金田地区

（よさこい、踊り、スコップ三味線）

●ステージイベント

クフルト、わたあめ、生ビール、

㈱花山サンゼット
（湖畔のみせ旬彩）

24

●カラオケ大会
● 出 店（ かき氷、焼き鳥、フラン

※ 雨天の場合・花山石楠花センター市民ホール

８月 日（日）
午後７時～午後９時
道の駅 路田里はなやま
自然薯の館駐車場

：

金田盆踊り・花火大会

■日時 ８月 日
（月） 午後４時～
ジュース、土里夢シャーベット）
■ 場 所 盆 踊 り 大 会（ 一 迫 農 村 環 境 改
●デコトラ展示
善センター駐車場）
●打上げ花火
花火大会
（旧金田幼稚園東側） ■主催 姫松地区コミュニティ推進協議会
※雨天の場合・盆踊り大会…一迫農村 ■後援 栗原市教育委員会
環境改善センター内ホール
■問合せ 姫松地区コミュニティ推進協議会
■催物 ●縁日コーナー 午後４時～
事務局 佐藤☎
２１３１
●流しそうめん 午後４時～
●スコップ三味線、カラオケ
花山地区
午後５時～
●盆踊り大会 午後７時～
２０１６年はなやま夏まつり
午後８時～
●抽 選 会
●花火大会
午後８時 分 ■日時
■主催 一迫地区金田コミュニティ推進協議会
■場所
■問合せ
一迫農村環境改善センター
２１１１
☎

きた栗原市。
今が好機と捉え、積極的に事業展
開をして参ります。
●地域活性化についてはどうお考え
ですか
家賃が安く、間取りに余裕がある
栗原の住環境。治安が良く、地域コ
ミュニティがしっかりとしている生
活環境。新幹線の駅や道路網など充
実した交通。そして何より安心で豊
かな食材。これらを行政だけではな
く、民間サイドでＰＲし、移住・定住
に結び付ければ、おのずから活性化
はなし得るのでは？と感じています。
栗原市の可能性はスゴイと思いま
す ！（ た だ 、 こ れ も 数 年 の う ち で す 。
取り組むなら今のうちです）
●商工会への要望
いつも細やかなご配慮いただき、
とても心強く感じています。移住・
定住して起業を考えている方向けの
プログラムはあるのでしょうか？
そうしたプログラムがあれば栗原市
への移住を真剣
に考える方は増
えると思います。

※お買物券で割増利用券は購入できません。

長崎地区

お買求めは「ふれあいタクシー情報センター窓口（一迫ふれあいホール内）」

長崎夏祭り盆踊り花火大会

先着30名

■日時

早い者勝ち !

【８月１日より更にお得なサービス】

灯ろう流し施主募集中

※お買物券有効期限 H28.9.30

●事業所 店長 阿部 幸子
５
栗原市花山字本沢合道
―８３０１
電話
●事業内容
・特産品販売施設
・飲食店（カフェテリア）の経営
・大学生インターンと連携した六次
化・特産品開発
・観光情報の発信
・移住・定住に資する企画の立案・推進
●事業所のＰＲ
本年 月 日に栗原市の指定管理
を受け開店いたしました。
栗原の観光情報だけではなく、隣
接する秋田県湯沢市の情報も発信す
ることで、相互の往来や交流が盛ん
になることを目指しております。
また、大学生インターンを招聘し、
栗原市の地域資源に着目した六次化
や特産品開発に共同して取り組んで
います。
●これからの目標は
外部から移住して起業した私たち
にとって、栗原市は地域資源の宝の
山に感じています。何よりも一人ひ
とりの皆様が素晴らしい！栗原の皆
様と連携することでより多くの仕事
に取り組めるように感じています。
いち早く移住・定住に取り組んで

一迫ふれあいタクシー割増利用券
（１枚 100 円 11 枚綴）1,000 円で販売中。

体育館

.30

※雨天の場合・旧長崎小学校

（1 セットはお買物券 500 円 ×12 枚）

８月 日
（土）
午後７時～午後９時
旧長崎小学校 駐車場

H28.9.30

■場所

.30

■催物 ●盆踊り
●こどもくじ引き・お楽しみ
抽選会・ジャンケン大会
●ビール早飲み大会・ソフト
クリーム早食い大会
■主催 はなやま夏まつり実行委員会
■問合せ 花山農山村交流センター
（ふるさと交流館）
☎
５１１１
（ ＦＡＸ兼用）

H28.9

22

一迫ふれあいタクシーご利用は割増利用券がお得 !

