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みやぎ仙台商工会通常総代会

平成22年度通常総代会が 5 月21日（金）午後 2 時
よりみやぎ仙台商工会館にて総代106名（内委任状出
席48名）が出席し盛大に開催された。

鎌田議長鎌田議長
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6議案が原案通り可決承認される
平成22年度通常総代会を開催平成22年度通常総代会を開催平成22年度通常総代会を開催

平成22年度の通常総代会が 5月
21日（金）、みやぎ仙台商工会館
で開催された。佐藤浩商工会長の
挨拶後、商工会表彰式に移り、定
期表彰と併せ商工会法施行50周年
記念表彰が行われ、商工会役員、
支部役員、会員事業所優良従業
員、商工会優良職員など73名の
方々が表彰された。
表彰式後、多数の来賓を代表し
て宮城県商工会連合会長（代理稲
妻敏行指導支援部長）からご祝辞
をいただき、その後議長に鎌田善
幸氏（中央東支部）を選出し議事
の審議に入り、慎重なる審議を経
て、全 6議案が原案通り可決承認
された。

1．組織強化の推進
組織率50％達成に向け、役職員が一丸となり会員加入を強力に推進し、

会員に支持される商工会事業、支部活動事業、会員交流事業等の活発化を
図って参ります。

2．財政基盤の拡充
商工会の健全な運営を確立するために、財源の確保のための方策を検
討・推進して参ります。

3．巡回訪問等による小規模事業者のサービス向上支援
支部担当職員による巡回訪問を実施するにあたり、キャッチフレーズを

「商工会は　行きます　聞きます　提案します」と定め、小規模事業者等の
経営力の向上支援を行うとともに、関係支援機関及び専門家等との連携を
図り創業・経営革新を支援して参ります。

4．地域活性化・地域振興事業の推進
地域資源や地域の特性を活かした地域活性化のための補助事業を積極

的に推進するとともに、行政・地域関係団体と連携し、各地区の諸行事・イ
ベント等のまちづくり事業に対して積極的に支援して参ります。

平成22年度  重点項目

平成21年度  収支決算状況 平成22年度  収支予算
（自）平成21年 4 月 1 日　（至）平成22年 3 月31日 （自）平成22年 4 月 1 日　（至）平成23年 3 月31日

（収入の部）
科　　目 金額（円）

補助金収入 96,019,168

会費手数料等収入 59,395,440

受託料収入 2,111,124

前期繰越収支差額 1,722,654

合　　計 159,248,386

（支出の部）
科　　目 金額（円）

経営改善普及事業・指導職員設置費 98,163,468

経営改善普及事業・指導事業費 23,300,693

地域総合振興事業費 8,953,433

受託事業費 2,111,124

管理費 19,895,246

資産取得支出 1,383,000

引当支出 2,000,000

次期繰越収支差額 3,441,422

合　　計 159,248,386

（収入の部）
科　　目 金額（円）

補助金収入 86,603,000

会費手数料等収入 58,709,578

受託料収入 1,760,000

前期繰越収支差額 3,441,422

合　　計 150,514,000

（支出の部）
科　　目 金額（円）

経営改善普及事業・指導職員設置費 94,332,792

経営改善普及事業・指導事業費 15,548,160

地域総合振興事業費 9,920,000

受託事業費 1,760,000

管理費 20,486,000

資産取得支出 3,503,000

引当支出 3,500,000

予備費 1,464,048

合　　計 150,514,000
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商工会表彰状受賞者（順不同・敬称略）

