
新年のご挨拶 鹿島商工会長 草野繁春
2022年、令和4年、明けましておめでとうございます。
新年を迎え、皆様にとって輝かしい1年となりますことをお祈り申し上げます。今年の干支は寅年で

すが、「寅」は動くの意味で、春が来て草木が生ずる状態を表しているそうです。令和2年初頭から新

型コロナウイルス感染症拡大の影響により、集会やイベントの中止が相次ぎ、世の中全体が重苦しい空

気に包まれておりますが、当商工会は「鹿島で買ってエントリー！レシートチャンスキャンペーン」と、

地域初となる「ドライブインシアター」を実施し、そして現在も進行中ですが、総額1億円の「大抽選

キャンぺーン」を幹事商工会として進めております。今年も干支の意味の如く、一歩一歩前へ動ける年

にして参りたいと思います。

振り返りますと、震災後は絆というキーワードで人との結びつきの重要性を想い、多くのボランティ

アの方々に私たちの地域へ支援に入っていただきました。より良い社会へ向かう流れが、今回のコロナ

禍によって塞ぎ留められた感があります。

時代は少子高齢化、デジタル化、一極集中化、そしてネット通販の拡大と経済環境も急速に変化して

おりますが、日本が持続可能な社会に進むにはとの問いに、ＡＩは地方への分散という結果を導き出し

たそうです。

今後私達は鹿島区を、どのようにして住み易い、そして誇りを持てる場所にしていくかを地域の総合

経済団体商工会としての自覚で、皆様と知恵を出し合いながら本年も進んでまいりたいと思いますので、

どうぞよろしくお願い申し上げます。

鹿島商工会だより
〒979-2335 南相馬市鹿島区鹿島字町39
ＴＥＬ0244-46-2250 ＦＡＸ0244-46-2265
ＨＰ：https://kashima-sci.net/    E-mail:manyow@bb.soma.or.jp
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令和3年12月4日(土)、鹿島区万葉ふれあいセンター駐車場でドライブインシアター
を2部構成で開催しました。第1部（アニメ）は41のご家族、第2部（ドラマ）は
51のご家族、合計190名の方にご参加いただきました。併せて、当日観光協会で
紙アプリ（描いた絵を画面に映し出す）を実施し、多数のお子様が参加されました。
映画自体は天候にも恵まれ、参加者の皆様からも大好評でした。

令和3年11月4日(木)、鹿島区限定、鹿
島で買ってｴﾝﾄﾘー！ﾚｼｰﾄﾁｬﾝｽｷｬﾝﾍﾟｰﾝの
抽選会を実施しました。草野会長をは
じめ、商業・サービス・建設・製造各
部会長、青年部長、女性部長が抽選を
行いました。応募総数は30,454通で
平均当選確率1.29%、394名の
方が当選されました。

R3.11.4 ﾚｼｰﾄﾁｬﾝｽｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 抽選会開催！

ドライブイン
シアター

ドライブイン
シアター
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本キャンペーンでお客様からいただいたアンケートを集計し、まとめた結果を下記の通
りご報告させていただきます。
今回お客様から寄せられた貴重なご意見は、組織全体で情報共有し、今後また皆様に
喜んでいただけるような事業を作り上げることに役立てていきたいと考えております。
加えまして、本事業にご協力いただきました皆様に心より御礼申し上げます。

かしまで買ってｴﾝﾄﾘｰ！
ﾚｼｰﾄﾁｬﾝｽｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
実施アンケート集計結果

応募総数
30,454通

１．性別 ２．住所

３．年齢

４．現在のお住まいが
東日本大震災による
避難・転居先ですか？

10歳未満 536名
10代 1,085名
20代 1,226名
30代 2,043名
40代 3,523名
50代 4,032名
60代 7,615名
70代 6,644名
80代 2,005名
90代 126名
100歳以上 0名
未記入等 1,619名
計 30,454名