52
－

カード会加盟店でご利用できるお買物券
１セット 5,000 円で 6,000 円分

4

ふれあいタクシー利用者サービス

14

８月１日より販売開始（無くなり次第終了）

43
－

２割増 お買物券販売

第 回一迫
夏まつり灯ろう流し

■催物 ●盆踊り
（ 東北音頭・花笠音頭）
午後７時～
●花火大会 午後８時～
●抽 選 会 午後８時 分～
午前８時半過ぎに広最寺か
ら会場の旧長崎小学校まで、
大阪岸和田のだんじりが練り
歩きます。皆様からのご声援
をお願い致します。
■主催 一迫地区長崎コミュニティ推進協議会
■主管 長崎青年会
■問合せ 長崎公民館☎
４１３０

姫松地区

姫松夏まつり花火大会
■日時

TEL.52-3300
(一迫花山商工会内)

一迫どきどきカード会

先祖の供養・家内安全・健康を
願い、約３００ケを長崎川に浮か
べます。施主を募集しております
ので、申し込みお願いします。
◆申込先 一迫花山商工会
◆ 申 込 期 限 ８ 月 日 ま で（ 無 く
なり次第受付終了とさせていた
だきます）
◆料 金 １ケ １，
０００円
（灯ろう・供養代含む）

真坂地区

一迫地区夏祭り盆踊り大会
■日時
■場所

※雨天の場合・一迫小学校体育館

ぎゅぎゅっと お得な８月

発行責任者

８月 日
（月） 午後７時～
パレード
（真坂商店街）
盆踊り
（一迫小学校駐車場）
花火大会
（一迫野球場）

※雨天の場合・姫松地区軽運動場

８月 日
（木）
午後５時～午後８時
一迫農村婦人の家 駐車場
●流しそうめん
●ヨーヨー釣り
●三角くじ
● 早食い早飲み競争（スイカ、ラムネ）

※お買物券有効期限 H28.9.30

30

30

46
－

１度に割増利用券 3,000円以上お買上
げの方にカード会加盟店でご利用でき
るお買物券
（500円）
１枚進呈致します。

販売店

限定200セット

真坂：一迫花山商工会 （土･日･祝休み）
㈲クスリのヤシマ堂
川口：㈲川口グリーンセンター
花山：ストアーもいずみ （日曜休み）

（お一人様２セット限り）

15

54
－

芳
昭
藤
斎

■催物 ●パレード 午後７時～
■場所
（秋葉神社前出発）
●盆踊り 午後７時 分～
■催物
●花火大会 午後８時 分～
■主催 一迫地区一迫コミュニティ推進協議会
■問合せ 一迫公民館☎
３１４１

H28.9

ち!
早い者勝

52
－

発行所

14

13

11

22

毎年８月 日に行われている灯ろう
流しも、今回で 回目を迎えることが
出来ました。本年もご先祖様に感謝し、
先祖供養、家内安全、健康等の願い灯
ろうを流します。夏の夕べのひと時、
灯ろうに込めた人々への想いにより、
華やかに照らし出された長崎川で、大
切な人と感動的な時間を過ごしてみま
せんか。
■日時 ８月 日
（月） ※雨天決行
供養祭 午後７時 分
流 灯 午後７時 分
■場所 長崎川特設会場
（祇園橋～田川橋間）
40 00

栗原市一迫真坂字高橋10番地
電話 本所(0228)52-3300
支所(0228)56-2068

40

40

22

一迫花山商工会

52
－

15

15

第64号
15

平成28年７月31日発行（一迫花山全世帯）
第64号(1)