《 定期表彰 》

《 商工会法施行50周年記念表彰 》

【宮城県商工会連合会会長表彰】
1．商工会役員
氏　　　名 役職名 在任期間 支部名等

1 渡部　　孝 前理事 17年 0 ヶ月 愛　子

2 石川　欽一 前理事 13年 0 ヶ月 東　部

3 三浦　祥子 前理事 9 年 0 ヶ月 女性部長

4 及川　龍治 前理事 8 年 0 ヶ月 黒　松

5 阿部　春男 前理事 8 年 0 ヶ月 向陽台

【宮城県商工会連合会会長表彰】
1．商工会役員
氏　　　名 役職名 在任期間 支部名等

1 佐藤　　剛 理　　事 27年 6 ヶ月 ひろせ

2 佐々木信一 監　　事 26年10ヶ月 愛　子

3 髙平　孝雄 筆頭理事 25年11ヶ月 中央東

4 庄司　俊充 理　　事 18年11ヶ月 工業部会長

5 赤間　　勉 理　　事 17年11ヶ月 中央西

6 遊佐　祝治 理　　事 17年11ヶ月 サービス・
観光業部会長

7 岡本啓三郎 理　　事 17年10ヶ月 愛　子

8 冨樫　利和 副 会 長 17年10ヶ月 愛　子

9 佐藤　　浩 会　　長 15年11ヶ月 館　山

10 庄司　　充 理　　事 15年11ヶ月 商業部会長

11 早坂　隆朝 副 会 長 15年 8 ヶ月 秋　保

12 太田　和夫 理　　事 12年11ヶ月 南光台

13 佐藤　長市 理　　事 12年10ヶ月 ひろせ北

【みやぎ仙台商工会長表彰】
1．会員事業所優良従業員
氏　　　名 事業所名 勤続年数 支部名

1 岩松　　滋 赤坂建設株式会社 20年 5 ヶ月 館　山

2 藤原　光子 有限会社
角田サッシセンター 19年 7 ヶ月 愛　子

3 庄子　勇一 赤坂建設株式会社 17年 0 ヶ月 館　山

4 小椋　　茂 赤坂建設株式会社 11年 5 ヶ月 館　山

5 佐藤　正夫 赤坂建設株式会社 11年 4 ヶ月 館　山

6 後藤　　茂 赤坂建設株式会社 11年 4 ヶ月 館　山

7 庄子　　豊 有限会社アルミ柿崎 11年 0 ヶ月 泉パーク
タウン

3．商工会優良職員
氏　　　名 役職名 勤続年数 備　考

1 岡崎　光子 主　査 30年 7 ヶ月

2 半澤　孝男 副参事 30年 0 ヶ月

3 瀬戸　茂光 主　幹 20年 3 ヶ月 異　動

２．会員事業所優良従業員
氏　　　名 事業所名 勤続年数 支部名

1 柴田　優子 有限会社 
岩沼屋ホテル 33年 7 ヶ月 秋　保

2 守屋とみの 有限会社
岩沼屋ホテル 28年10ヶ月 秋　保

3 木村　元子 伊藤行政書士
事務所 25年10ヶ月 大沢・

泉ヶ丘

4 大宮　靖子 有限会社
岩沼屋ホテル 25年 7 ヶ月 秋　保

5 伊藤　宏子 有限会社
岩沼屋ホテル 24年 5 ヶ月 秋　保

6 寺崎　章子 有限会社
岩沼屋ホテル 23年11ヶ月 秋　保

7 菅野　智子 株式会社
テクノプラザみやぎ 22年 3 ヶ月 泉パーク

タウン

8 佐藤　美雪 有限会社
岩沼屋ホテル 22年 1 ヶ月 秋　保

9 千葉　真弓 伊藤行政書士
事務所 20年 3 ヶ月 大沢・

泉ヶ丘

優良従業員表彰を代表で受賞される守屋とみの様

受賞者の皆様



4 第52号　H22・6・10みやぎ仙台商工会報

《商工会法施行50周年記念表彰》続き

２．支部役員等
氏　　　名 事業所名 支部名

1 島　　統三 おしゃれハウスしま 将　監

2 伊藤　貞夫 エス・イトウカンパニー 将　監

