて社会一般の福祉の増進に努めて参りました。
商工会は、今後とも、行政・商工関係団体とともに、地域に活力を呼び起こす指針を探り、東根市の総合発展を
図って参ります。
市民の皆さまには、市内の商工会員事業所と、東根市商工会へのご支援を、引き続き宜しくお願い申し上げます。
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新田

商工会では、設立50周年を記念して、広く市民
の皆さんを対象に、東根の飲食を中心とした「商工
フェア」を開催しました。
11月７日、市民交流広場（芝生広場）にて開催
した「商工フェア」は、好天に恵まれ、のべ約２万
人の人出で大賑わいのイベントになりました。
会場では、飲食店、木材を使った子ども実技コー
ナー、上棟式と餅まき、さくらんぼの種飛ばし大会、
バルーンアート、チェーンソーアートなど、多くの
出店と楽しいイベントで盛り上がりました。
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特別講演会

商工会では、設立50周年を記念して、商工会員、商工団体、
農業団体をはじめ、広く市民の皆さんを対象に、平田牧場グルー
プ 会長 新田嘉一氏を講師に迎え、特別講演会を行いました。
11月19日、『牛肉よりうまい、日本一の豚肉をつくる！〜半
生を語る〜』と題した講演では、昭和39年、たった２頭の豚か
ら始め、年商160億円の企業に発展させた歩みを語って頂きまし
た。
欧州旅行を通して「欧州では豚は生ハムなど生鮮食品として扱
われている。日本でも加熱せずに食べられるよう、質の高い豚を
生育したい」と、高い志を立てた経緯や、数々のハードルをバイ
タリティー溢れる行動力で乗り越えてきた、創業者ならではの経
験を伺いました。
農商工連携の先駆者として、感慨深い講演会となりました。

飲んで！食べて！楽しんで！商工フェア
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びっくり福袋ツアー
「松島・女川」日帰りの旅 20組40名招待旅行
商工会では、設立50周年を記念して、これまでお世話になっ
た市民の方々へ、感謝の想いを込めて、20組40名にペアでの招
待旅行を企画しました。
応募と抽選会は11月７日の「商工フェア」会場で行われ、
407世帯の応募がありました。その中から、公開での抽選で20
組の方に、びっくり福袋ツアー「松島・女川」日帰りの旅、ペア
無料招待券を贈呈しました。
１月９日に行われた招待旅行は、無料での参加でニコニコ、海
産物の買出しにワクワク、多くのプレゼントにホクホクの楽しい
旅になりました。
市民の皆さまには、今後とも、市内の商工会員のお店、事業所
のご利用を心よりお願い申し上げます。

◆地域の商工業者とともに

東根市商工会設立50周年

商工業者の皆さん、商工会に入っていますか？
商工会は、商工会法（昭和35年法律第89号）に基づき、経済産業大臣の認可を受けて設立された特別認可法人で、地
域内商工業者の経営の改善に関する相談と、その指導、地域内経済振興をはかるための諸活動及び社会一般の福祉の増
進に資することを目的として、幅広い活動を行っています。
東根市商工会は、県内で2番目に大きな商工会で、約1,200事業所の会員で組織されており、市内で店舗・工場・事務所
など事業を営む方にご活用頂いております。加入金5,000円（初回のみ）で、年会費は、個人7,000円〜法人14,000円〜
詳しくは、東根市商工会 TEL 43-1212へ
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経営のスタ−ト（創業）からソフトランディング（廃業）まで、色々な問題解決策の支援や情報の提供等について
支援しています。商工会の運営は、県補助金、市委託料、会費・手数料等で賄われています。
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経営革新、創業、倒産防止、経営計画、経営診断（専門家の経営診断も受 信頼できる相談相手はいますか？
けられます）

金
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無担保・無保証融資、第三者保証人なし融資（日本政策金融公庫（旧

？？？

国

民生活金融公庫）
商工業振興資金（県）、保証協会付融資（信用保証協会）

どうすれば…?!

商工業夢タント利子補給（市）、商工会提携ロ−ン（東根市商工会会員限定
優遇制度）

税務・経理

☆利害に関係なく、 本音で 相談に
のってくれる相談相手は、いらっ
しゃいますか？

記帳機械化による代行（帳簿の代行）、事業主のパソコン経理処理支援
（ネットde記帳）、決算・申告に係る継続指導
源泉・年末調整指導

労
務
地 域 振 興

労働保険事務委託（雇用保険の年度更新、資格得喪、離職票）、各種助成金制度、労務指導
ひがしね祭協力（各支部、青年部、女性部が参加）東根朝市、さくらんぼ

商工会は 本音で お付き合い!