第64号(2)

平成28年７月31日発行

れます。此処は、栗駒山湯浜 山頂です。ついに山頂に着き
コースのお花畑です。木道の ました。３６０度の素晴しい
上で暫く休んでいると小鳥の 眺めです。船形山、蔵王連峰、
一迫ふれあいタクシー
声も聞こえて来ました。ウグ 遠く太平洋までも見えます。
オペレーター職員急募！
イスの間近で鳴く声にしばし 疲れもいっきに吹き飛び達成
の間聴き入りました。さあ、 感に満たされました。四時間
商工会では、一迫ふれあい
もうひと踏ん張り、歩きまし かけて来たかいがありました。 タクシーのオペレーター職員
ょう。少し歩くと岩室が見え ３６０度の展望を暫く楽しん
を募集しております。
お むろ
でから下山。元来た道を、足
て来ました。御室です。此処
▽募集人員 １人
元に注意しながら帰ります。
山の緑は、いっそう濃くな には、駒形根神社が祀られて
▽雇用期間 ９月から３月ま
また、お花畑で暫くあたり
り夏真っ盛りと成りました。 い ま す 。 遠 い 昔 か ら 五 穀 豊
で（更新の可能性有）
を眺めて、ブナの森に入りブ
ブナの林を吹き抜ける風は、 穣、家内安全、身体堅固の神
▽応募先・問合せ先
ナの林を堪能して、湯浜温泉
涼しく優しく訪れる人々を、 様として崇められ、毎年のよ
一迫花山商工会☎ ―３３００
に着きました。到着後は、す
うにこの地をおとずれて、駒
癒してくれます。
商工会等職員採用
ぐ温泉に入ります。今日一日
もっと登って行くと、其処 姿の拓本を取り家に持ち帰り
資格試験のお知らせ
の登山を振り返りながら、体
には夏とは思えない位の涼し 神棚にお供えして、豊作や健
の疲れを癒します。湯上りの
さがありました。ブナの森は 康をお願いしたものです。最
平成 ・ 年度の商工会等
ビールの美味しかったこと…。 職員採用資格試験が実施され
終り大草原があらわれました。 近では、遠い伝説に成ったよ
夏の晴れた日にどうぞ皆
その草原には高山でしか見ら うですが。御室を過ぎて暫く
ます。
さんも栗駒
れない、イワ鏡や、水芭蕉、 行くと岩手県須川からのコー
宮城県経済の活力を作る中
山湯浜コー
ミツガシワやイワウチワなど スと合流します。須川分岐で
小企業・小規模事業者への経
スを登山し
春から夏の花々が一斉に咲い す。少し急な登り坂を登れば
営支援と地域振興に意欲のあ
ています。ふと、振り返り見 天狗岩という奇岩が在ります。 て見ません
る方のご応募をお待ちしてお
か、きっと
れば、遠くの山々まで見える 此処は風が強く飛ばされそう
ります！
新しい何か
ではありませんか、素晴しい になります。此のあたりまで
▽受験の種類・応募資格
が始まりま
展望です。深い沢には雪渓も 来ると、夏だというのに寒く
①経営指導員研修生
すよ！
あり夏の暑さを忘れさせてく 感じます。あと少しで栗駒山
大卒以上（見込み含む）か
つ平成 年４月１日現在で
歳未満の者
②事務職員
高卒以上かつ平成 年４
月１日現在で 歳未満の者
で簿記３級以上を有するも
の（ た だ し 、 現 時 点 で 有 し
ていない場合であっても採
用後１年以内の取得が見込
める場合は可とする。）
▽応募先・問合せ先
宮城県商工会連合会

軽減税率対策補助金の受付は継続いたします
軽減税率対策補助金とは

消費税軽減税率制度（複数税率）への対応が必要となる中小企業・小規模事業者等の
方々が、複数税率対応レジの導入や、受発注システムの改修などを行うにあたって、
その経費の一部を補助する制度です