避難・転居先である 3,912名
避難・転居先でない 24,867名
未記入等 1,675名

計 30,454名

男性 10,488名
女性 18,535名
その他 14名
未記入等 1,417名

計 30,454名

鹿島区 25,255名
原町区 2,463名
相馬市 971名
小高区 89名
新地町 87名
宮城県 81名
その他 1,508名

計 30,454名
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・とても良い事業だと思う。
・鹿島で消費するので、鹿島の町が元気になって良いと思う。
・買い物がとても楽しみです。
・企画が嬉しい。
・コロナ禍で日々の生活に変化がない中、ご年配の方にとってはキャンペーンに
参加し、結果を待つ楽しみが増えたのではないでしょうか。
・原町や相馬からも鹿島に買い物に来るきっかけになるので良いと思う。
・他の店にも行ってみたくなった。
・鹿島区内での購買意欲が湧く事業
・区内に人が集まり、町の活性化につながると思う。
・このような企画を増やしてほしいです。
・鹿島区独自事業での継続を希望します。
・外からも買い物に来てくれそうな事業です。
・小さな町ですが頑張っていると思います。
・色々な取り組みは地元を元気にして良いと思います。
・ついつい三枚集めるため鹿島で買い物します。
・応募のしがいがある。
・昼食は区内で済ませることが多くなった
・コロナで落ち込んだ気持ちが少し明るくなりました。
・参加店舗がもう少し多いと良いですね。
・賞品を増やしてほしい(低価のもの)。 など

はい 27,263名
いいえ 825名
未記入等 2,366名

計 30,454名

５．普段鹿島でお買い物をされて
いますか？

６．ご希望景品

７．本事業に関するご意見をお聞かせください。

A ペア旅行券 4,276名
B 人気家庭用ゲーム機 2,064名
C 加湿空気清浄機 1,441名
D お家で作る炭酸水 1,401名
E ホットプレート 1,087名
F ファンヒーター 1,391名
G 布団乾燥機 1,662名
H ヘアドライヤー 983名
I 食品セット 2,480名
J ペーパーセット 2,613名
K かしま特産品セット 6,814名
L 生活用品セット 2,854名

1,388名
30,454名計

未記入・その他
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12月1日(水)からの事業開始にむけ、11月
25日(木)、26日(金)の両日、南相馬市消費喚

起応援事業の説明会を実施いたしました。
参加店の皆様には応募期間は令和3年12月1日
から令和4年1月31日(月)までの2ヶ月間とな

ることや商品券の取扱いなどについて説明させ
ていただきました。

R3.11.18
商業・サービス業部会
幹事視察研修会開催！

１１月１８日(木)に、商業・サービス
業部会で道の駅あいづ 湯川・会津坂
下の視察研修が行われました。
当道の駅での設立経緯や販路拡大策な
どについて、参加部会幹事一同、熱心
に聞き入っていました。

１２月７日（火）に今年も商業・サービ
ス業部会をはじめ、青年部、女性部、か
しま観光協会の協力のもと、イルミネー
ションの設置作業を行いました。
商工会をはじめ旧北畑仮設、鹿島駅など
鹿島区内を明るく照らすことができまし
た。設置作業にご協力いただきました皆
様ありがとうございました。

R3.12.7
ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ設置作業実施！

R3.11.25～26

南相馬市消費喚起応援事業

(2021年12月18日付福島民報新聞に記事掲載されました。)

鹿島駅



R3.10.4

青年部女性部鹿島駅
清掃実施！

10月4日(月)に、青年部女性部合同で鹿
島駅周辺の清掃を行いました。駅構内か
ら国道6号線沿いの地下道までくまなく
綺麗にしました。なお、後日原ノ町駅長
から感謝状をいただきました。
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R3.12.21、24 青年部ｻﾝﾀｸﾛｰｽ事業実施

12月21日(火)、まず第1弾として青年部員がサンタクロース姿で鹿島区内保育園、
幼稚園を訪問！子どもたちにお菓子をプレゼントしました。そして第2弾で12月２4
日(金)、『今年もやります！青年部がサンタクロース事業』を実施しました。小さな
お子様がいる家庭をサンタクロースの格好をした青年部員が訪問、いずれの日も子ど
もたちは突然のサンタクロースにビックリ＆大喜びでした。青年部の皆様、お疲れ様
でした！

(2021年12月26日付福島民報新聞に記事掲載されました。)
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11月28日(日)に女性部が旧北畑仮設において今年度初の実
施となるバザーを開催しました。空き室2部屋を利用し、衣
類や雑貨品を販売しました。お客様も多数来ていただき、
大変喜ばれバザーは盛況に終了しました。女性部の皆様、
お疲れ様でした！