3 山崎　　雄 やまざき写真スタジオ 将　監

4 安倍　啓悦 アベ企画 将　監

5 本田　公悦 カモメのきんちゃん 大沢・
泉ヶ丘

6 大久保圭司 有限会社若葉クリーニング店
アスナロ七北田店 中央東

7 内藤　道幸 株式会社赤間総業 中央東

8 鎌田　一夫 鎌田サイクル本店 中央東

9 鷲尾　光男 株式会社東仙電気 中央東

10 松田　　洋 松田商店 南光台

11 赤間　満夫 有限会社赤間正米穀酒店 南光台

12 村山　仁一 村山米穀店 南光台

13 鷲尾　　清 株式会社ワシオ電気商会 西　部

14 安部　庄一 安部酒店 西　部

15 熊谷　幸也 熊谷幸商店 西　部

16 穂積　　悟 ファミリーショップほずみ 西　部

17 高橋　秀夫 有限会社高秀会計センター 八乙女

18 萱場　靖夫 カヤバ管材株式会社 八乙女

19 横道　信夫 有限会社横道オートサービス 八乙女

氏　　　名 事業所名 支部名

20 髙橋　　司 株式会社 協 八乙女

21 嶺岸　義雄 嶺電工業株式会社 中央西

22 寺嶋　　實 寺嶋建設株式会社 中央西

23 早坂　　衛 有限会社早坂工作所 秋　保

24 柴田　誠哉 柴田建築 秋　保

25 佐藤　君雄 佐藤製作所 秋　保

26 佐藤　一夫 佐藤こけし店 秋　保

27 岡崎　清治 有限会社石のオカザキ 秋　保

3．商工会職員
氏　　　名 職　　名 勤続年数

1 佐藤　宮子 主　　査 36年 8 ヶ月

2 髙橋智美雄 主　　査 31年 8 ヶ月

3 岡崎　光子 主　　査 30年 7 ヶ月

4 大友　　誠 主　　幹 31年 0 ヶ月

5 半澤　孝男 参　　事 30年 0 ヶ月

6 伊藤　　仁 主　　幹 27年 1 ヶ月

7 櫻井　昭市 主　　幹 24年 2 ヶ月

8 木村　純子 主　　査 20年 7 ヶ月

9 荒谷　三月 主任主査 22年 2 ヶ月

みやぎ仙台商工会みやぎ仙台商工会みやぎ仙台商工会

災害支援ネットワーク協議会を設立 協力会員
募集中！

大規模災害が発生した際、自治体からの要請により原
則無償による各種支援を行うことを目的に設立されまし
た。物的・人的など商工会ならではの体制を構築し拡大
して行く予定です。
役員並びに登録会員事業所（ 5月25日現在）を紹介し
ます。
� （敬称略・順不同）

★会　長　佐藤　　浩
★副会長　早坂　隆朝、冨樫　利和、髙平　孝雄
★部会長　庄司　　充（食料品部会長）
　　　　　庄司　俊充（ライフライン部会長）
　　　　　小笠原陽治（土木・建設部会長）
　　　　　遊佐　祝治（ライフサービス部会長）
★幹　事　髙橋　　司、中野　洋行、岡本啓三郎
　　　　　岡崎　清治、太田　和夫、庄子　正行
　　　　　村山　邦雄、畑中　健一
★登録事業所
篝火の湯緑水亭、カラカミ観光㈱、㈲佐藤屋旅館、㈲
木の家、天守閣自然公園㈲、相澤米穀店、㈱土屋米穀

店、せんだい泉エフエム放送㈱、㈱新興、㈱横谷建設、
㈱メガネの相澤、㈲仙台クリンネスサービス、㈱赤間
総業水道事業部、㈱泉工務店、久光重機工業㈱、いわ
さき接骨院、㈱テクノプラザみやぎ、山田建築、㈱三
浦組、東洲産業㈱、大生総業㈱泉高原事業所、赤坂建
設㈱、㈲丸清佐藤材木店、Ｙショップ東黒松店、㈱協、
㈱富樫工業、㈲片岡保険センター、㈱さとう総業、陸
前運送㈱、シオン美容室、㈲石のオカザキ、㈱菅井商
事、㈱泉タクシー、洋服のショウジ、㈱高正工務店、
㈲ケイシン、小笠原建設運輸㈱

