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商工会は行きます！聞きます！提案します！

令和3年5月18日、鹿島生涯学習センター

(さくらホール)にて第62回鹿島商工会通常総会

が開催されました。

△左から鈴木良仁新理事、星ちづ子理事、高野ヒデ子理事、森邦子理事、細田広理事、天野芳雄理事、小林文夫理事、宮田弘幸理事、草野繁春新会長、澤田一夫前会長、

鈴木清教新副会長、梅田守新副会長、渡部安洋理事、三浦広司理事、髙橋秀典理事、竹林一浩新理事、中野哲也理事、髙橋徳監事、菅野行雄新監事(敬称略)

令和3年5月18日、鹿島生涯学習センター(さくらホール)にて第62回鹿島商工会通常総会を開催

いたしました。

本年の通常総会はコロナ禍ということもありますが、全国の商工会で役員改選を実施するため、

鹿島商工会では密を避ける意味でも場所を変更し、コロナウイルス感染症対策を行いながら、万全を

期した上での開催となりました。

出席者は代理人届を含め176名で総会は成立し、議長は㈱池田木材舎の池田賢司氏が務め、無事

第1号議案から第5号議案までの議案が出席者の賛成多数により成立しました。また、今般の役員改

選により鹿島商工会会長であった澤田一夫氏が退任し、新たに草野繁春氏が就任、副会長について

は菅野行雄氏が退任し監事に就任したことにより、新たに鈴木清教氏、梅田守氏２名が就任しました。
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会長就任のご挨拶

鹿島商工会長 草野 繁春

この度、「令和3年度 第62回 鹿島商工会 通常総会」におきまして、

商工会員の皆様のご推挙により新たに鹿島商工会長に選任され、就任いたしました。

就任にあたりまして、ご挨拶申し上げます。

今般退任されました澤田一夫商工会長や商工会理事の皆様には、今日まで長きに亘るご活躍と多大な

功績に敬意を表しますとともに深く御礼申し上げます。

私といたしましても、新任会長としてその後を受け継ぐにあたり、身の引き締まる思いでございます。

今後は、副会長、理事、監事の皆様と共に会員皆様方のご支援、ご協力そして関係機関等のご指導を

受けながら邁進する所存でございます。

現在、私ども商工業者を取り巻く経営環境は、東日本大震災や原発事故、台風被害、そしてコロナウイルス

感染拡大と未曾有の災禍の中、今後の見通しがつかない状況を迎えております。鹿島商工会としまして、

鹿島区経済の活性化と地域振興を推進する総合経済団体としての自覚のもと、その責務の重要性を認識し、

会員サービスの向上と、会員事業所の支援を推し進めると同時に、商工会の意義を高めるべく、事業にも

取り組んでまいりたいと思います。

また、今回新任となりました両副会長に支えていただきながら、理事、監事の皆様と役職員一丸となって

会員の皆様に信頼され役立つ商工会として、地域振興と経済の活性化に寄与しいきたいと考えております。

今後とも鹿島商工会の運営並びに事業の推進にご理解と、ご支援をお願い申し上げ、ご挨拶とさせて

いただきます。

よろしくお願い申し上げます。

役職 氏名 事業所名
理事 細田　広 細田ファーム
理事 高野　ヒデ子 ㈲高野造花店
理事 伹野　一博 ㈲ただの
理事 森　邦子 大岩菓子店
理事 竹林　一浩 竹林建設工業㈱
理事 鈴木　良仁 すずき食堂
理事 若松　真哉 若松味噌醤油店
理事 星　ちづ子 清寿司
監事 髙橋　徳 髙橋建設㈱
監事 菅野　行雄 ㈱菅野漬物食品

役職 氏名 事業所名
会 長 草野　繁春 ㈲クサノ金物
副会長 鈴木　清教 鈴木電機
副会長 梅田　守 ㈱ホンダセンターウメダ

理事 宮田　弘幸 ㈱相双緑化土木
理事 小林　文夫 小林建業
理事 渡部　安洋 ㈲渡長商店
理事 中野　哲也 ㈱中野商店
理事 三浦　広司 ㈱友伸エンジニアリング

