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山形旬菓詩武田では、天童商工会議所「コマノミクス事業」と連携し、将棋をモチーフとした新商品の販売を開始しました。
将棋の駒の形 のチョコは元々ケーキのデコレーション用として作っていました。コマノミクス事 業コーディネーターの
尚絅学院大学松田道雄教授の指導により商品化しました。将棋のまちの新たなお土産品になること間違いなしのスイーツです。
わが社の
こ

ま

将 棋 のあるマチ ⑬
山形旬菓詩武田

青年部・女性会 今年の活動が決定
モンテディオ市民応援デー
ろくろく

シ ョ コ ラ

「６６将棋 将来楽」
。精巧な将棋駒の作りで食べ
ておいしいコーヒーチョコ。箱は６６将棋盤として
利用でき、６６将棋の配置も楽しめます。

小規模事業者持続化補助金

The Tendo Chamber of Commerce & Industry

WEBセミナー
消費税率引き上げ対策
先進医療セミナー

人材移動お手伝い
電話応対セミナー

コマノミクス

事業展開中

天童商工会議所

商工てんどう

「商工てんどう」はホームページでも
ご覧いただけます。ご活用下さい。
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女性会総会

４月26日
青年部
通常総会を開催

５月13日

〜凜と信をもって華やかに〜

2019年度 天童商工会議所青年部 スローガン

2019年度主な事業

〜笑顔あふれる明日のために〜

▲スリースマイル運動
講習会

さん まる いち まる

▲会長に再任された石山良子会長

2019年度主な事業

青年部は︑ホテル王将にて通常総会を開催しました︒総会
では︑滝口球一会長から今年度のスローガン︻
﹁一心﹂〜笑
顔あふれる明日のために〜︼が発表されました︒基本方針と
重点事業が決議され︑天童商工会議所青年部は今年度も地域
産業の発展に邁進します︒
懇親会では
新入会員へ入
会証とバッジ
の交付式が行
われました︒

一心

女性会は天童ホテルにて講習会および通常総
会を行いました︒
最初に︑天童市健康福祉部健康課の川合保健師
を招いて︑
﹁天 童 市 ス リ ー ス マ イ ル 運 動 誰 で も で
きる乳がん自己検診﹂の講習会を行いました︒女
性に多い乳がんの早期発見法を学ぶ機会になり
ました︒
総会では︑２０１９年度の
事業が決定し︑３０１０運動
への取り組みと︑紅花や将棋
を活用した地域活性化を目
指すことが決まりました︒
役員改選
も 行 わ れ︑
全役員が再
任され石山
会長の２期
目がスター
トしました︒

１．連合会事業への参加
①県連（長井）
、東北（秋田）、全国（鹿児島）
大会への参加 他
２．社会福祉事業
①福祉施設へタオル等の寄贈
②古切手、ハギレの回収 他
３．会員研修事業
①講習会
②視察研修会（酒田傘福、NHK山形）
、他
４．環境問題への取組
①作文・絵画コンクール
②3010運動の推進 他
５．地域活性化事業
①紅花事業
②コマノミクス事業への参画 他

１．総 会
①通常総会、臨時総会
２．例 会
①天童YEG30周年への扉例会 ②鶴岡YEG合同例会
③天童夏まつり飲食ブース出店例会
④天職童場2019例会 ⑤第25回鍋合戦
⑥会員家族交流例会 ⑦会員拡大例会
⑧移動例会 ⑨卒業式例会
３．役員会
①原則毎月第２水曜日
４．山形県連YEG・東北ブロックYEG・日本YEG事業
①山形県連YEG
（定時総会、臨時総会、会員大会、役員会 等）
②東北ブロックYEG
（通常総会、臨時総会、ブロック大会 等）
③日本YEG
（全国会長会議、会員総会、全国会長研修会、全国大会 等）
５．その他
①スノーパークフェスタ、初市等イベントへの協力
②新入会員セミナー、会員拡大活動

「コマノミクス」宮城県へ行く
４月19日、66将棋考案の松田道雄教授が所属
する尚絅学院大学が、イオンモール名取にキャ
ンパス（地域連携交流プラザ）を開設しました。
同大学の協力で４月29日（月・祝日）同キャンパ
ス内に、66将棋道場や天童物産コーナーを設置
しました。 天童市観光物産協会と共同で実施
し、同協会のゆるキャラ天童こま八くんも特別
出演。66将棋の普及と将棋駒のまち天童の魅力
をアピールしました。