Ａ型

複数税率対応レジの導入等支援

複数税率に対応できるレジを新しく導入したり、対応できるように既存のレジを改修
したりするときに使える補助金です。
※レジには、ＰＯＳ機能を有していないレジ、モバイルＰＯＳレジシステム、ＰＯＳ
レジシステムなどを含みます。

申請はいつでも受付、できるだけわかりやすく。申請サポートもあります

・基本的には、申請書（数枚）と、証拠書類（内訳の分かる支払いの証拠書類（領収
書や請求書）、製品の証明書など）で申請できます。申請は随時受付を行います。
・Ａ型は事後申請になります。
・申請書の作成サポートも充実しています。販売店等による代理申請等が利用可能。
・平成 28 年 3 月 29 日から平成 29 年 3 月 31 日までに導入または改修等が完了したも
のが支援対象となり、平成 29 年 5 月 31 日までに申請（軽減税率制度の導入の延期
による受付期限変更の場合は、下記事務局ＨＰでご案内されます）

補助額は、レジ１台あたり２０万円が上限です

・基本的には、補助率は２/３ですが、３万円未満の機器、タブレット等の汎用端末に
ついては補助率が異なります。
・レジ本体のほかに､レジ機能に直結する付属機器等も合わせて補助対象となります。
・複数台数申請等については、１事業者あたり２００万円を上限とします。

メーカーや販売店等による代理申請等が利用可能です

・補助金の対象製品がございますので、事前に導入機器等が補助金の対象であるかを
販売店等に確認願います。
・代理申請協力店､補助金対象機器等については､下記事務局ＨＰでも確認できます。

※本補助金に関するチラシ、公募要領、申請の手引き等は下記事務局ＨＰにございます。
また、受発注システムの改修等支援（Ｂ型）もございます。下記事務局ＨＰをご確認
願います。

本補助金の詳細については補助金事務局ホームページをご確認ください。随時更新されます。

h t t p : / / k z tt-- h o j o . j p /

また、お電話でも問合せを受け付けております。
軽減税率対策補助金事務局コールセンター（受付時間：9 時～17 時（土・日・祝除く））
0570(081)222（IP 電話等からの番号 03(6627)1317 ）

☎０２２―２２５ ８-７５１
http://www.miyagi-fsci.or.jp

クレーム対応実践トレーニング

～適切なクレーム対応術を学ぶ～

栗原市内４商工会では、ク
レームに関する基礎知識や適
切なクレーム対応について実
践的なトレーニングを通じて

25

52

29

25

マル経融資制度
をご利用下さい！

●マル経融資制度
（小規模事業者経営改善資金融資制度）
融資対象

常時使用する従業員が商業・サービス業：５人
以下、製造業・その他：２０人以下の事業者

融 資 額 ２,０００万円以内 ( ※１)
運転資金
７年以内 ( 据置１年以内 )
返済期間 設備資金 １０年以内 ( 据置２年以内 )

マル経融資３つの特長

マル経融資などの金融や経営に関するご相談はお気軽に

一迫花山商工会 まで！☎５２－３３００

〔申告・申請関係〕
●７月決算法人の法人税・地方法人税・法
人市民税・法人事業税の確定申告
●７月決算法人の消費税の確定申告
●29年１月決算法人の中間
（予定）
申告
●29年１月決算法人の消費税中間申告

―３３００

【申込の要件】
①商工会の経営指導を受けていること（原則６か月以上）
②所得税、法人税、事業税等の義務納税額をすべて完納
していること
③商工業者（最近１年以上事業を行っている事業者）
※日本政策金融公庫の非融資対象業種等は対象外

月

１ 担保不要！
２ 保証人不要！
３ 低金利！

９

※１ 1,500万円超の貸付を受けるには、事前に事業計画を作成する等の要件が
ございますので、詳しくは商工会までお問い合わせ下さい。

〔納税関係〕
●固定資産税第３期分納付【30日】
●国民健康保険税第５期分納付【30日】
●８月分源泉所得税及び復興特別所得税、
特別徴収市・県民税納付【12日】