理事 髙橋　秀典 円達
理事 天野　芳雄 東北サッシ工業㈱

2



商業部会

サービス業部会

商業・サービス・建設・製造業部会新役員一覧

役職 氏名 事業所名
部会長 髙橋　秀典 円達

副部会長 星　臣 ホシトモ看板
幹事 鈴木　良仁 すずき食堂
幹事 桑折　祐一 美晴湯・万葉亭
幹事 星　和人 清寿司
幹事 渡部　武志 渡部商店

建設業部会

5月11日総会

が開催され、

役員改選が行

われました。

会長退任のご挨拶

前鹿島商工会長 澤田 一夫

去る5月18日の総会において、任期満了となり会長職を退任いたしました。

会員皆様のご理解とご支援のおかげをもちまして、与えられた職務を大過なく

全うすることができました。心よりお礼申し上げます。振り返りますと昭和41年

商工会青年部に入部し商工会活動が始まりました。昭和56年に旧鹿島町商工会の

理事となり、その後、副会長7年、会長20年と通算53年余りの長きにわたり商工会の運営に携わって

まいりました。

中でも大きな出来事の一つが鹿島区に整備決定した常磐自動車道南相馬鹿島サービスエリアの

誘致です。旧鹿島町時代からの18年長年の夢が実現されたことは非常に感慨深いものがあります。交流

機能を近隣の市町村を含めた地域全体の振興に結び付けるべく、地域の経済団体はじめ各種団体を

纏め上げ、鹿島サービスエリア利活用拠点施設（セデッテかしま）の供用開始に繋げられ、地域コミュニティ

の向上と経済の活性化に寄与できたかと思います。

次に東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故後の活動です。いち早く商工会活動を再開し、

他商工会や被災市民、他所から避難を余儀なくされた方の支援と心のケアのため、みなみそうま復興事業

や仮設店舗・事務所事業、移動販売・宅配サービス事業等を実施し、買物弱者支援を始め地域の回復や

地域を超えた協力体制の確立、震災からの市民自立、再生意識の向上に結び付けられたかと思います。

最後にまだ組織的な課題を残しておりますが、在任中の会長としての役割を終え、草野会長に引き継ぐ

ことができ、一歩前進できました。更なる発展のため新体制にも引き続きご支援をお願いしますと共に、

会長在任中、温かくご支援いただきました皆様に心より感謝とお礼を申し上げ退任のあいさつといたします。

ありがとうございました。

本年は商業部会、サービス業部会、建設業部会、製造業部会の4部会、

青年部・女性部役員の改選も行われました。

5月11日総会

が開催され、

役員改選が行

われました。

役職 氏名 事業所名
部会長 草野　繁春 ㈲クサノ金物

副部会長 渡部　安洋 ㈲渡長商店
幹事 髙橋　尚兄 キタヤ洋品店
幹事 菅原　義文 鹿島ミルクプラント

幹事 西　晴雄 西輪店
幹事 若松　篤実 若松味噌醤油店
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青年部・女性部役員一覧

女性部

役職
部  長
副部長
副部長

常任委員
常任委員
監査委員
監査委員

若松　真哉 若松味噌醤油店
藍原　秀人 あいはら板金

菅野　嘉彬 ㈱菅野漬物食品

大河内　俊樹 ㈲大河内瓦店
森山　弘貴 森山工務店
澤田　享志 ㈱MTIかしまアイ薬局

氏名 事業所名
江袋　大輔 西町電化センター

青年部

建設業部会

製造業部会

役職 氏名 事業所名
部会長 三浦　広司 ㈱友伸ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

副部会長 天野　芳雄 東北サッシ工業㈱

幹事 菅野　行雄 ㈱菅野漬物食品
幹事 笠原　忠雄 ㈱福装21
幹事 八巻　正光 東北エコ・テクノ㈱

幹事 細田　　広 細田ファーム
幹事 菅頭　信幸 ㈲カシマ
幹事 吉田　佳史 ㈱以輪富
幹事 渡部　晃平 東北精工㈱
幹事 紺野　廣顕 真野川鮭増殖組合

5月10日総会

が開催され、

役員改選が行

われました。

5月13日総会

が開催され、

役員改選が行

われました。

4月26日総会

が開催され、

役員改選が行

われました。

役職 氏名 事業所名
部会長 鈴木　清教 鈴木電機

副部会長 大亀　英雄 ㈱太平洋テクノス

幹事 髙橋　　徳 髙橋建設㈱
幹事 細川　義裕 ㈲新成ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
幹事 小林　文夫 小林建業
幹事 竹林　一浩 竹林建設工業㈱

5月10日総会

が開催され、

役員改選が行

われました。

役職
部  長
副部長
副部長

常任委員
常任委員
常任委員
常任委員
常任委員
常任委員
常任委員
常任委員
監査委員
監査委員

高田　浩恵 ㈲鹿島クレーン

氏名 事業所名

桑折　美幸 福相建設㈱
鈴木　直子 いろは屋肥料店

星　ちづ子 清寿司

高玉　三津江 サロンハイボール

只野　由起子 只野染物店

星　保子 星澄輪業
高野　京子 ㈱高野商店

末永　喜美子 ㈲永石総建
伹野　登志子 ㈲ただの

若松　郁子 若松味噌醤油店
小川　広江 ㈲小川屋呉服店

幾世橋　ひろ子 西町電化センター
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北畑仮設も美しく！
商業・サービス業部会