▲将棋のマチを PR

▲天童こま八くんは子どもたちに大人気
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やかたぬきなどのこどもランドやスタンプを５個集めて抽選ができ

る大福引大会などが人気を集めていました。グモ天のおもてなしと

して、新名物のグモ天そばや山形県のソウルフード玉こんにゃくの

小学校より 名が参加しています︒
毎月第２土曜日の午前中に活
動を行い︑今年度は 回の活動を
予定しています︒

たちばなや薬局前駐車場にて、グモ天祭が開催されました。射的

27

▲開講式であいさつする少年少女発明クラブ柏倉副会長

11

指し地域︑企業︑学校など連携し
て取り組み︑目標に近い９︐
７０９
人が入場しました︒
ご 支 援︑
ご協力頂き
ました会員
企業の皆
様︑ありが
とうござい
ました︒
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５月 日
︵土︶
︑天童勤労青少年
ホームにて２０１９年度少年少女
発明クラブの開講式と親子創作教
室を開催しました︒開講式には来
賓として天童市教育委員会
の相澤教育長と天童市生涯
学習課の熊澤課長が出席し
ました︒
開講式終了後︑２つの会
場に分かれて親子創作教室
を 行 い〝オ ル ゴ ー ル ご ま 〟
を作りました︒
市内 の小学校３〜６年
生を対象に募集し︑７つの
５月 日
︵日︶
︑ホームにジェフ
千葉を迎えての大事な一戦︒この
日は天童市民応援デーとして開催
され︑多くのサポーターがスタジ
アムをブルーに染めて声援を送り
ました︒勝利した瞬間︑スタジア
ムはモンテディオサポーターの歓
声で包まれ︑約１カ月ぶりのＪ ２
首位を喜びました︒
当日︑スタジアムでは天童商工
会議所青年部や
ボーイスカウト
天童一団による
鍋のふるまいが
行われ︑てんて
んカード会では
応援募金の贈呈
を行いました︒
ホームタウン
ＴＥＮＤＯ推進
協議会は︑昨年
に 引 き 続 き〝 観
客１ 万 人 〟を 目
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▲グモ天そば

▲つつじまつり 会場のグリーンモール天童

ふるまいがあり、多くの来場者で賑わいました。

5月12日（日）グモ天祭開催
グ リーン モ ール 天 童商店街

▲親子創作教室のようす
▲モンテディオ山形の相田社長（前列左）に応援募金を贈呈
▲当所青年部とボーイスカウトの鍋ふるまい

活動スタート
ブルーのスタジアムが勝利の歓喜に！
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工業部会主管 天童少年少女発明クラブ

モンテディオ山形天童市民応援デー

A c t io n
販路開拓をお考えの小規模事業者の皆様へ

中小企業庁 平成30年度第２次補正予算事業

小規模事業者持続化補助金
▶経営計画に基づいて実施する販路開拓等の
取り組みに対し 50万円 を上限に補助金
（補助率：２／３）が出ます
対象となる取り組みの例
①広告宣伝
・新たな顧客層の取込を狙い、チラシを作成・配布
・店舗の認知度向上を目的とした看板の設置

②集客力を高めるための店舗改装
・幅広い年齢層の集客を図るための店舗のユニバーサル
デザイン化

③商談会・展示会への出展

④新たな商品・サービス提供のための
製造機器の導入・試作開発の実施
・3Dプリンターを導入し、新商品の開発
・原材料を購入して新製品・商品の試作開発

⑤ITを活用した広報や業務効率化
・ホームページの開設やネット販売システムの構築、管理
システムの導入

・新たな販路を求め、国内外の展示会への出展

《問い合わせ》天童商工会議所 TEL 654−3511 天童商工会議所への応募〆切は６月10日（月）
URL：https://h30.jizokukahojokin.info/

プレミアム付商品券事業加盟店募集
消費税率の引上げに対する影響緩和策として、本市に住民登録のある住民税非課税者・子育て世帯主向けにプレミアム
付商品券を販売する予定です。つきましては、下記のとおりプレミアム付商品券を利用できる事業所を募集します。
【対