は忘れた頃にやって来る！災害
地震に限らず豪雨・火災など不慮の災害時
に備えた組織です。多くの会員事業所の登録
をお願い申し上げます。
問い合せは商工会、大友・庄子迄
　TEL 372－3545
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◆定期相談日のお知らせ
　日本政策金融公庫担当職員が個別相談に応じます。相
談は「予約制」として対応しておりますので、希望され
る方は事前に商工会にご予約をお願い致します。
日時：毎週火曜日・午後 1時より
場所：みやぎ仙台商工会館（泉区野村）
◆金融情報　公庫事業資金融資金利率

平成22年 5 月19日現在

普通貸付 経営改善貸付
貸 付 限 度 額 4,800万円以内 1,500万円以内

返 済 期 間
運転資金 5 年以内 運転資金 ７ 年以内
設備資金10年以内 設備資金10年以内

利 　 　 　 率 年2．15％ 年1．85％

日本政策金融公庫・金融情報優良女性部表彰を受賞！
本会女性部が、平成21年度商工会女性部員増強運動に
係る優良女性部表彰を受賞し、去る 5月11日、仙台ガー
デンパレスにおいて開催された平成22年度宮城県商工会
女性部連合会通常総会の席上において、塩澤部長が記念
品と表彰状を授与されました。

表彰を受けた塩澤女性部長

｢食と器｣ 彩り展
～ 観農商工連携 ～

♨にどっぷり浸かる
つ

一番町「工大ギャラリー」が

秋保 ６日間

の開催が決定!!

本会では昨年度、秋保地区の地域資源を活
用した全国展開支援プロジェクトに取り組
み、継続して参画者の皆様の支援を行ってお
ります。
この度、プロジェクトをきっかけとして地区
内事業者間の連携が強化され、工芸家の熊
野彰氏が発起人となり工大ギャラリー展示会
実行委員会を発足し、第1弾として、東北工業
大学のライフデザイン学部の全面的な協力を
頂き、６月25～30日に秋保の観光をPRしな
がら工芸家、加工食品業者等の作り手のこだ
わりを表現するための展示会を共同実施する
事が決定しました。
25～26日は全国展開支援事業で開発さ
れた加工食品の試食も予定されております。
また、今後も共同で展示即売会開催も計画
されており、関係者は事業実施に意欲的であ
り、商工会としても引き続き支援をしてまいり
ます。

●展示会（25・26日は別途イベントを予定）
◎開催日時：平成22年 6月25日（金）～30日（水）
　　　　　　 8時～20時（最終日は19時終了）
◎開催場所：東北工大一番町ロビー
　　　　　　仙台市青葉区一番町1丁目3－1
　　　　　　　　ニッセイ仙台ビル1Ｆ・4Ｆ
　　　　　　TEL 723－0538

①6月25日（金）
内　容：一般市民を対象とした市民講座（午後 6～ 8時）
　　　　作り手と使い手を結ぶリレートーク
　　　　（コーディネーターは、
　　　　　　　　　東北工業大学　菊地良學教授）
会　場： 1階ギャラリー定員60名

②6月26日（土）
内　容：専門家を対象とした求評会（午後 6～ 8時）
　　　　加工食品と秋保の工芸品に関しての評価を頂く
会　場： 4階ホール
定　員：評価する先生20名、作家20名、
　　　　大学関係者10名予定

手しごと
秋保 
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会員の紹介新
　� （平成22年 5 月12日　開催理事会承認）