イルミネーション事業(12月～1月）

令和2年も役職員、青年部、女性部、かしま観光

協会一同でイルミネーションを設置しました。令

和２年は商業部会発案により、事業が始まって以

来、初の北畑仮設に設置し、鹿島区内を優しく、

明るい光で包み込みました☆

令和2年12月７日

南相馬市消費喚起応援事業

抽選会

澤田実行委員長をはじめ実行委員による、

豪華景品の抽選が行われました！

商工会のおもな活動

令和2年11月７日

鹿島商工会６０周年記念式典

鹿島商工会は創立６０周年を迎え、コロナ禍

の中、感染対策を万全にし、式典を開催いた

しました。

これもひとえに日頃より会員の皆様に支えて

いただいているおかげです。

深く御礼申し上げます。今後ともご指導・ご

鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

祝 鹿島と共に六十年

南相馬市へ新型コロナウイルス感染症拡

大に伴う中小・小規模事業者への

支援策の拡充についての要望

令和3年2月1日、鹿島商工会澤田会長、小高商工会

平田会長が合同で南相馬市長に新型コロナウイルス

感染症拡大に伴う中小・小規模事業者への支援策の

拡充についての要望書を提出しました。
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青年部サンタクロース事業

令和2年12月24日、青年部ではコロナ禍でも負けずに感染対策を

万全にしてサンタクロース事業を実施しました！

大好評により２０名以上の子どもたちにプレゼント！

子どもたちは突然のサンタの訪問とプレゼントに大喜びでした！

青年部・女性部のおもな活動

花の植替え作業実施

令和3年5月20日、女性部の皆様により、商工会

の花の植替え作業が行われました。色とりどりの

花で商工会、鹿島駅を彩っていただきました。

フラワーアレンジメント教室開催

令和2年12月26日、女性部によるフラワーアレンジメ

ント教室が開催され、お正月用のお花のアレンジメント

を行いました。

女性部絵てがみ教室で描かれた

素敵な絵てがみ。

商工会の日 絆清掃実施

令和2年10月26日、青年部と女性

部と合同で商工会の日 絆清掃を行

いました。当日は、青年部長と女性

部長にJR東日本原ノ町駅長から感

謝状の贈呈が行われました。
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補助金等のご案内
※お気軽に商工会へお問い合わせください！

随時情報提供します

商工会にご相談ください！

売上の減少した中小事業者に対する一時金（本県版一時金第２弾）

福島県新型コロナウイルス感染症緊急対策（以下、福島県緊急対策）に伴う飲食店の時短営業や不要不急

の外出自粛により影響を受け、売上の減少した中小事業者へ一時金を交付します。

リンク（https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011a/ichijikin-part2.html）

国による支援策

福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金（全県版時短協力金）

福島県全域を対象として、飲食店を運営する事業者に対し、令和３年５月１５日（土）午後８時～令和３年６月

１日（火）午前５時までの間、午前５時～午後８時までの営業時間短縮の要請に感染防止対策を徹底し、ご協

力いただいた場合に、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を交付いたします。

リンク（https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011a/kyoryokukin-zenken.html）

小規模事業者持続化補助金（一般型）

小規模事業者が経営計画を作成し､その計画に沿って行う販路開拓の取組等を支援します。小規模事業者

が変化する経営環境の中で持続的に事業を発展させていくため、経営計画を作成し、販路開拓や生産性向

上に取り組む費用等を支援します。

小規模事業者持続化補助金（低感染リスク型）

⼩規模事業者等が経営計画を作成して取り組む、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、⽣産

プロセスの導⼊等の取組、及びその取組に資する感染防⽌対策への投資を⽀援します。

福島県による支援策
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（令和３年度）福島県原子力被災事業者事業再開等支援補助金第１０次公募

１２市町村の事業者の事業や生業の再建等を支援し、併せて事業者の帰還、事業・生業の再建を通じ、働

く場の創出や買い物をする場など まち機能の早期回復を図るため、公募が開始されております。

要項、様式等については福島県のホームページからダウンロードください。

リンク（https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011b/group3eq00.html）

リンク（https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011a/kyoryokukin-zenken.html）

鹿島の飲食店(※)で

買おう！

使おう！

使用期限6月30日まで！

※一部取扱いがない、もしくは既に販売が終了した店舗もございますので、各店舗にご確認の上購入・ご利用ください。

福島県による支援策(続き)