象】市内にある事業所（小売業に限定せず、飲食業や理容業、医療機関、介護事業所など、店舗規模を問わ
ず広く募集します）
【申し込み方法】ホームページや天童市商工観光課、天童商工会議所において配布する募集要項を確認の上、６月25日（火）
まで必要書類を提出してください。申込み事業所を対象に、後日説明会を開催します。
【申 し 込 み 先】天童市商工観光課、天童商工会議所
問い合わせ／天童市商工観光課（TEL 654−1111 内線224）
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Li ne UP
珠算検定１級満点合格

青年部 ONSEN・ガストロノミーウォーキングin山寺・天童温泉へスタッフ協力

日本商工会議所主催 第215回珠算能力検定試験において、
小山田一美さん（天童市高擶小学校６年・平籐そろばん・あん
ざん教室所属）が最高位の１級に満点で合格しました。本検
定における1級受験合格者は受験者9,108人のうち2,430人、
さらに満点合格者は22名という難関です。
５月10日、授与式を開催し、阿部英弥専務理事が、表彰
状と名前が刻まれた記念盾を授与しました。

春の交通安全運動人波広報大作戦

交通運輸部会は、春の交通安全運動出発式と人波運動大作
戦に参加しました。出発式では決意表明、高齢者交通事故防
止宣言が行われ、交通事故ゼロに向けて安全な運転を心がけ
るように参加者へ注意喚起がありました。
人波運動大作戦では、参加者一人ずつが国道13号歩道上
でのぼり旗やプラカードを掲げ、ドライバーに対し安全運転
を心がけるようアピールしました。

５月11日（土）青年部は「ONSEN・ガストロノミーウォーキ
ング in 山寺・天童温泉」事業へスタッフとして協力を行いま
した。
ガストロノミーポイント地点のひとつである水戸部酒造で、
参加者への梅酒と紅花茶の振る舞いコーナーを担当しました。
参加者は山寺を出発し、自分のペースで「めぐる」
「たべる」
「つかる」を楽しみながらゴールを目指しました。県内外か
ら205人が参加し、食や風景を満喫していました。

建設業部会 第16回ボランティア事業報告会開催

５月13日（月）建設業部会は「第16回ボランティア事業報
告会」を開催しました。４月５日に実施した倉津川清掃につ
いて、１班から６班の班長・副班長らが出席し、前回より改
善できた点や次回への検討課題等の意見交換を行いました。
第17回に向けて、有意義な報告会になりました。

自動車総合共済MAP

MAPの特徴

充実した保証内容をお得な掛金で

①非営利の共済制度
②節約型のお得な掛金
③親切な見舞金制度
④充実した特約
⑤早くて親切な事故処理

ご紹介キャンペーン実施中！
自動車事故に備えて

「火災共済」
の

自動車事故
総合保障プラン
5

お申し込み・お問い合わせは…

天童商工会議所 TEL654−3511
または…

山形県火災共済協同組合
〒990-8580 山形市城南町一丁目１−1
（霞城セントラル13階）TEL023-647-2380

Conf
er
４月

会 議
短 信

26日（金）天童市青色申告会 正副会長会議（天童商工会議所）
27日（土）イモ天 花いっぱい運動 開会式（イオンモール天童）
29日（月）第64回山形県縦断駅伝競走大会天童東村山チーム報告会（滝の湯）
30日（火）第56回将棋連盟天童支部総会・懇親会（栄屋ホテル）