特定健診では、血圧測定、血液検査、尿検査などを行
い、その結果から生活習慣病の発生リスクが高い方に対
し、医師・保健師・管理栄養士などの専門家が生活習慣
を改善するためのサポート（特定保健指導）を行いま
す。
対象者には 6 月下旬に受診券を自宅にお送りします。
医療機関を選び、無料で受けることができますので、ご
自身の健康状態の確認のため受診しましょう。
 問い合せ先 　お住いの地域の区役所あるいは総合支所
泉区役所　　　372－3111（内線6785）
宮城総合支所　392－2111（内線5245）
秋保総合支所　399－2111（内線5243）

〈働く人の健康づくりを応援します。〉
仙台市国保の特定健診が始まります！

仙台市

からの

お知らせ

商工会会員の募集お願い！
商工会は、商工業者の総合的改善発達を図るとと

もに、社会一般の福祉の増進に資することを目的と
して、商工会法に基づいて設立されている法人です。
商工業者の経営支援や地域の活性化を図るための

様々な活動を行なっています。
会員皆様のお知り合いで、新規開業事業所、開業

予定者、商工会未加入事業所等の心当たりがござい
ましたら、是非ご紹介下さい。

○庭木工�きぐみや（木工業）�
� 泉区南光台 3丁目 1－31－202

○㈱木村マーキング（内装業）�
� 泉区寺岡 6丁目13－30

○菅野建設（建設業）�
� 青葉区愛子東 1丁目 9－22－Ａ203

○高橋内装（内装工事業）�
� 泉区北中山 2丁目31－11

○㈲仙塩断熱（配管工事業）�
� 泉区泉中央 4丁目19－ 1 －207

○㈲満月（飲食業）�
� 青葉区作並字元木17－ 1

○錦町鍼灸院（鍼灸・マッサージ）�
� 泉区南光台東 2丁目21－14

○阿部忠設備工業（設備工事業）�
� 泉区向陽台 2丁目19－10

○あんま堂（マッサージ業）�
� 泉区桂 3丁目 1－ 3

○㈱ソーシャルコンセンサス（理・美容業）�
� 泉区八乙女 1丁目 3－11

○㈱ソーシャルコンセンサスVARiATiON泉八乙女店（理・美容業）�
� 泉区八乙女 1丁目 3－11

○㈱ソーシャルコンセンサスCut1000ジャスコ仙台中山店（理・美容業）�
� 泉区南中山 1丁目35－ 5

○居酒屋　幸神丸（飲食業）�
� 泉区市名坂字石止12－ 6

○和真組（建築業）�
� 青葉区下愛子字積町前30－ 2

○㈱泉ホームイング�ポートランド（アンティーク雑貨等小売業）�
� 泉区館 6丁目14－ 8

○佐川急便㈱仙台泉店（運送業）�
� 泉区明通 4－ 3

○芳賀企画（人材派遣業）�
� 泉区鶴が丘 3丁目12－ 1

○グランデ（小売業）�
� 泉区鶴が丘 3丁目12－ 1

○金森興業（建設業）�
� 若林区沖野 6丁目29－21

○高橋電気（設備工事業）�
� 青葉区西花苑 2丁目11－ 6

○蹴揚建設（建設業）�
� 若林区南小泉 2丁目 3－17－310

○エコア環境理研（小売業）�
� 宮城野区鶴ヶ谷 5－23�鶴ヶ谷 5丁目団地 8－306

○㈱ゆうらむ（インターネット学習塾）�
� 青葉区旭ヶ丘 2丁目 4－14

○セントラル警備保障㈱仙台支社（警備業）�
� 青葉区五橋 2丁目 4－28

○仙台法務経営コンサルティング合同会社（法務経営コンサルティング業）�
� 泉区高玉町 2－29－101

前期の納付を忘れずに！

源泉税の納期の特例を受けている事業所
は、1～6月分の納付は、7月12日（月）迄
となります。忘れずに納付して下さい。
納期特例制度の手続きや納付指導を商工
会で行なっておりますので、お気軽にご
相談下さい。
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