南相馬市による支援策

（令和３年度）南相馬市事業継続支援金

南相馬市では緊急経済対策の一環として、新型コロナウイルス感染症の影響で売上高が減少した市内で営

む事業者に対し、新型コロナウイルス感染症対策を講じながら事業の継続を図る費用として支援金を支給

します。これまでは対象月が令和3年1月または2月の売上高について対前年同月比で３０％以上減少して

いる事業者に対しての支給でしたが、要件が拡大されました。

交付要件

対象月：令和3年3月または4月の売上高について対前年同月比で３０％以上減少

※既に受給されている方のうち、令和3年3月または4月の売上高の減少率が令和3年1月または2月の減

少率を上回った場合は、受給金との差額を支給します。

（令和３年度）ふくしま小規模企業者等いきいき支援事業の公募

小規模企業者や商店街等の創意工夫ある取組に対し、地域に密着した商工団体が、計画づくりから事業

実施後のフォローアップまで一体的な支援を行うとともに取組に必要な経費の一部を補助する補助金

の公募が開始されております。

要項、様式等については福島県のホームページからダウンロードください。

リンク（https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011b/ikiikihojokinn.html）

（令和３年度7月開始予定）南相馬市飲食店応援券発行事業

南相馬市では、新型コロナウイルス感染症の流行に伴う市民の外出自粛要請等に伴い、売上が落ち込んで

いる市内の飲食店の利用促進と事業継続のため、市内全域で7月より「飲食店応援！のまたん食事券」を

実施します。プレミアム率は５０％ですので、お得にお食事をしましょう！
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1つの共済で三つ（貯蓄・保障・融資）の安心♪

【商工貯蓄共済】の加入をぜひご検討ください！

商工貯蓄共済は、貯蓄（満期がうれしいね(^^♪）

保障（万一に備えて(ﾟДﾟ;)

融資（資金繰りに役立つ<(｀^´)>）

三本の矢を揃えた国が認めた商工会員のための制度です。

不慮の事故による死亡や高度障害状態による入院などに備えて！

万が一に備えたいとお考えの方！《かしま共済》にお任せあれ！

鹿島商工会独自の見舞金等の給付制度、商工会がアクサ生命と保険を

組み合わせた保障プランとなっています！是非ご加入ください！

退職時の生活資金確保に《小規模企業共済》！

事業主の方が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てます！

掛金は全額所得控除！事業資金の借入れも可能！１つで２つおトクな

「退職金制度」です！

～退職金は、ありがとう、のメッセージ～

従業員様の退職時の資金確保に《中小企業退職金共済》！

事業所で働く従業員の皆様の退職時の退職金のために積み立てます！

掛金は福利厚生費として経費で計上できるお得な退職金制度です！

各種共済制度、記帳、労働保険のご案内
※お気軽に商工会へお問い合わせください！

従業員様に《労働保険》を！

労働保険とは、『労災保険（労働者災害補償保険）』と『雇用保険』

を合わせた総称で、労働者の雇用や生活を守るために作られた国の制

度です。労働災害のための労災保険、雇用形態に合わせた雇用保険、

それぞれご加入いただく必要があります。

火災や地震、車が故障したなどの〈万が一〉に備えて！

いざという時は《火災共済》にお任せあれ！

商工会では福島県火災共済協同組合を通じて、建物、自動車などの

〈万が一〉に備えた保険を多数用意しております！

インターネットで楽々記帳《ネットde記帳》！

インターネットを利用したシステムで、一般のソフトと同様、伝票入力や決算、各

種申告書作成等が 【いつでも】【どこでも】【誰にでも】簡単に行える

経理ソフトです。是非ご活用ください！
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この度、宮本有倫経営

指導員の後任として浪

江町商工会より異動し

て参りました、奈良陽一

と申します。

微力ではございますが、

これまでの経験を活か

し、皆様のお役に立てる

よう一層努力して参る

所存です。よろしくお願

いいたします。

新任職員の紹介：令和3年4月1日付人事異動による着任

この度、4月1日付の人

事異動にて新地町商工

会より着任いたしました

早瀬川祐芳です。

鹿島商工会では前任地

で培った経験を活かし微

力ながら会員の皆様へ

様々な支援が出来るよ

う精一杯努力して参りま

すので、よろしくお願い

いたします。
経営支援員 早瀬川祐芳経営指導員 奈良陽一

新入職員の紹介

臨時職員 石橋ひなた

6月1日付で復興支援員

として採用されました八

巻香里と申します。これ

から鹿島区の魅力を

知っていくことができる

と思うと嬉しいです。商

工会の業務は初めてで

すが、日々勉強しながら

1日でも早く慣れていけ

るよう精一杯頑張って

いきますのでよろしくお

願いいたします。

令和3年1月より入職い

たしました石橋ひなたで

す。日頃会員の皆様には

温かくそして優しく接し

ていただいており大変感

謝しております。鹿島区

事業所発展のため、少し

でもお役に立てるように

頑張っていきたいと思っ

ております。よろしくお

願いいたします。 復興支援員 八巻香里

人事異動のご挨拶

経営指導員 宮本有倫
令和3年4月1日付でいわき市の久ノ浜町商工会に異動となりました。在任中は会員の

皆様に大変お世話になりました。鹿島商工会で学ばせていただきましたことを生かし、

次の商工会でも頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。
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