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新年、あけましておめでとうございます。
日頃より、会員の皆様には商工会活動にご理解・ご協力をいただきましてありがとうございます。
会長に就任して１年半が過ぎようとしておりますが、就任当初はコロナウイルス感染拡大の最中で
あり、商工会としてどのように対処していけばいいのか戸惑う日々でした。そのような中でも理事
の皆様や会員の皆様に支えられ、今日まで歩んでくることが出来ました。
昨年は、産業祭をはじめ多くのイベント事業を開催することが出来、地域の賑わいを創出できたこ
とを嬉しく思いますと同時に、ご協力いただきました方々に厚く御礼申し上げます。今年も、地域
の活性化に繋がる事業を展開して参りたいと思いますので、ご意見・ご要望をお聞かせいただけま
したら幸いでございます。
現在の経済環境は、未だかつてない大きな環境の変化により先行きが
見えない時を迎えております。ただ、このような時だからこそ、会員の
皆様と共に情報の共有を実施しながら進んでまいりたいと考えております。
最後に、今年はうさぎ年ですが、癸（みずのと）卯の年に当たるそうで
ございます。意味は今までの物事が治まり、新しい物事が成長増殖する
という年でございます。本年も会員様をはじめ皆様にとって良き出来事、
新しき展望が生まれることを願い、挨拶とさせていただきます。

ご 挨 拶 鹿 島 商 工 会 会 長 草 野 繁 春
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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。

１．性別 ２．住所

R4.10.11

ﾚｼｰﾄWﾁｬﾝｽｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 抽選会開催！
令和４年1０月１１日(火)、鹿島区限定、
鹿島で買ってｴﾝﾄﾘー！ﾚｼｰﾄW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。
今年の応募総数は25,278通で当選確率は
1.98%で、500名の方が当選されました。

３．年齢

４．住所は原発事故・震災による避難先や転居先ですか

男 9,374

女 15,604

未記入等 300

計 25,278

鹿島区 21,866

原町区 2,219

相馬市 817

新地町 82

宮城県 58

小高区 47

郡山市 40

福島市 32

東京都 14

神奈川県 12

いわき市 11

飯舘村 10

埼玉県 8

浪江町 8

田村市 7

茨城県 5

千葉県 4

伊達市 3

二本松市 2

群馬県 2

栃木県 2

梁川町 1

白河市 1

山形県 1

兵庫県 1

青森県 1

未記入等 24

計 25,278

１０歳未満 665 ６０代 5,756
１０代 1,034 ７０代 6,148
２０代 1,114 ８０代 1,942
３０代 1,699 ９０代 251
４０代 3,186 未記入等 375
５０代 3,108 計 25,278

はい 3,857
いいえ 20,998

その他・未記入等 423
計 25,278
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・鹿島の商工会はいろいろ頑張っているように思います。
・鹿島の商工会が鹿島を盛り上げようとする工夫・努力に応援したくなる。
・事業通じて少しでも個人商店を守ることができればいいと思う。
・参加されているお店の皆様に感謝です。
・コロナ禍の事業所支援として良いです。
・毎年のキャンペーン楽しみにしてました。鹿島区のお店を応援します。
・良い事業で毎回楽しみで参加しています。嬉しいです。ワクワクする事業です。
・ありがたい事業です。
・またやって欲しいし、継続して欲しいです。
・鹿島で買い物をすることが増えました。
・地元店を見直すきっかけになりました。
・地域・事業所の活性化・消費に繋がると思います。
・買い物が楽しくなったし、楽しみが増えました。
・レシートの金額によらず応募できるのが良いです。
・楽しんで参加しています。
・他のお店にも行ってみたくなりました。
・イベント等を多く実施して盛り上げて欲しいです。
・Ｗチャンスがあって良かったです。
・レシートを集めて応募できるというのが良いです。
・他地区・近隣市町村も含めて対象店にして欲しいです。
・賞品の種類を増やしてほしいです。
・レシートの金額に対応した応募条件（口数等）にして欲しいです。
・商品券・ギフトカードが欲しいです。
・当選者数・当選割合を増やして欲しいです。
・参加店を増やして欲しいです。
・賞品の数を増やして欲しいです。
・レシートを３枚集めるのが大変です。
・応募していますが、賞品が当たりません。
・期間が長すぎると思います。
など

・この事業に関するご意見やご要望をお聞かせください ※一部抜粋

※普段鹿島区のどのお店で買い物するか集計数 のべ45,822店舗

・ご希望賞品

Ⓐ人気家庭用ゲーム機 2,192ⒾT-fal電気ケトル 639
Ⓑ加湿空気清浄機 1,066Ⓙ防災グッズセット 1,744
Ⓒアラジントースター 1,329Ⓚ健康食品セット 1,255
Ⓓ料理の時短にマルチブレンダー 1,024Ⓛお楽しみ食品セット 3,849
Ⓔ旅行券(１人３万円) 3,076Ⓜかしま特産品セット 5,154
Ⓕスマートウォッチ 802その他・未記入等 688
Ⓖパナソニック衣類スチーマー 848 計 25,278
Ⓗ無煙焼肉グリル 1,612
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１２月９日（金）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。
商工会館をはじめ旧北畑仮設、鹿島駅など鹿島区の町内を明るく照らしました。
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。