一迫花山商工会☎

融資機関 日本政策金融公庫 ( 国民生活事業 )
商工会の「経営指導」と「融資の推薦」を受けた方が利用できる制度です！

〔申告・申請関係〕
●６月決算法人の法人税・地方法人税・法
人市民税・法人事業税の確定申告
●６月決算法人の消費税の確定申告
●12月決算法人の中間
（予定）
申告
●12月決算法人の消費税中間申告

52

▽お申込み・お問合せ先

※元金返済据置期間は、ご希望の期間に設定できます。

年１．
３０％ ( 平成２８年７月１３日現在 )
融資利率
※最新の金利は商工会にご確認下さい！

月

対象資金 運転資金、設備資金

〔納税関係〕
●個人事業税第１期分納付【31日】
●個人市・県民税第２期分納付【31日】
●７月分源泉所得税及び復興特別所得税、
特別徴収市・県民税納付【10日】
●国民健康保険税第４期分納付【31日】

の機会にご加入をご検討下さ
い。

８月・９月 税のカレンダー

商工会の経営指導を受けている小規模事業者の方へ！

８
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学んでいただくセミナーを開
催いたします。
是非、受講下さいますよう
ご案内申し上げます。
◆日時 ９月３日（土）
午後１時～午後５時
◆場所 栗原市市民活動支援
セ ン タ ー 中 会 議 室（ 築 館 総
合支所内）
◆定員
名（先着順）
◆対象者 栗原市内商工会会
員事業所の事業主、家族及
び従業員の方
◆講師
りぃ～す仙台
Hearty
代表 若山 博美 氏
◆受講料 １名５００円
◆申込み

暑中お見舞い申し上げます。毎日暑
い日が続いておりますが夏バテしてい
ませんでしょうか。
前回の 号からこの商工いちはさま
はなやまが２色スポット印刷になった
のはお気づきでしたでしょうか？それ
以前はモノクロ印刷でしたが、より見
やすく、多くの方にご覧いただきたい
という思いからお試しで紙面の一部を
カラーにしてみました。今後も継続し
ていきたいと考えています。
さて先日まで開園していた一迫ゆり園、あや
め園ですが、梅雨のハッキリしない時期に鮮や
かな彩りで一迫地区内を賑わせてくれました。
ゆり園については新聞やインターネットのトッ
プページに大きく取り上げられたことから観光
客が大幅に増えたそうです。改めてメディアの
影響力の大きさを強く感じました。その意味で
はこの広報も地域の様々な情報をお伝えする身
近な媒体として、とても大事な役割を担ってい
るのではないかと考えています。
みなさんに読んでいただけるような紙面作り
にしていきたいと思います。（広報編集委員Ｙ・Ｓ）

編集後記

―３３００

※事業資金でお悩みの方は、お気軽にご相談下さい。
※ご相談の際は、あらかじめ電話等で予約の上ご来所願います。

一迫花山商工会☎

８月４日(木)・25日(木)
９月８日(木)・23日(金)
午前10時～午後４時まで
一迫花山商工会本所

新規会員加入キャンペーン運動展開中！

★金融相談日のお知らせ★

商工会に加入しませんか

少子高齢化により、労働力人口の減少が見
込まれています。
高年齢者が健康で、意欲と能力がある限り
年齢に関わりなく働き続けられる
「生涯現役社
会」
の実現に向けた取組みをお願いします。
●定年の廃止
●定年後希望者全員を７０歳以上まで雇用する
制度の導入
●高年齢者の積極的な雇用 等
◇問合せ先 ハローワーク築館 ☎０２２８－２２－２５３１

商工会では、新規会員加入
キャンペーン運動を展開中で
す。金融・税務・労働・その
他経営全般に関するお悩みな
どお気軽に相談できる地区内
唯一の機関です。
「経営に関するお悩みごと
は商工会が解決いたします」
ひとりで悩まず商工会に相談
して下さい。
新規加入特典として期間中
に加入の方にもれなく一迫花
山共通商品券３，
０００円分
を進呈いたします。是非、こ

事業主の皆様へ

■相談時間
■場
所
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「生涯現役社会」の実現に向けた取組みについて

■相談日程
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