東根マラソン大会、さくらんぼ種飛ばし大会

!

機関誌「商工会だより」発行（年６回）
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節税しながら事業主の退職金制度（国の小規模企業共済）
従業員の退職金制度（国の中小企業退職金共済）、従業員の退職金制度
（県商工会の特定退職金共済）
取引先の倒産による連鎖倒産防止のために（国の倒産防止共済）
ガンと診断されたときのためにケガによる通院、入院・病気入院に大き

☆商工会は、法律で定められた公的団体
です。だから、利害を超えて皆様と
本音で お付き合いします。

な安心を（全国商工会会員福祉共済）
保険・融資・貯蓄の３つがセットになった共済。特約追加で病気入院へも対応（全国商工会の商工貯
蓄共済）
製造物の責任賠償対策を（全国商工会の中小企業ＰＬ保険）
個人情報の漏えいに備えて（全国商工会個人情報漏えい保険制度）
自動車の任意保険・建物火災共済（県火災共済）、会員福祉共済制度（アクサ生命保険）

講習・研修会

商業・工業・サ−ビス業の各部会による講習会等開催

部会活動（会員は、商業・工業・サ−ビス業のいずれかの部会に所属します）
三部会（商業・工業・サ−ビス業）合同事業
プレミアム商品券発行事業、
キャッシュフロー経営セミナー、
労務セミナー、
国内視察研修、海外視察研修（マカオ･香港）

◎商業部会（会員数

約400事業所）

総会、城下町朝市、
商業部会員の集い、
マイバッグ運動推進、
子育て応援パスポート

◎工業部会（会員数

約400事業所）

総会、製造業従業員セミナー、
塗装業研修会、
左官業研修会、
板金業研修会、
建築業研修会

◎サ−ビス業部会（会員数

約400事業所）

総会、マイ箸運動推進、
神町飲食店料理講習会、本町・温泉飲食業経営講習会
北村山理容業経営・技術講習会、
北村山美容業経営・技術講習会、
美容組合無料ゆかた着付け会

◆地域の商工業者とともに
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青年部（部員数55名、うち女性11名）
★研修事業 セミナー、若手後継者等育成事業、東北６県・北海道主張発表大
会、視察研修（東京）
★地域振興事業 駅前清掃、さくらんぼ種飛ばし大会（仙台・東根）ひがしね
祭遊び広場・売店協力、ふれ合い事業（第２白水荘）、商工フェア売店
恋の浪漫飛行Ⅴ（カップリングパーティー）、婚カツ部

創業を
る方へ
い
て
考え
事業計画・融資のご相談は
商工会へどうぞ
商工会は、商工業を営む方を
バックアップする公的機関
です

こんなお悩み、ありませんか?
お店のレイアウトを
見直したい!
新しい技術を
身に付けたい!
資金繰りは
どうしよう？
新商品を
開発したい!
後継者を
育てたい！

女性部（部員数58名）

☆日々の経営では、色々なお悩みを抱え
ていらっしゃるのではないでしょうか？

★研修事業 セミナー、若手後継者育成事業、東北6県･北海道主張発表大会、
経営研修、視察研修
★地域振興事業 みまもり隊、マイバッグ･マイ箸運動推進、空き店舗活用事業、
城下町夏まつり売店、ひがしね祭売店協力、初市売店、花いっぱい運動

商工会が解決します！
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☆商工会ではさまざまなメニューをご用
意して皆様の経営を支援しています。

国（日本政策金融公庫）
の教育ローン
〜住宅の新築やリフォームをご検討の方へ！〜

住宅新築・リフォーム支援事業
東根市では、市内施工業者による住宅新築やリフォーム工事に対して助成金支援
をしています。
住宅の新築やリフォームをご検討中の方は、ぜひご利用ください。

①東根市内の施工業者による新築工事、
リフォーム工事で、総工事費が10万
円以上（消費税を除く）のもの。
②平成24年3月10日まで工事が完了し、平成24年3月22日まで実績報告
できるもの。※補助金交付決定前に着工したものは、認められません。
補助金額は、対象となる総工事費の10%で、上限が15万円（千円未満切捨）
詳しくは、東根市役所

学生・生徒お1人につき
300万円まで
金
利：年2.75％
（H23.1.17現在）
返済期間：15年以内
申込書は商工会窓口にあります

謹賀新年

商工観光課商工労政係へTEL 42−1111
（内線3111・3119）

従業員と家族を守る
」
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自動車

災共済

総合火

山形県火災共済グループ
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故費用

事
自動車

〒990-8580
山形市城南一丁目1番1号霞城セントラル13階
TEL 023-647-2380 FAX 023-647-2382

◆地域の商工業者とともに

商工会役職員一同
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