R4.12.9 イルミネーション設置作業実施！

令和５年１月４日（水）に鹿島区新春交歓会が
万葉ふれあいセンターで執り行われました。今
回はコロナウイルス感染拡大防止のため、人数
を制限したうえで開催し、南相馬市長をはじめ
各議員の方からのご祝辞も頂戴しました。当商
工会の草野会長に乾杯のご挨拶をいただき、参
加者全員で鹿島区の新春をお祝いしました。

R5.1.4 鹿島区新春交歓会開催！

R4.11.13～14
商業・サービス業部会幹事視察研修会開催！

１１月１３日(日)～１４日(月)に、商業・サービス
業部会で、千葉県成田市の視察研修を行いました。
今回は千葉県の成田商工会議所を訪問し、会頭の
諸岡氏から直接、成田市と商工会議所との繋がり
や、成田山新勝寺における街づくり、成田市にお
ける空港都市になる前の歴史、成田空港建設後の
街の発展、そして今後の成田市の計画などについ
て、なかなか聞くことができない貴重なお話をお
伺いしました。
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R4.12.24 青年部
サンタクロース事業実施！

12月２4日(土)に、『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。今回は
１４家族２９人のお子様にサンタクロースの格好
をした青年部員が訪問し、サプライズを演出して
いました。青年部の皆様、お疲れ様でした！

令和4年１２月８日(木)に、建設業部会で福島第１原
子力発電所など東日本大震災による原発事故の被害
を受けた場所などの視察研修を行いました。
参加された皆様は、福島第１原発における廃炉作業
の現状や、今後、海洋放出が予定されているアルプ
ス処理水とその安全確保に関する取り組みについて
説明を受け、理解を深めていました。

R4.12.8 建設業部会視察研修会開催！

11月4日(金)に女性部で花の植替え作業を行
いました。今回も心が込められた丁寧な植え
替えのおかげで、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。

１１月８日(火)に、製造業部会で、製造業部
会に所属する各事業所を相互に訪問しあうこ
とで、今後の自社の事業に役立ててもらうこ
とを目的とする事業を実施しました。今回は
（株）菅野漬物食品様にお伺いして、製造工
程などの見学をはじめ会社についてや企業理
念などの説明を受けました。

R4.11.8 製造業部会事業所相互訪問事業実施！

R4.11.4 女性部 花の植替え作業実施！
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R4.12.27 女性部
新春用フラワーアレンジメント教室開催！

＊南相馬市消費喚起応援事業＊
R4.10.12～13説明会・12.6抽選会開催

説明会
抽選会

R４.9.29
自筆証書遺言書
保管制度セミナー

R４.10.5
BCP(事業継続計画)
セミナー

R４.11.15
インボイス対応セミナー

R４.11.22
事業計画策定セミナー

R4.12.28 女性部
エコキャップ回収事業実施！

R5.1.19
タニタ健康セミナー

１２月２７日(火)に女性部で新春用フラ
ワーアレンジメント教室を行いました。
今回は会員の『とことわ』さんに講師
となっていただき、思い思いのアレン
ジメントでお正月飾りを作りました。

１２月２８日(水)に女性部でエコキャップ回収
事業を行いました。会員問わずご協力いただい
たエコキャップを、回収事業者さんに回収して
いただきました。ご協力いただきました女性部
員の皆様に深く感謝申し上げます。

経営に役立つ様々なセミナーを開催しました。

今回の応募総数は

昨年度を上回る

５７０，８１４通！

抽選会は実行委員の他、

市民代表として各区の

行政区長にも抽選を

行っていただきました。
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既に会員の皆様からも、事業でお悩みの方に是非商工会をご紹介ください！

お問合せは商工会まで
商工会員・青年部員・女性部員募集中‼

各種共済等取扱っています。お気軽にご相談ください♪

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。

各種施策(補助金等)のご案内

昨今の気候の変動、災害が相次ぎ、鹿島区では幾度となく
断水や節水が行われています。
そのような中、商工会では会員事業者様の中で、上記の緊急事態の際などに井戸
水など緊急時でも水源の使用が可能な方についてご協力いただける方を把握させ
ていただき、災害時等に会員様同士で協力し合い、相互の生活を支えることがで
きる体制を構築したいと考えております。
つきましては、災害時等でも水源が使用できる会員様がいらっしゃいましたら、
商工会あてお知らせくださいますようご協力をお願いいたします。

ご協力お願いします！

小規模企業共済
事業主の退職金制度

中小企業退職金共済
特定退職金共済
従業員様の退職時の
資金確保に備えて

商工貯蓄共済
１つの共済で
３つ（貯蓄・
保障・融資）の

安心♪

全国商工会会員福祉共済 倒産防止共済

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

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
5.受付締切（第12回） 決定次第お知らせします。

.補助率 2/3１

不慮の事故や病気など
に備えて(仕事中、日

常生活問わず)

取引先の倒産など
不測の事態に必要と
なる事業資金を借入
できる共済制度


