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平成３０年度通常総代会 盛会裡に終了

新役員が選任されました！（任期３年）
（敬称略・順不同）
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平成３０年度優良従業員表彰 ～おめでとうございます～
通常総代会の席上、表彰を受けられた方々は次のとおりです。（敬称略・順不同）
◎宮城県知事褒状
◎全国商工会連合会長表彰
【会員事業所優良従業員】

・砂谷 典昭（㈱オイタミート）
・菅原 政敏（東北パイプターン工業㈱）
・木村 義郎（㈱加藤工務店）
・髙橋 光也（カネフジ運輸㈱）
◎宮城県商工会連合会長表彰 ・七宮 貴史（齋藤工業㈱）
【会員事業所優良従業員】
・渡邉 儀啓（齋藤工業㈱）
・佐々木勝行（㈱エスディ佐藤電気）
◎宮城県商工会連合会長感謝状・雫石
浩（東松島市商工会副会長）
◎宮城県商工会女性部連合会長表彰
・吉木 妙子（東松島市商工会女性部長）
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青年部・女性部活動 TOPICS
青年部通常総会

女性部通常総会

平成 30 年 4 月 25 日、東松島市商工会
本所にて青年部通常総会を開催いたし
ました。議事では昨年度の事業報告、今
年度の事業計画等について承認をいた
だきました。
地域商工業者の次代を担う後継者と
して、地域振興への貢献、部員一人ひと
りの意識改革と資質の向上に努めて参
ります。

平成 30 年 4 月 17 日、レストランぱら
だいすにて女性部通常総会・懇親会を開
催いたしました。議事は昨年度事業報告
本年度事業計画等全議案について承認
を頂き、総会後の懇親会も大変盛りあが
り、有意義なものとなりました。
また、任期満了に伴い新しい役員体制
となり、吉木部長を中心に本年度も各種
研修会交流会・おもてなし交流事業を中
心に地域と連携しながら事業を展開し
て参ります。

《商工会を活用しませんか！》
◇経営指導
経験を頼りに商売してきたけど売上が… Ａ.専門家のアドバイスで売上増加に貢献!

◇資金相談
運転資金、設備資金の調達に… Ａ.低利率の融資制度、マル経融資で安定経営!

◇販路開拓支援
補助金を活用して販路を開拓したい… Ａ.持続化補助金等を活用し、経営計画に基づく売
り方や販路開拓の取組みを支援します。

◇労務関係
労働保険って煩雑で締切が…Ａ.雇用保険の雇入取得・喪失等の事務が軽減!労災保険に
加入できない事業主、家族従業員も労災保険に加入できます。

◇税務関係
なにかと面倒な税務申告… Ａ.所得税・消費税、電子申告に指導対応!税理士による無料
相談会も開催しています。

◇起業・創業支援
起業したいけど手続きは?… Ａ.開業に関わる全てをサポート致します!

◇もしもの備え、安心の共済制度
事業主に退職金は?… Ａ.小規模企業共済制度で安心!全額控除で節税にも有利!その
他にも商工貯蓄共済、会員福祉共済、火災共済、自動車共済などの制度があります。

商工会地域活動 TOPICS
東松島市鳴瀬流灯花火大会

東松島夏まつり２０１８
～ 合言葉は青の街！
めざせ！日本一の夏まつり ～

開催日：８月１６日（木）

開催日：８月２５日（土）

場 所：鳴瀬川左岸鳴瀬大橋上流河川敷

場 所：東松島市商工会前～
蔵しっくパーク周辺

内 容：大正時代から続く伝統ある花火大
会で 96 回目の開催となります。
約 1,000 発の花火は川面を彩り、
幻想的な景色を観ることができ
ます。また、灯ろう流しや特設ス
テージでの演芸など様々な催し
物も企画されております。

内 容：ブルーインパルスの展示飛行や商
店街通りを賑やかに練り歩く、八
鷹神輿、鼓笛隊パレードなどが催
されます。また、会場はブルーイ
ンパルスにちなんで涼しげな
「青」で彩られます。

従業員等健康診断事業のお知らせ
商工会では今年度も会員事業所の福利厚生のため従業員等の健康診断を実施いたします。

日

時：１０月２日（火）
・４日（木）
・５日（金）の３日間
受付時間
午前８時３０分 ～ 午前１１時３０分

場

所：東松島市矢本東市民センター（東松島市小松字下浮足１１）
Ａ検診

Ｂ検診

対象者

社会保険加入者で３５歳以上の
被保険者の方

左記以外の方

健診料
（会員特価）

１人 ６,７９６円

１人 ６,６００円

※申込書をお間違いのないよう記入いただき６月２９日（金）までお申込みください。

※申し込み・お問合せにつきましては、商工会へご連絡ください。
矢本本所：８２－２０８８
鳴瀬支所：８７－２０２６

金融・経営情報（お知らせ）
《マル経（経営改善）融資制度》日本政策金融公庫取扱い
資金使途
設備資金
運転資金
融 資 額
２，０００万円以内
返済期間
１０年以内
７年以内
（うち据置期間）
（２年以内）
（１年以内）
利

率

保 証 人
そ の 他

１．１１％（平成３０年５月現在）
・保証人、担保は不要です。
・ご利用にあたっては商工会長の推薦が必要です。
・災害関連の融資の場合（被災証明書等添付）
、金利が減額されます。

日本政策金融公庫定期相談会
毎月第 3 木曜日 午前 10 時 ～ 午後 4 時 於：東松島市商工会 本所
○相談日【6 月 14 日（木）
・7 月 19 日（木）
・8 月 16 日（木）
・9 月 20 日（木）
】
※予約制となりますので、ご希望の場合は事前に商工会へご連絡ください。

宮城県よろず支援拠点

経営個別相談会のお知らせ

中小企業診断士・弁護士・特定社会保険労務士を講師に、様々な経営上の課題に対して経営
者の皆様と相談し、解決策・改善策を提案させて頂きます。相談は無料です。

○相談会開催日時
【6 月 8 日（金）・7 月 6 日（金）・8 月 3 日（金）・9 月 7 日（金）】
いずれも、午前 10 時～午後 4 時 於：東松島市商工会 本所
※予約制となりますので、ご希望の場合は事前に商工会へご連絡ください。

平成 31 年 10 月 1 日より「消費税軽減税率制度」が実施されます！
消費税率 10％への引上げに合わせて、軽減税率制度が実施され、軽減税率（8％）と
標準税率（10％）の複数税率になります。
軽減税率の対象品目…①飲食料品（お酒や外食サービスを除く）、②週 2 回以上発行
される新聞（定期購読されるものに限る）です。
★軽減税率制度は飲食料品や新聞を取扱う事業者だけでなく、全ての事業者に影響が
あります。
〈例、贈答用の食品、会議や接客時の茶菓の購入等〉
★軽減税率対象商品を取扱っており、複数税率に対応するレジを導入する場合は
購入費用を補助する制度があります。
（平成 31 年 9 月 30 日まで）
●商工会では消費税に関するご相談も受け付けています。お気軽にご連絡ください。