５月
７日（火）天童市青色申告会役員会（天童商工会議所）
８日（水）暴力団排除アピール集会（市民文化会館）
９日（木）第１回山形県内少年少女発明クラブ（市スポーツセンター）
社交業組合 天童支部総会（天童ホテル）
グリーンモール商店街 通常総会（晃月）
10日（金）文化スポーツ振興事業団 第１回理事会（市立図書館）
青年部山形県連第１回役員会・定時総会（新庄市）
11日（土）天童少年少女発明クラブ開講式・親子教室・運営委員会（つどーむ天童）
13日（月）社会保険委員会天童支部正副支部長会議（天童商工会議所）
第１回県連事務局長会議（鶴岡市）
14日（火）やまがた広域観光協議会総会（山形市）
山形県将棋駒協同組合役員会（天童商工会議所）
山形県宅地建物取引業協会天童 通常総会（アンジェリーナ）
15日（水）山形県青色申告会連合会役職員研修会及び通常代議員総会（上山市）
青年部第２回役員会（天童商工会議所）
16日（木）天童ラ・フランスマラソン2019第１回実行委員会（市民文化会館）
18日（土）青年部東北ブロック通常総会・春の会長会議（秋田市）
19日（日）天童ビジネスホテル協会定時総会（ホテルビューくろだ）
20日（月）紅花若菜摘み（紅花畑）
天童温泉商店会総会（いろは寿司）
第39回くのもと商店会 通常総会（鮮魚三浦）
王将工業団地 総会（滝の湯）
21日（火）第２回正副会頭会議（天童商工会議所）
第１回監査会（天童商工会議所）
22日（水）第２回金融審査会（天童商工会議所）
山形地区社会保険委員会天童支部役員会（天童商工会議所）
商業部会 正副部会長会議（天童商工会議所）
賑わい創出プロジェクト委員会（王将果樹園）
23日（木）労働保険事務組合連合会通常総会（山形市）
24日（金）ごみゼロやまがた推進県民会議総会（山形市）
山形県将棋駒協同組合通常総会（天童ホテル）

うるおいのあるくらしに ―

e n ce

4／26 〜 5／25

5/17 佐藤浩之村山総合支庁産業経済部長と
原清文山形公共職業安定所長が来所。
新規高卒者求人の早期提出の依頼状を受け取
る加藤会頭。

ビーフリーは、健康増進のための
運動を安全かつ適切に実施できる
「健康増進施設」 施設です。従業員の生活習慣病
予防、福利厚生にご活用ください。

厚生労働大臣認定

・全酒類業務用小売販売・業務用食材卸小売販売
・プロパンガス及び灯油販売・太陽光発電事業
・店舗及びオフィス賃貸ビジネスサービス
〒994 - 0011 天童市北久野本2-7- 46
TEL 023 - 654 -3083 / FAX 023 - 653 -2395

株式会社

ス ポーツクラブ 天 童

フィットネスクラブ ビーフリー

天童市本町１−１−２
℡023−654−8866

野川商事グループ
本社／天童市万代１番２号
☎（023）653−4151

株式
会社

株式
会社

株式会社
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2019年度 主なスケジュール
行事予定

歳の市

３月

社会奉仕活動 駅周辺清掃事業
５（土）〜 ６（日） 天童将棋駒まつり in KITTE

12 29（日）

17（日）
17（日）

２月
2020

月

10 １（火）

第68回臨時議員総会
天童ラ・フランスマラソン2019
平成鍋合戦（仮称）
日商簿記検定

１月

９月

５（木）〜 ６（金） 女性会全国大会（鹿児島市）
15（日）
東北珠算競技大会
25（水）
七部会合同部会総会
27（金）〜 29（日）青年部ブロック大会（新庄市）
28（土）
会員親睦ゴルフコンペ
29（日）
職場対抗ソフトボール大会

１（金）

月

８月
2019

３（土）〜 ４（日） 全国中学生選抜将棋選手権大会（天童）
８（木）〜 ９（金） 天童夏まつり

11 ３（日）
月

７月

６（土）〜 14（日）天童紅花まつり
９（火）〜 10（水）東北六県連総会（鶴岡市）
11（木）
女性会東北大会（秋田市）
11（木）〜 15（月）友好都市 瓦房店市訪問

８（火）〜 11（金） 事業所向け健康診断
環境･エネルギー問題コンクール表彰式
27（日）
珠算検定

10 19（土）
2019

県連総会（長井）
６６将棋大会 観光果樹園コラボ
日商簿記検定
珠算検定
第67回通常議員総会

月

６月

４（火）
６（木）
９（日）
23（日）
27（木）

行事予定

つめ

６（月）
新春賀詞交歓会
14（火）
寒中挽き抜きそば奉納奉告祭・賞味会
15（水）
天童初市
21（火）〜27（月） 姉妹都市 マールボロウ訪問
９（日）
珠算検定
13（木）〜15（土） 全国観光振興大会2019（金沢市）
20（木）〜 21（金） 青年部全国大会（沼津市）
23（日）
日商簿記検定
26（木）