R3.12.27 女性部ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ教室開催！

令和3年12月2７日(月)､女性部でフ
ラワーアレンジメント教室を開催し
ました！
参加者の皆様は花々を素敵な形で個
性豊かにアレンジ、整え、表現しな
がら、各所にも多くのこだわりや工
夫を凝らされ、大変美しく仕上げら
れておりました。

R3.10.18 女性部花の植替え作業実施！

10月18日(月)に女性部花の植替え作業。女性部の皆様にはいつも心のこもった植
替え作業を実施頂いております。今回も商工会と鹿島駅を綺麗に彩っていただき
ました。女性部の皆様、いつもありがとうございます。

R3.11.28 女性部主催バザー開催！



女性部の皆さんによるお正月をテーマにした絵てがみ。
季節ごとの題材を使用し描いており、大変美しい作品です。
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～絵てがみ～

クリスマスやお正月をテーマにしたショーウィンドーを作って
いただきました！女性部の皆様、四季折々の飾り付け、

いつもありがとうございます。

～ショーウィンドー～

是 非 ご 覧 く だ さ い ！

～ N E W S ～
鹿島商工会のホームページをリニューアルしました！携帯
電話やタブレットにも対応してます！右記QRコードからも

アクセスが可能です！ https://kashima-sci.net/
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各種施策(補助金等)のご案内

事業復活支援金(予定)
＊2022年3月までの見通しを立てられるよう、コロナ禍で大きな影響を受ける事業者に、地域・業種
問わず、固定費負担の支援として、5か月分の売上高減少額を基準に算定した額を一括給付します。

＊上限額は、売上高に応じて三段階。売上高30％～50％の減少の上限額は売上高50％以上
減少の上限額の６割となります。

＊対象者：新型コロナの影響で、2021年11月～2022年3月のいずれかの月の売上高が50%以上
または30%～50%減少した事業者（中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主）

＊開始時期：申請受付が開始されましたら改めてご通知いたします。

＊給付額：5ヶ月分（11月～3月）の売上高減少額を基準に算定

売上高減少率 個人

法人

年間売上高 年間売上高 年間売上高

1億円以下 1億円超～5億円 5億円超

▲50%以上 50万円 100万円 150万円 250万円

▲30%～50% 30万円 60万円 90万円 150万円

小規模事業者持続化補助金（低感染リスク型ビジネス枠）

小規模事業者が経営計画を作成し、新型コロナウイルス感染拡大防止のための対人接触機会の
減少と事業継続を両立させる、ポストコロナを踏まえた取り組みにかかる経費の一部を支援します。

1.補助率 3/4
2.補助上限 １００万円
3.対象者 一定の要件を満たす小規模事業者
4.対象経費 機械装置費、広報費、感染防止対策費等

小規模事業者持続化補助金（一般型）

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
作成しその計画に沿って取り組む販路開拓や生産性向上にかかる経費の一部を支援します

1.補助率 2/3
2.補助上限 50万円
3.対象者 一定の要件を満たす小規模事業者
4.対象経費 機械装置費、広報費、展示会出展費等

月次支援金

2021年4月以降に実施される緊急事態措置・まん延防止等重点措置に伴う 飲食店の時短営業や
不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上 が減少した中小法人・個人事業者等の皆様に
月次支援金を支給します。

1.支給額 中小法人等 上限20万円/月
小規模事業者等 上限10万円/月

2.対象者 一定の要件を満たす中小法人、小規模事業者

※申請にあたっては、事前に商工会等で必要書類の確認等の事前確認を受けていただきます。
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かしま共済

不慮の事故や病気に
よる入院に備えて

小規模企業共済

事業主の退職金制度

是非ご加入ください！

商工会にご相談ください！

商工貯蓄共済

１つの共済で
３つ（貯蓄・
保障・融資）の

安心♪

中小企業退職金共済

従業員様の退職時の
資金確保に備えて

火災共済/自動車共済

火災や地震・車の
故障など万が一の
備えに

商工会は多くの事業者の方々とともに歩むビジネ

スパートナー。異業種交流をはじめ、後継者育成、

事業承継など様々な面から経営をサポートしてい

ます！相談は原則無料、秘密は厳守です。既に会

員の皆様からも、事業を営んでいるが悩んでいる

方に是非商工会をご紹介ください！

商工会員・青年部員・女性部員募集‼

お問合せは商工会まで