第69回通常議員総会
※予定は変更になる場合がございます

アクサ生命保険株式会社
山形支社 天童営業所
〒994−0034 天童市本町一丁目4−35−2F
TEL 023−654−6068

みなさまの暮らしの快適・安心をサポートします

ダスキンフランチャイズチェーン加盟店
山形営業所

〒994−0057 天童市石鳥居３番地４ TEL 023−658−4848
7

Infor m
６月スケジュール
日 曜日
４

火

内

容

問合せ TEL
TE 654−3511

（中小企業相談所）

工業部会視察研修（〜５日）
健康経営セミナー
山形県商工会議所連合会総会

労働、社会保険相談

税務相談

天童市青色申告会通常総会

労災・雇用保険・健康保険・
年金に関する相談

所得税・法人税・
消費税等に関する相談

318 号

2019 年６月１日発行

第

５

水

６

木

９

日

第152回簿記検定

11

火

社会保険相談
金融部会視察研修会（〜12日）

13

木

金融相談
正副会頭会議
第１回常議員会

さくらんぼ・６６将棋大会
「将棋で働き方改革」セミナー

※申込受付中

日

６月11日（火）

時 令和元年

日

６月17日（月）

時 令和元年

午後1時30 分〜4時

午後1時30 分〜4時
場

所

相談員

天童商工会議所
2階相談室
相馬

勝博
社会保険労務士

発 行
天童商工会議所
〒994 - 0 013 天童市老野森一丁目３- 28
電話 023（65 4）3511 FAX 023（65 4）74 81

14

金

先進医療セミナー

17

月

税務相談

21

金

山形地区社会保険委員会天童支部総会
労務研究会移動例会（〜23日）

24

月

天童市雇用対策協議会通常総会

27

木

第67回通常議員総会

場

所

相談員

天童商工会議所
2階相談室
堀越
浩 税理士

※30分単位の予約制となりますので、
相談希望の方は事前連絡をお願いします。

※折込チラシをご覧ください

天童市国際交流協会主催語学講座のご案内
１．中国語講座
初級と中級レベルに合わせた中国語を学びませんか。
日時：令和元年６月８日〜令和２年３月21日 毎週土曜日
初級 午後６時30分〜７時30分／中級 午後７時30分〜８時30分
月謝：初級、中級各1,000円 教材費：別途必要

２．スペイン語実践初級コース
旅行につかえる基本的なスペイン語を一緒に学びませんか。
日時：令和元年６月６日〜９月26日 計８回
午後７時30分〜８時30分 毎月２回、木曜日
月謝：2,000円 教材費：2,482円

《共

無料相談室

at io n

金融相談
運転資金・設備資金の融資に関する相談

６月13日（木）午後１時30分〜4時
天童商工会議所 ２階相談室
日本政策金融公庫担当者

日

時 令和元年

場

所

相談員

※相談・お申し込みを希望の方は、事前連絡をお願いします。

『儲かる繁盛飲食店のノウハウ』
飲食店営業者向け経営課題解決セミナー
集客、売上に困っている方、効果的な宣伝方法を知りたい方
におすすめの内容です。
日
時：令和元年７月４日（木） 午後２時〜４時
場
所：山形グランドホテル２階「アルプス」
講
師：河野祐治（かわのゆうじ）氏
参 加 料：無料
主催問合せ：日本政策金融公庫山形支店 TEL 642−1331

通》

年間入会金：3,500円（国際交流協会年会費、年間会場費）
場
所：つどーむ天童（天童市勤労青少年ホーム）
講
師：それぞれ天童市国際交流協会員
問 合 せ：天童市国際交流協会 TEL 654−3511

郡役所資料館通称が決定

印 刷
有限会社
キンダイコミュニケーションズ

観光部会は、観光客等に分かりやすく知ってもらうために「旧東村山
郡役所資料館」の通称命名を天童市へ要望しました。公募の結果下記の
名称に決定しました。
問合せ：天童市文化スポーツ課
てん どう お だ
さと れき し かん
TEL 654−1111 内線262
「天童織田の里歴史館」

中心市街地商店街等
にぎわい創造支援事業費補助金
中心市街地等のにぎわいを創出する事業を支援するため、空
き店舗の活用や商店街によるイベント開催などへ補助をして
います。
業種や店舗面積などの条件があるほか、補助決定後の事業着
手となりますので、早めにご相談ください。
※空き店舗の活用は、中心市街地以外の物件も対象となりま
す。また、詳細は、市ホームページでも公開しています。
問合せ：天童市商工観光課 TEL 654−1111 内線225
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